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2.質問用紙 
 
F0.	 住所	 （仙台市、浦安市） 

区、町名（	 	 	 	 ） 
F1.	 性別	 （男性、女性） 
F2.	 年齢	 （20代、30代、40代、50代） 
F3.	 住居形態	 （一戸建て、集合住宅の〈	 〉階） 
F4.	 東日本大震災発生時にあたなのお宅では断水しましたか。（した、しない） 
F5.	 ご自身を含めた居住人数	 （1名、2名、3名、4名、5名、6名以上） 
F6.	 職業	 （会社員・公務員、自営業・自由業、学生、専業主婦、有職主婦〈正社員・フ 

ルタイム勤務〉、有職主婦〈パート・アルバイト〉、無職、その他） 
F7.	 次のもので、あなたの家で所有されているものはどれですか。あてはまるものをすべ 
	 	 てお選びください。	 （車、バイク、自転車、ひとつもない） 

 
 
3 月 11 日の東日本大震災のときのことについて、お伺いいたします。  
Q1．断水と共にあなたの家で受けた被害は、次のどれですか。（MA） 

1. 停電 
2. 都市ガスの停止 
3. 家具等の転倒 
4. 家が傾いた 
5. そのほかの被害（	 	 	 	 ） 

 
Q2.あなたがライフラインの中で一番止まってほしくないものは、次の何だと思いますか。	 	 	 
（SA） 

1. 電気 
2. 上水道 
3. 下水道 
4. 都市ガス 
5. ガソリンスタンド 
6. その他（	 	 	 ） 

 
Q3.断水の期間中、飲み水以外であなたが一番困ったことは次のうち何ですか。（SA） 

1. トイレ 
2. 洗濯 
3. 風呂	  
4. 洗い物	  
5. 調理 
6. その他（	 	 	 ） 
7. 特に困らなかった 
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Q4あなたの家では断水の期間中、水をどこから調達しましたか。（MA） 
1. 井戸・湧き水 
2. 川・池 
3. 給水車 
4. 近くの商店 
5. 公共施設 
6. その他（	 	 ） 

 
Q5.あなたの家で断水は何日間続きましたか。（SA） 

1. 1日未満 
2. 1日～3日 
3. ４日～７日 
4. ８日～１０日 
5. ２週間～３週間 
6. ４週間以上 

 
Q6.あなたは断水の期間中、およそ何日間、あなたの家で過ごされましたか。 
	 	 	 約（	 	 ）日	 	 	  
 
Q7.断水の期間中、あなたの家のトイレは通常通り使えましたか。（SA） 

1. 使えた	 
2. 使えなかった	 →SQ7-1へ	 

	 

	 →SQ7-1.（使えなかった方に）あなたはトイレが使えない間、トイレをどうしましたか。	 

	 	 	 （MA） 
1. 非常用の簡易トイレキットを使用した	 
2. 水を流さないで済むように工夫した（段ボールとビニール袋などを活用する

等）	 

3. 汲んできた水を貯め置きし、水洗タンクに移して流した	 
4. ボトルドウォーター（ミネラルウォーターやウォーターサーバーの水）を水

洗タンクに移して流した	 

5. マンホールトイレを利用した	 
6. その他（	 	 	 ）	 
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Q8.あなたは断水の期間中、ご自宅の飲み水をどうしましたか（SA）。	 
1. 汲んできた水を飲んだ 
2. ボトルドウォーター（ミネラルウォーターやウォーターサーバーの水）の水

を飲んだ 
3. 水以外のものを飲んだ 
4. 自宅では飲まず外で飲んだ 
5. その他（	 	 ） 

 
Q9.断水の期間中、あなたは入浴はどのようにしましたか。（FA） 
 
Q10. あなたは断水の期間中、水が来ないことについて不安に感じた時はありましたか

（SA） 
1. あった	 →SQ10-1へ 
2. なかった 

 
	 →SQ10-1.（あった方に）なぜ不安に感じましたか。あてはまるものをすべてお選びく 
	 	 	 	 	 	 	 ださい（MA） 

1. いつまで続くかわからなかったから 
2. 不便さに耐えられなくなったから 
3. どこで水が手に入るかという情報が入ってこなかったから 
4. いつ頃復旧するかという情報が入ってこなかったから 
5. 近隣の人々と助け合えなかったから 
6. その他（	 	 ） 

	 	 	  
Q11.あなたは断水の期間中、近隣の方が困っているかどうか気になりましたか。（SA） 

1. なった 
2. ならなかった 

 
Q12.あなたは断水の期間中、近隣の人に助けてもらったり気遣いをされたりしましたか。 
	 （SA） 

1. された	 →SQ12-1へ 
2. されなかった 

	 →SQ12-1．（された方に）どのような助け・気遣いをしてもらいましたか。（FA） 
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Q13. 断水の期間中、家で使う水が無くなった時、あなたの家では調達した水を何で運ぶ 
	 	 ことが一番多かったですか。（SA）	 	  

1. 車で 
2. 自転車で 
3. バイクで 
4. 電車で 
5. 歩いて 
6. その他（	 	 ） 
7. 断水期間中に水は調達していない 

 
Q14.あなたが水の調達場所を知るのに一番役だった情報手段は次のうちどれですか。 
	 	 （SA） 

1. 近隣の人からの口コミ 
2. 職場の人からの口コミ 
3. 広報車 
4. テレビ 
5. ラジオ 
6. 新聞 
7. インターネット 
8. ツイッター	 	 	 	  
9. その他（	 	 ） 

	 	  
Q15. あなたはテレビ、ラジオ、新聞、インターネットの一般的な情報媒体で、どのよう 
	 	 な情報を流してほしいと思いましたか。（FA） 

 
Q16.あなたは今回の震災後、飲料水用として水の備蓄をするようになりましたか。（SA） 

1. なった	 →SQ16-1へ 
2. なっていない 
3. 直後は備蓄したが今はしていない 

 
→SQ16-1.（なった方に）どれくらい備蓄していますか。２リットルペットボトルで何本 
	 	 	 	 	 くらいですか。（FA）	 	  

（	 	 	 	 ）本位	 	 	 	  
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Q17.あなたは今回の震災後、風呂やトイレ等の生活用水として水の備蓄をするようになり 
	 	 ましたか。（SA） 

1. なった	 →SQ17-1へ 
2. なっていない 
3. 直後は備蓄したが今はしていない 

 
→SQ17-1.（なった方に）どのように生活用水の備蓄をするようになりましたか。（MA） 

1. 風呂の水をはっておく 
2. やかんやポットなどに水を汲んでおく 
3. ポリタンクに水を入れておく 
4. ペットボトルを備蓄しておく 
5. その他（	 	 	 ） 

 
Q18.今回の災害であなたが学んだ教訓を書いて下さい。（FA） 
 


