避難の状況について
問1-1

問1-2

現在，避難先で同居している人数（避難されている方の人数。本人含む。）は何
人ですか。（１つだけに〇）
1. １人

2. ２人

4. ４人

5. ５人以上

現在の世帯構成をお答えください。（１つだけに〇）
1. 単身

2. 夫婦

4. 母子家庭又は父子家庭

問2

3. ３人

3. 夫婦と子ども
5. その他

現在の避難状況についてお答えください。（１つだけに〇）
1. 世帯全員で避難
2. 世帯の一部のみ避難（他の世帯員の方が被災時の市町村にいる場合）
3. 世帯が分かれて別々に避難
4. すでに避難先で生活を確立（避難終了）
5. その他

問3-1

届出の状況について伺います。住民票を異動していますか。
（１つだけに〇）
1. 家族全員が異動

2. 家族の一部が異動

3. 異動していない

問3-2

現在避難している居住地を市区町村に届け出ていますか（全国避難者情報システ
ムなど）。（１つだけに〇）
1. 避難先の市区町村へ届け出ている

2. 震災前の居住市町村へ届け出ている

3. 1及び2の両方に届け出ている

4. 不明

5. 届け出ていない
※「5.届け出ていない」を選択された方は䠈避難先市町村へ情報提供をお願いします。

問4

現在の住居について，当てはまるものをお答えください。
（１つだけに〇）
応急仮設住宅
1. （県借上民間賃貸住宅・公営住宅など）

2. 持ち家

3. 応急仮設住宅（プレハブ）

4. 賃貸住宅（個人負担）

5. 親族・知人宅

6. その他
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健康や生活などの状況について
問5-1

あなたや一緒に避難されているご家族の中に体調が良くない方はいます
か。（１つだけに〇）
1. いない（大変良い）

2. いない（まあ良い）

3. いる（あまり良くない）

4. いる（悪い）

問6へ
問5-2へ

問5-1で「3」又は「4」と回答された方のみご回答願います。
問5-2

あなたや一緒に避難されているご家族の現在の状況についてお答えください。
（当てはまるものすべてに〇）
1. 眠れない

2. 朝または昼から飲酒することがある

3. 食欲がない

4. 体重が減った

5. 体重が増えた

6. その他

あなたや一緒に避難されているご家族が６５歳以上の場合のみご回答願います。
問6

震災前に比べて，日頃の生活で体を動かす機会はどうなりましたか。
（１つだけに〇）
1. とても少なくなった

2. 少なくなった

3. 変化なし（もともと少なかった）

4. 変化なし（もともとよく動いている）

5. 増えた

すべての方にご回答願います。
問7

現在の生活資金についてお答えください。（当てはまるものすべてに〇）
1. 給与 （正規雇用，臨時雇用等）

2. 自営業による収入

3. 自己資金（貯金等）

4. 雇用保険・年金

5. 生活保護

6. その他

現在，仕事をされていない方に伺います。
（代表者以外に世帯の生計を維持するために働くべき方がいらっしゃる場合はその方につ
いて伺います。）
問8-1

今後の仕事の予定についてお答えください 。（１つだけに〇）
1. 就職活動中（職場は避難先）

2. 就職活動中（職場は宮城県内）

3. 仕事の予定はない

4. 今後，具体的な仕事の予定がある

問8-2へ

問9へ
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問9へ

問8-1で「3.仕事の予定はない」と回答された方のみご回答願います。
問8-2

仕事の予定がない場合の理由についてお答えください。
（当てはまるものすべてに〇）
1. 高齢のため

2.

現在の住居にいつまでいられるか不明のため

3. 健康上の理由のため

4.

地元で仕事をしたいが帰郷の目途がたたないため

5. 震災前も仕事をしていないため

6. その他（

※その他は（

）

）に内容を記入願います。

すべての方にご回答願います。
問9

避難先でのご相談相手はいますか。（１つだけに〇）
また，「1. いる」を選択された方は，下記よりご相談相手をお答えください。
（当てはまるものすべてに〇）
1. いる

2.

1. 家族・親族

2. 友人・知人

3. 他の避難者

4. 避難先の行政機関

5. NPO等民間支援団体

6. 民生・児童委員

7. 町内会（子ども会など）

8. その他

いない

問10へ

すべての方にご回答願います。
問10

今の生活で困っていること，不安なことはありますか。
（当てはまるものすべてに〇）
1. 生活資金のこと

2. 仕事のこと

3. 住まいのこと

4. 自分や家族の身体や心の健康のこと

5. 教育のこと

6. 育児・子育てのこと

7. 避難生活の先行きが見えないこと

8. 放射線の影響のこと

9. 交流がない（孤立感がある）こと

10. その他

11. 特になし

問11

避難先で避難者交流会や交流サロンなどが開催されている場合，参加したいと
思いますか。（１つだけに〇）
1. 参加したい
2. 宮城県の方が多く参加される場合は参加したい（参加を検討したい）
3. 参加する予定はない

※避難者交流会等は，行政や支援団体等により多くの地域で開催されていますが，開催されていない
地域もありますので，ご了承願います。
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問12-1 避難先の都道府県・市区町村から情報提供等の支援を受けた内容について，お
答えください。（当てはまるものすべてに〇）
1. 各種情報提供

2. 健康に関する相談

3. 見守り訪問

4. 仕事に関する相談

5. 住まいに関する相談

6. 交流会・イベント案内

7. 特になし

問12-2 避難先の社会福祉協議会やNPO等民間支援団体から情報提供等の支援を受け
た内容について，お答えください。（当てはまるものすべてに〇）
1. 各種情報提供

2. 健康に関する相談

3. 見守り訪問

4. 仕事に関する相談

5. 住まいに関する相談

6. 交流会・イベント案内

7. 特になし

今後の生活の予定について
問13

今後の生活の予定についてお答えください。（１つだけに〇）
1. 震災前の居住地と同じ市町村に戻る
2. 震災前の居住地とは別の宮城県内の市町村に戻る
3. 避難先にこのまま定住する

問17へ

4. 現時点では決まっていない
5. その他

問13で「1」「2」「4」「5」と回答された方のみご回答願います。
問14

宮城県に戻る場合において，希望される帰郷の時期はいつごろですか。
（１つだけに〇）
1. １年以内

2. ３年以内

3. ５年以内

4. その他（

※その他は（

）に内容を記入願います。
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）

問13で「1」「2」「4」「5」と回答された方のみご回答願います。
問15

宮城県に戻る場合において，今後のお住まいの希望をお答えください。
（当てはまるものすべてに〇）
1. 住宅の建設・購入

2. 民間賃貸住宅

3. 防災集団移転促進事業等による再建

4. 元の住まいを修繕・改築

5. 災害公営住宅

6. 検討中

7. その他

問13で「1」「2」「4」「5」と回答された方のみご回答願います。
問16

宮城県に戻る場合において，心配なことはありますか。
（当てはまるものすべてに〇）
1. 生活資金のこと

2. 仕事のこと

3. 住まいのこと

4. 自分や家族の身体や心の健康のこと

5. 教育のこと

6. 育児・子育てのこと

7. 近所づきあいのこと

8. 放射線の影響のこと

9. その他

10. 特になし

行政機関からの支援について
問17

現在，避難元市町村から広報紙が届いていますか。（１つだけに〇）
1. 届いている

2. 届いていない（希望する）

3. 届いていない（希望しない）

問18

避難元市町村からまちづくり事業や災害公営住宅等の情報提供や意向確認が
届いていますか。（１つだけに〇）
1. 届いている

2. 届いていない（希望する）

3. 届いていない（希望しない）

問19

宮城県が情報提供や発行している内容について，ご覧になられているものはあり
ますか。（当てはまるものすべてに〇）
1. 宮城県ホームページ

2. みやぎ県政だより（広報紙）

3. メルマガみやぎ等（メールマガジン） 4. みやぎ復興プレス（情報紙）
5.

みやぎ被災者生活支援ガイドブック（冊子）

6. その他（

※「みやぎ被災者生活支援ガイドブック」は，平成24年12月に発行したA5判の冊子です。
※その他は（
）に内容を記入願います。
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）

問13で「1」「2」「4」「5」と回答された方のみご回答願います。
問20

宮城県に戻る上で，どのような情報が必要ですか。
（当てはまるものすべてに〇）
1. 復興の状況

2. 仕事（短期）の情報

3. 仕事（長期）の情報

災害公営住宅や防災集団移転等
4. に関する情報

5. イベント情報

6. 健康・福祉・教育の情報

7. 各種支援情報

8. 各種相談窓口の情報

9. その他（
※その他は（

）
）に内容を記入願います。

前回実施したアンケート（H25.1）にまだ回答されていない方は，問21-1から問21-2について
もご回答願います。】
問21-1 住居の状況について伺います。
被災時の住居の現状について，お答えください。また，罹災証明書の判定内容を
教えてください。（１つだけに〇）
1. 居住可能

2. 居住可能だが修繕が必要

3. 居住不能（流出等）

罹災証明書の判定
1. 全壊

2. 大規模半壊

4. 一部損壊

5. 申請していない

3. 半壊

問21-2 被災時の住居の種別について，お答えください。（１つだけに〇）
1. 持ち家

2. 賃貸住宅（民間・公営）

3. その他

自由記入欄
宮城県に戻る上で必要なことなど，これまでの設問に関係した内容やそれ以外のこと
でも構いませんので，ご意見等がありましたら，ご自由にご記入願います。
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○個人情報の取扱について
◇ご回答いただいたアンケートの回答内容につきましては，宮城県や関係自治体
での支援策の検討のため情報を共有し，有効に活用させていただきます。
◇また，同意いただける場合に限りますが，社会福祉協議会やＮＰＯ等民間支援
団体に対しても，避難されている方の生活支援や帰郷支援といった目的や必要に
応じて，お名前や出身市町村，現在の住所，年齢などの情報提供を行わせていた
だくことがあります。
このような個人情報の取り扱いに同意いただける場合は，下記の同意欄に「○」の
ご記入をお願いします。

同意欄

ご協力ありがとうございました。
平成２５年９月２４日（火）までに，同封しております返信用封筒にて，切
手を貼らずにそのままポストへ投函いただきますようよろしくお願いしま
す。

お問い合わせ先
宮城県震災復興・企画部震災復興推進課
電話 ０２２－２１１－２４０８（直通）
ファクシミリ ０２２－２１１－２４９３
電子メール fukusuif2@pref.miyagi.jp
平成２５年９月 宮城県
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