
Ⅱ　調査結果の解説



 震災時及び現在における情報収集について

（1） 震災直後の情報の入手手段

問１ 東日本大震災直後から１カ月程度、どのような手段で情報を入手しましたか。

多く活用したもの３つまで○をつけてください。

　東日本大震災直後の情報の入手手段は「テレビ」（94.7％）が最も多く、９割を

超えている。以下、新聞（69.8％）、ラジオ（40.3％）と続いている。

1

全　体
（n=824）

1.6%
（13人）

2.7%
（22人）

0.5%
（4人）

1.1%
（9人）

2.8%
（23人）

2.9%
（24人）

3.9%
（32人）

4.5%
（37人）

5.5%
（45人）

6.3%
（52人）

7.6%
（63人）

10.3%
（85人）

11.2%
（92人）

11.3%
（93人）

40.3%
（332人）

69.8%
（575人）

94.7%
(780人）

0.0% 25.0% 50.0% 75.0% 100.0% 

テレビ　　　　　　　

新聞　　　　　　　　

ラジオ　　　　　　　

メール（携帯電話）　

勤務先　　　　　　　

電話（固定、携帯）　

近所の方　　　　　　

県以外のホームページ

県のホームページ　　

市町村の防災行政無線

メール（パソコン）　

本・雑誌　　　　　　

ツイッター、ブログ　

学校　　　　　　　　

自主防災組織　　　　

その他　　　　　　　

無回答　　　　　　　
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（2） 震災直後に必要な情報

問２ 東日本大震災直後から１カ月程度、特にどのような情報が必要でしたか。

あてはまるもの３つまで○をつけてください。

　東日本大震災直後に必要な情報は「燃料関係（ガソリンスタンド等）」（65.5％）

が最も多く、６割強となっている。以下、「ライフライン（電気、ガス、水道等)｣

（59.1％）が６割弱、「放射線測定値」（45.1％）が４割台、「生活情報（スーパー、

銭湯等」（35.8％）が３割台で続いている。

全　体
（n=824）

1.7%
（14人）

3.2%
（26人）

0.6%
（5人）

2.1%
（17人）

2.9%
（24人）

3.6%
（30人）

4.6%
（38人）

5.1%
（42人）

6.3%
（52人）

11.7%
（96人）

13.2%
（109人）

13.3%
（110人）

18.3%
（151人）

35.8%
（295人）

45.1%
（372人）

59.1%
（487人）

65.5%
（540人）

0.0% 25.0% 50.0% 75.0% 100.0% 

燃料関係（ガソリンスタンド等）

ライフライン　　　　　　　　　
（電気、ガス、水道等）　　　　

放射線測定値　　　　　　　　　

生活情報（スーパー、銭湯等）　

食品等の安全関係　　　　　　　

安否情報　　　　　　　　　　　

被害状況　　　　　　　　　　　

交通情報　　　　　　　　　　　

医療情報　　　　　　　　　　　

住宅　　　　　　　　　　　　　
（仮設、借り上げ、住宅修理等）

避難所関連情報　　　　　　　　

除染関係　　　　　　　　　　　

生活支援　　　　　　　　　　　
（生活資金、損害賠償等）　　　

教育関係　　　　　　　　　　　

雇用支援（就職、雇用保険等）　

その他　　　　　　　　　　　　

無回答　　　　　　　　　　　　
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（3） 現在の震災情報の入手手段

問３ 現在の震災情報は、どのような手段で入手していますか。

多く活用しているもの３つまで○をつけてください。

　現在の震災情報の入手手段は「テレビ」（97.9％）が最も多く、ほとんどの人がこ

れを回答している。次いで、新聞（78.8％）が８割弱で続き、割合はかなり低くなる

が、ラジオ（28.3％）が３割弱となっている。

全　体
（n=824）

0.2%
（2人）

2.4%
（20人）

1.0%
（8人）

1.9%
（16人）

3.3%
（27人）

3.5%
（29人）

5.6%
（46人）

5.6%
（46人）

5.8%
（48人）

5.8%
（48人）

7.9%
（65人）

8.1%
（67人）

8.9%
（73人）

10.9%
（90人）

28.3%
（233人）

78.8%
（649人）

97.9%
（807人）

0.0% 25.0% 50.0% 75.0% 100.0% 

テレビ　　　　　　　

新聞　　　　　　　　

ラジオ　　　　　　　

メール（携帯電話）　

県以外のホームページ

勤務先　　　　　　　

電話（固定、携帯）　

県のホームページ　　

近所の方　　　　　　

本・雑誌　　　　　　

メール（パソコン）　

市町村の防災行政無線

ツイッター、ブログ　

学校　　　　　　　　

自主防災組織　　　　

その他　　　　　　　

無回答　　　　　　　
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（4） 現在必要な震災情報

問４ 現在の震災情報では、特にどのような情報が必要ですか。

あてはまるもの３つまで○をつけてください。

　現在必要な震災情報は「放射線測定値」（67.4％）が最も多く、７割弱となってい

いる。以下、「食品等の安全関係｣（58.6％）が６割弱、「除染関係」（47.7％）が

が５割弱、「ライフライン（電気、ガス、水道等）」（21.8％）が２割強で続いてい

る。

全　体
（n=824）

1.8%
（15人）

3.0%
（25人）

2.4%
（20人）

3.5%
（29人）

4.9%
（40人）

5.0%
（41人）

5.9%
（49人）

5.9%
（49人）

6.1%
（50人）

8.0%
（66人）

8.3%
（68人）

10.6%
（87人）

15.9%
（131人）

21.8%
（180人）

47.7%
（393人）

58.6%
（483人）

67.4%
（555人）

0.0% 25.0% 50.0% 75.0% 100.0% 

放射線測定値　　　　　　　　　

食品等の安全関係　　　　　　　

除染関係　　　　　　　　　　　

ライフライン　　　　　　　　　
（電気、ガス、水道等）　　　　

生活支援　　　　　　　　　　　
（生活資金、損害賠償等）　　　

燃料関係（ガソリンスタンド等）

医療情報　　　　　　　　　　　

生活情報（スーパー、銭湯等）　

交通情報　　　　　　　　　　　

雇用支援（就職、雇用保険等）　

被害状況　　　　　　　　　　　

安否情報　　　　　　　　　　　

住宅　　　　　　　　　　　　　
（仮設、借り上げ、住宅修理等）

避難所関連情報　　　　　　　　

教育関係　　　　　　　　　　　

その他　　　　　　　　　　　　

無回答　　　　　　　　　　　　
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【参考　情報の入手手段の東日本大震災直後と現在の比較】

　東日本大震災直後と比べると現在は、「新聞」の割合が上昇し、「ラジオ」の割合

が低下している。

全　体
（n=824）

1.6% （13人）

2.7% （22人）

7.6% （63人）

0.5% （4人）

1.1% （9人）

11.2% （92人）

4.5% （37人）

11.3% （93人）

3.9% （32人）

10.3% （85人）

2.8% （23人）

6.3% （52人）

5.5% （45人）

2.9% （24人）

69.8% （575人）

40.3% （332人）

94.7% （780人）

0.2% （2人）

2.4% （20人）

5.8% （48人）

1.0% （8人）

1.9% （16人）

8.1% （67人）

3.5% （29人）

10.9% （90人）

5.6% （46人）

7.9% （65人）

3.3% （27人）

8.9% （73人）

5.8% （48人）

5.6% （46人）

78.8% （649人）

28.3% （233人）

97.9% （807人）

0.0% 25.0% 50.0% 75.0% 100.0% 

テレビ　　　　　　　

ラジオ　　　　　　　

新聞　　　　　　　　

本・雑誌　　　　　　

県のホームページ　　

県以外のホームページ

ツイッター、ブログ　

電話（固定、携帯）　

メール（パソコン）　

メール（携帯電話）　

市町村の防災行政無線

勤務先　　　　　　　

学校　　　　　　　　

自主防災組織　　　　

近所の方　　　　　　

その他　　　　　　　

無回答　　　　　　　

問１（大震災後１カ月）

問３（現在）
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【参考　必要な情報の東日本大震災直後と現在の比較】

　東日本大震災直後と比べると現在は、「放射線測定値」、「除染関係」、「食品等

の安全関係」の割合が大きく上昇し、「ライフライン（電気、ガス、水道等）」、

「燃料関係（ガソリンスタンド等）」、「生活情報（スーパー、銭湯等）」の割合が

大きく低下している。

全　体
（n=824）

2.9% （24人）

1.7% （14人）

3.2% （26人）

2.1% （17人）

18.3% （151人）

11.7% （96人）

3.6% （30人）

6.3% （52人）

13.2% （109人）

45.1% （372人）

5.1% （42人）

0.6% （5人）

35.8% （295人）

65.5% （540人）

4.6% （38人）

13.3% （110人）

59.1% （487人）

1.8% （15人）

3.0% （25人）

2.4% （20人）

58.6% （483人）

6.1% （50人）

47.7% （393人）

8.3% （68人）

5.9% （49人）

67.4% （555人）

4.9% （40人）

15.9% （131人）

5.9% （49人）

8.0% （66人）

10.6% （87人）

3.5% （29人）

5.0% （41人）

21.8% （180人）

0.0% 25.0% 50.0% 75.0% 100.0% 

ライフライン　　　　　　　　　
（電気、ガス、水道等）　　　　

安否情報　　　　　　　　　　　

避難所関連情報　　　　　　　　

燃料関係（ガソリンスタンド等）

生活情報（スーパー、銭湯等）　

雇用支援（就職、雇用保険等）　

生活支援　　　　　　　　　　　
（生活資金、損害賠償等）　　　

住宅　　　　　　　　　　　　　
（仮設、借り上げ、住宅修理等）

放射線測定値　　　　　　　　　

被害状況　　　　　　　　　　　

医療情報　　　　　　　　　　　

除染関係　　　　　　　　　　　

交通情報　　　　　　　　　　　

食品等の安全関係　　　　　　　

教育関係　　　　　　　　　　　

その他　　　　　　　　　　　　

無回答　　　　　　　　　　　　

問２（大震災後１カ月）

問４（現在）
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