
 この調査票フォーマットは、各被災自治体で行われる「住民意向アンケート調査」の
際に共通フォーマットとして活用できるように、建築学会東北支部計画系部会で作成し
たものです。 
 
 実際には、すでに、各自治体が同様の調査を実施しているところもありますが、一定
の共通したフォーマットのもとで複数自治体においてアンケート調査を実施し、学術的
な分析を行うことで、自治体間の特徴や固有の状況を明らかにしながらの今後の復興計
画策定、さらには今後の災害対応等の基盤資料を収集することが極めて重要なことだと
考え、支部内に組織されている建築計画系３部会合同で、被災した自治体における住民
意向調査（第１次アンケート調査：避難行動、今後の住まいや土地利用などについて）
を実施するための調査票の共通フォーマットを作成しました。 
  
 学術的な見地から分析を行い、より客観的に状況をとらえること、さらに学術的な知
見として成果を蓄積しておくことも長期的な災害対応を考えた場合には極めて有効で、
重要なことだと考えています。これらのアンケートの調査結果を学会として有効に活用
できるよう、各自治体には働きかけていくことにしています。 
 
 この調査票を用いて、宮城県七ヶ浜町ですでに調査（町が実施主体の 1000 件サン
プリング調査）を実施し、石巻市においてもこのフォーマットを基本として調査を実施
する方向で進めています。その他、部会メンバーがさまざま関わる他の自治体でも実施
の可能性を探っているところです。 
 
 今後、同様な調査を実施する自治体には、この共通フォーマットを基本としたアンケ
ート票で調査を実施していただけるよう（もちろん、各自治体固有の質問項目が別途必
要になる場合もあると思われますので、あくまでも共通フォーマット部分として捉えて
いただければと思います）、各方面から働きかけていただくことを期待し、今回、調査
票フォーマットを広く公開することにいたしました。 
 皆さまが関わられている自治体の中で、このフォーマットを活用して調査を実施する
余地がある、もしくは活用したいという意向がありましたら、部会までご連絡いただけ
ればと思います。 
 
 
日本建築学会東北支部計画系部会メンバー 
部会長 石井敏 
 小野田泰明、増田聡、坂口大洋、山本和恵、厳爽、大沼正寛、新井信幸、鈴木孝男 
問い合わせ・連絡先：ishiis@tohtech.ac.jp 石井まで 



七ヶ浜町 震災復興に関する調査

平成23年 7月 14日 ( 木 ) までに、同封の返信用封筒にて回答願います。
問い合わせ : 七ヶ浜町役場政策課　震災復興推進室　電話：022-357-7439　担当 遠藤

行政に望みたい事は何ですか。特に重要なものを 3つまでお教え下さい。

他に何かご意見、ご要望などございましたら、ご自由にお書き下さい。

ヒアリングにご協力頂ける方は、お名前とご連絡先をご記入いただけますか。

アンケートにご協力頂きまして、ありがとうございました。

問１　ご家族・お住まいについてお聞きします。

続柄 年齢 被災以前の業種 同居状況性別 要介護

世帯主

記入者
例 ○ 45 男 漁業 ○1

・これは、七ヶ浜町役場から、住民の皆さんに向けたアンケートです。七ヶ浜町に
おける住宅復興、生活復興のために、住民の皆さんの被災状況の他、意向やまちへ
の要望についてお伺いし、復興への足がかりとしたいと考えております。
・このアンケートは町の政策等にまず用いられ、その後プライバシー情報を除去し、
研究機関が詳細に分析します。また、プライバシー条項を遵守し、情報が外部に漏
洩する事が無いよう十二分に配慮します。

氏名 御連絡先

被災前の世帯について家族構成をお書き下さい。(記入者の方は、記入者の欄に○をつ
けてください。要介護者は要介護の欄に要介護レベルをご記入下さい。記入者と現在同
居している場合は同居状況の欄に○をつけてください。)

被災前のお住まいの地域に○をつけ、大まかな住所ををお教え下さい。

1. 湊浜　2. 松ケ浜　3. 菖蒲田浜　4. 花渕浜　5. 吉田浜　6. 代ヶ崎浜　7. 東宮浜

8. 要害・御林　9. 境山　10. 遠山　11. 亦楽・火力　12. 汐見台　13. 汐見台南

被災前の住居形態をお教え下さい。
1. 持家 2. 借家 (一戸建て ) 3. 共同住宅 (賃貸 )

4. 共同住宅 (分譲 ) 5. 公営住宅 6. その他 (　　　　　　　　　)

1. 新しい避難経路の作成

2. 防波堤などによる津波対策

3. 素早い情報開示・提供

4. 仮設住宅の供給・質の向上

5. 住宅 (仮設を除く )の建設・支援

6. 学校の復旧

7. 道路・駅・バスの復旧

8. 電気・ガス・水道の復旧

9 . 農業の復旧・復興

10. 水産業の復旧・復興

11. 雇用の確保 (農業、水産業除く )

12. 自然環境美化 (浜の美化など )

13. まちづくりへの住民参加

14. その他 (    )

15. 特に無し

居住条件として、重要なものを３つまで教えて下さい。
1. 住まいの質（広さ、安全性、快適性など）

2. 立地（良好な地盤、非浸水域、住み慣れた地域、自然が多いなど）

3. 交通・移動の利便性（幹線道路のそば、バス停、駅の近くなど）

4. 日常生活の利便性（飲食店、スーパーなどの近くなど）

5. 医療福祉サービスの利便性（保育、介護、医療等のサービスとの距離など）

6. 教育サービスの利便性（通学の距離など）

7. 仕事・通勤の利便性（仕事場までの距離など）

8. 経済性（安いこと、経済的負担が少ないこと）

9. 地縁・コミュニティー（これまでの地域住民とのつながりなど）

10. その他（      　　　　　　）

住所：(大字　  小字 (丁目 )  )



1. 持家 (同じ場所に再建 )

4. 民間の賃貸住宅

7. その他 (　　　　　　　　　　　)

6. 目処がたたない

3. 持家 (補修棟により入居 )

5. 公営住宅

2. 持家 (高台に移動 )

問 3　現在、自宅以外の場所に滞在している方にお聞きします。
　　　今後のお住まいのご予定についてお聞きします。

1. 七ヶ浜町内

2. 七ヶ浜町外 具体的な地域 (     )

具体的にどの地域に住みたいですか。
住宅の被災状況について教えて下さい。

1. 流失 2. 倒壊 3. 全壊 4. 大規模半壊 5. 半壊

6. 一部損 10. その他 (　　　　　)9. 無事7. 床上浸水 8. 床下浸水

問 2　避難の状況についてお聞きします。

1. 木造 (在来枠組み）

4. コンクリート造

2. 木造 (ツーバイフォー )

5. 鉄骨造

3. 木造 (その他 )

住宅の構造 (木造、コンクリート造など )について教えてください。

地震発生時（14：46頃）にいた場所を教えて下さい。

可能な範囲で具体的な場所を教えて下さい。
1. 自宅

2. 自宅外 (        　　)

可能な範囲で具体的な場所を教えて下さい。

(        　　)

可能な範囲で具体的な場所を教えて下さい。
1. 自宅

2. 自宅外

1. はい 2. いいえ

(        　　)

1. 地震発生時と同じ

2. 地震発生時と異なる

地震発生後、津波到達時（15：30頃）にいた具体的な場所を教えて下さい。

３月１１日の夜を過された具体的な場所を教えて下さい。

現在いらっしゃる場所について、可能な範囲でお教え下さい。
(避難所、仮設住宅は施設名をお書き下さい。）

2. 自宅以外 (七ヶ浜町内 )1. 自宅

施設名：(    )住所：(大字　  小字 (丁目 )  )

3. 自宅以外 (七ヶ浜町外 )

市町村名 (    )

1. 食料の配給

2. 給水　

3. 検診などの医療サービスを受けに　

4. 行政関係の情報を得るために　

5. 日中自宅にいると寂しいため

6. 親族が避難所で生活しているため

7. 避難所の運営の手伝い

8. その他（　　　　　　　　　　　）

現在、避難所以外 (自宅または仮設住宅など )で生活されている方にお伺いします。
避難所を離れてからも避難所を利用されたことがありましたか。

その利用内容は次のうちどれでしょうか？関係のあるもの全て選んで下さい。

問３へ

問 4　生活再建のためにお聞きします。

1. 現在再開

4. 廃業

2. 再開の目処あり

自営業

3. 再開の目処たたず c. 解雇 (転職済み )

会社員

a. 通常勤務

b. 自宅待機

d. 解雇 (失業中 )

主たる生計維持者の「仕事の被災状況」について教えてください。

1. 堤防の復旧

2. 新しい避難経路の作成

5. 電気・ガス・水道の復帰

6. 補償 (保険や住宅補助 )

7. コミュニティ (近隣関係 )の維持

4. 道路の建設・復帰

3. 防災拠点 (高台、ビル棟 )の設置

8. その他 (　　　　　　　　　　)

1. 住みたいと思う。

2. 条件付きで住みたいと思う。

3. 住みたくない。

浸水区域に住みたいとお考えですか。

どのような条件が整えば浸水区域に住み
たいとお考えですか。重要なものを 3つ
まで教えてください。

現在の避難先を出た後の、本住まいは、どのようなものご希望ですか。

現在の避難先を出た後の、本住まいの場所は、どちらをご希望ですか。

1. 湊浜　2. 松ケ浜　3. 菖蒲田浜　4. 花渕浜　5. 吉田浜　6. 代ヶ崎浜　7. 東宮浜

8. 要害・御林　9. 境山　10. 遠山　11. 亦楽・火力　12. 汐見台　13. 汐見台南

1. 湊浜　2. 松ケ浜　3. 菖蒲田浜　4. 花渕浜　5. 吉田浜　6. 代ヶ崎浜　7. 東宮浜

8. 要害・御林　9. 境山　10. 遠山　11. 亦楽・火力　12. 汐見台　13. 汐見台南


