
実施期間 ２月１８日（木） ２月２８日（日） 回答者数 196人

１８才未満の世帯構成員 94
１８才以上６５才未満の世帯構成員 165
６５才以上の世帯構成員 64

関心があり、積極的に備えをしている 69
関心はあるが、あまり備えられていない 126
あまり関心がない 1

知っている 111
知らなかった 85

備蓄していない 45 ⇒Q４－２へ
備蓄しているが、推奨量（３リットル×３日分×家
族分）を満たしていない。

102 ⇒Q４－３へ

推奨量以上の飲料水を備蓄している 49 ⇒Q５へ

備蓄しようと思うが、先延ばしになっているため 27
保管スペースが確保できないため 15
災害に対する危機感をあまり持っていないため 12
大規模災害時に、家庭の備蓄でしのげるとは思えな
いため

4

災害が起きても、避難所や各所の支援により何とか
なると思っているため

10

その他 2

第24回  備蓄用の飲料水や生活用水に関するアンケート

【1】あなたの家族構成を教えてください。

【2】災害に対する家庭での備えについて、関心や対応の程度はいかがですか 

【３】災害時に備え、飲料水をどれくらい備蓄すると良いか知っていますか 

【４】地震などの大規模災害に備え飲料水を備蓄していますか 

【４－２】「備蓄していない」理由として当てはまるものを選択してください。（複
数回答可）



その他

他の情報や自分の判断基準から、現在の量で良いと
思っているため

21

日常用飲料水と兼ねて定期的にまとめ買いしてお
り、日々の消費により備蓄量が変動するため

45

保管スペースが確保できないため 49
その他 7

その他

自分たちで持って帰る（スーパーやドラッグストア
などの店舗で購入など）

116

自宅に届けてもらう（店舗の配送サービス、イン
ターネット販売、注文販売など）

35

その他 4

その他

大量すぎて面倒

使用済みペットボトルに水道水を入れてる
とよた水物語を直接 水道事業場所へ引取に行った

賞味期限が短いなどで補充が必要なため

備蓄品が高い割にすぐ期限が切れてしまうため。

最近まで備蓄していたが入れ替えるために使用した。
子供がいた時には、色々子供中心に備蓄していましたが、2
人になったら全く何もやらなくなりました。2人なら何とか
なるかなって思ってしまいます。

現在の住まいがマンションである程度マンションの貯水槽で
賄えるため

【４－３】「推奨量を満たしていない」理由として当てはまるものを選択してくださ
い。（複数回答可）

【５】備蓄している飲料水の購入時の運搬方法について当てはまるものを選択してく
ださい。（複数回答可）

避難所や各所の支援により何とかなると思っている。家での
備蓄にも限界があるから。
先伸ばしにしている

日常用飲料水は購入していない。



今も購入している 7
以前に購入したことはあるが、今は購入していない 20
購入したことはない 120

「防災備蓄用」「長期保存水」等とうたわれてい
る、比較的長期保存が可能なものを選ぶようにして
いる。

61

特に意識していない 86

エネファーム内の水も備蓄と考えている

【８】市民の飲料水備蓄意識向上のための効果的な情報発信や啓発方法等について、
ご意見をお聞かせください。（任意入力）

とよた水が安くかえるといい。

清水

【６】備蓄用飲料水として「とよた水物語」をご購入いただいていますか 

【７】備蓄用の飲料水を購入する際に、「保存期間」についてどのようにお考えです
か 

食料や水など時々確認しているが、災害は多分一生に一度あ
るかないかの事。食品だと半年くらいで期限が来るものもあ
るし、水も期限が来れば買い替えなければいけない。備蓄し
たものを使用しなければならない。そのたびめんどうだと
か、もったいなかったかなとか思ってしまう。ニュースで災
害にあわれて避難している様子など見ても、少しの間我慢す
れば行政の支援があるかもしれない。などと思ってしまう。
実際に備蓄がなければ困るということを的確に伝えてほし
い。飲み水として何リットル、調理用に何リットル、顔や手
を洗うのに何リットル、その他に何リットルなどと具体的に
必要な量が分かるといいかもしれない。想像しやすい。

東日本大震災や熊本の大災害で、防災意識が高まりました。
備蓄用の食料は常に意識して、備蓄するするようにしていま
す。
幸いなことに大きな災害に直面していませんが、阪神淡路大
震災や東日本大震災などは大きな災害として経験しているた
め飲料水備蓄の必要性は理解しているつもりです。
２０１１年東日本大災害



市内のスーパーやドラッグストアで、定期的に「とよた水物
語」の店頭販売とポスター掲示をする。広報の決まったペー
ジに、必ず備蓄用飲料水として紹介記事を載せる。

防災対策での飲料水の備蓄が必要なのは充分理解しているつ
もり。しかし保管となると置き場所の問題で、現状の住宅で
はなかなかむつかしい。豊田市水道局が販売している災害用
備蓄飲料水は値段が割高ではないか
その為、自宅に置ける範囲内でドラッグストアなどで購入し
ている。

水を備蓄しようと、蛇口付きのタンクを購入した。台所で使
てみると、満水にすると重くてシンクに乗せるのもたいへん
で、上手く備蓄が出来ていない。その点市販のペットボトル
は２リットルだから扱いやすい。しかし、使いずらいし、賞
味期限があるのでこれもまた困る。たた、これはペットボト
ルのため消費期限が短いと聞いた。水自体はきれいなのだか
らそのまま置いてあるが場所をとる。

地区の防災訓練に参加した時に、消防署職員の方の説明を聞
き、備蓄の必要性を強く感じました。

子どもの学校の宿題で、家庭の非常用グッズがどれだけある
か調べるというものがあって、家族で揃えるとどこに何がど
れだけあるか共有できてとてもよいと思った。

東北の震災から、備蓄をしっかりするようにしました。水と
食品をローリングストックをしています。
地域の話し合いなどで、災害時の備蓄などの話をするとほと
んどの家庭で備蓄できていないとの結果になった。みんな、
区や市がいざとなったら助けてくれるだろうと甘い考えがあ
るのではないか…
ほかの地域での震災があると、明日は我が身と気が引き締ま
り、備蓄を見直すきっかけになります。

２ ３年前の停電がきっかけです。マンションのエレベータ
が使えなくなり、復旧までに半日かかりました。これがずっ
と続くのかとも思いました。その時にいえに水があるのは大
切と思いました。やはり実体験しないとなかなか考えは変わ
らないかも。

職場の備蓄水の期限切れを貰ったので積極的に購入した訳で
は無いです。



大きな地震があると，水の大切さを再認識します。

実際に起こることがあり得る災害例を挙げて、それから計算
される必要な備蓄量を算出してもらえると、より身近に感じ
られる。

飲料水は一度に買うと、一度に更新となるので、定期的に少
しずつ買うようにしています。
飲むのが楽しみなお水があると、定期的少量の更新がご褒美
のようなイベントになり進むと思いますので、長期保存の利
く体に良いお水の開発をして頂けると嬉しいです。

東北の震災や関西の震災の実情を見聞する中で、明日は我が
身として準備しています。

子供の学校で備蓄用の水を消費期限が迫ってきた為にもらっ
てから、家でも備蓄しないとな と意識が高まった。

広報誌の表紙
会社在籍中に防災の事務局を担当し社内展開しながら我が家
も始めた。地域の行事（今はできないかも ）にコーナーを
設けPRする

スーパーマーケットやドラッグストアなどに、飲料水備蓄量
の必要な目安を示す公的な告知などがあればかなり変わって
くると思う。

他の地域の災害報道を見たとき。

＜意識が高まったきっかけ＞
・東日本大震災、熊本地震を経て
・子どもが生まれて自分だけの心配ではなくなったため
・台風で停電を経験し、停電だけでこんなに困るのだと実感
した時

広報誌によるお知らせ

新聞やひまわりネットあるいはSNSでPRする。
保管方法についても同様、動画で提案する。
備蓄用は、割安に支給すれば購入機会が増える。

・テレビやマスコミの情報から情報を入手している。市から
発信を積極的にすべき(広報、宣伝カー、イベント 等々)

２０１１年東日本大規模災害。



回覧板でまめに備蓄飲料水の斡旋や販売配達を宣伝しても
らって、高齢者世帯にも楽に備蓄してもらえたら。

震災地の状況をテレビでみて備えは必要だと思った
最近の災害の回数や規模をニュースで知ることで意識は高ま
りなんとかしなくてはと思います。とよた水物語は5年毎に
交換していますが、購入できる店がかぎられてるのが残念で
す。購入できる店を増やし、買い物の際によく目にするぐら
い店頭に並べられてると購入のきっかけにつながると思いま
す

広報とよた

災害時、避難所生活で食料の不足は報じられているが、飲み
水の不足は無いように思える、皆、安心感から保存に消極的
ではないか  食料も大切だけど、水はもっともっと、必要
だと云う アピールをしたら 

毎年、大規模地震の日が来ると防災グッズが気になります。
食べ物を確認したり必要なものを確認します。スーパーなど
でもコーナーができるので、啓発するには良いと思います。

災害などの際、水などの配布されている放送がされると、配
布されるから大丈夫では ・・と思ってしまう人が多いので
はないかと少し懸念しています。

スーパー、コンビニなどでの情報展開活動が不足していると
思う。

とよた水物語は子供が学校から持って帰ってきて初めてしり
ました。もっと身近なスーパーとかで安く購入が簡単にでき
ればそれを選択して購入したいと思います。
生活用水の備蓄の方法などももっと発信してほしいし、私も
自分でしらべて少しでも用意して行こうと思う。

実際に被災した人の意見をきく
具体的に、水が足りずにこういう事で困った、というような
話をきくと、備蓄しようと思うかも。



売り場での啓発
LINEなど使っていろんな情報発信してほしい。
広報で定期的にお知らせ

地震が多いので、ニュースや広報などでアピール。スーパー
や市役所で」販売。学校で 販売促進。
豊田市が進める飲料水いいと思うが値段が高いので買わな
かった。ドラックストアで買っている 値段が安いので

幸いにも私の周辺では水で困ったことはないが、地震 台風
地盤沈下、水道管破裂など 様々な要因で困っている方々の
様子をテレビなどの情報で目の当たりにした際に、自分自身
でも備蓄しなければと思いました。

小学校で1人1本ずつ配布して、子供にも備蓄の大切さを意識
させたらよいと思う。その時はチラシではなく、実物を配布
すべき。
長期保存水が時々買うことが出来るけれどその回数がもう少
し多い方がいいのではと思う

防災訓練で配ればいいと思います。
自治区からの配布でもいいです。
市民に配布して自宅で保管してもらう備蓄も大いに意味があ
るし、市役所も試行錯誤する必要がないのではないでしょう
か。

どこかで他人事と考えている人がまだまだ多いように感じま
す。職場や地域で配布されるだろうという気持ちがあると思
います。地道な情報発信が大切だと思います。何回も目にす
るうちに、すりこまれていく感じで。

「とよた水物語」は、一時広告を見ましたが、最近全く見か
けません。どこで買えるのかもわからないので、定期的に広
報に情報を載せて欲しいです。また、定期便のようなものが
あると買い忘れがなくて便利だと思います。
地道に、災害にあった他の地域の水事情について情報提供
し、備蓄を呼びかけ続けるしかないのではと思います。自主
防災会や自治区経由の情報発信、学校（子ども）通じた情報
発信が的を絞れて効果的と思います。



テレビなどで大きな地震のニュースやドキュメンタリーなど
を見たりすると、自分も備蓄の意識が高まります。

東日本大震災で防災を意識するようになった。地域で防災講
座を主催しているが、関心は薄い。
自助の意識が低い人が多いことも分かったので、公の備蓄品
が大した量じゃないってことが分かれば少しは焦って準備す
るかもしれない。何とかなると思っている人が多い。

とよた水物語が送料かからずに買えるとよいと思います
喉元過ぎれば、ではないが大きな災害直後にはそういった意
識の高まりを社会的に感じるがしばらく経つとそういった空
気の様なものが著しく低下してしまうと思う。

我が家には障害者がいて避難場所に移動しそこで過ごすこと
はできません。
自分のことは自分でするものかなと思い、それが他の方への
支援につながるとも考えます。

こういうアンケートがあるたびに改めて備蓄しなくてはと思
います。

大きな災害があると備蓄の意識が高まる。防災グッズの売り
場だけではなく、飲料水の売り場でも防災の豆知識のような
ポップがあるとわかりやすいと思う。

自治区の行事や回覧板の活用など、顔の見える関係の中で話
題にすると自分ごととして考えられるかもしれない。

東北震災の影響が大きく東海地震がいつくるか心配です
実際の災害地の様子をニュースなどで見て水が大事と思い。

豊田市上下水道局が販売している災害用備蓄飲料水について
１．どこで購入できますか
２．１個何リットル入りですか
３．長期保存水は何年保存可能ですか
豊田市上下水道局が販売している事は知りませんでした。

消防フェスタでいただいた備蓄用の水はそのまま保管してあ
りますが、お店で備蓄用の水を意識してみたことがありませ
ん。特売してくれると購入する機会になるかもしれません。



余り知らない人が多いと思う
もっと広報などで知らせるべきだと思う

水道管の故障がきっかけ
突然蛇口から汚れた水がでてきてつかえなくなった。

昔ながらの井戸の利用とかはどうなんでしょうか。

備蓄にこだわり過ぎず、上手にローリングストックし無理・
無駄（期限切れ）の無い様に、啓発

水の備蓄は大切で、とよた水物語のチラシを見たときは、保
存期間が長くていいと思ったが値段が高いと思い買わなかっ
た。なるべく賞味期限の先の水を買って備蓄している。

災害用に常に備蓄していますが時々、飲用に使います。不足
したらまた、上下水道局から購入しています。水は大変重い
です。高齢者や障がい者には持ちにくいのです。
持ちやすく、取っ手を付けるとか 滑らないように形状を変
えれませんか 
また、高齢者や障がい者用に蛇口・コックを有償でも良いで
すから販売出来ませんか 少しでも使いやすい方法を考えて
下さい。
広報とよたや回覧板で、繰り返しアナウンスする。年に1回
とかだと少ない。特に、大きな地震があったときや、阪神淡
路や東日本大震災があった月に大きくアナウンスする。いつ
来るか分からない災害に備えましょうと。危機感を与えるこ
とができるような内容で

まずは、飲料水備蓄を理解して活用できるように１人１本を
試供品として配布した上で定期的な購入斡旋をすれば良いと
思う。必要と思う人は購入するし、購入データをオープンに
することで市民１人１人が必要と思う意識向上が良いと思
う。
災害で避難している映像をニュースで見て、もし自分たち
だったらと考えた時、小さい子どもが多く、避難生活は難し
いと思いました。それから少しずつ備蓄や必要と思われる物
(手動懐中電灯など)をそろえ始めています。
とよたの水物語は知っていますが、どこで購入できるのかあ
まり知りません。



普段から料理に使う水はペットボトルの水を使っているの
で、大量の備蓄水をランニングストックしています。

とよた水物語をスーパー、コンビニ等で取り扱ってほしい

長期備蓄用の水を１人２本ずつ。その他、お茶・スポーツド
リンク・珈琲など普段使いの水分が常時10本程度は常備して
あります。非常食も長期備蓄水も高値なので、たくさんは購
入出来ませんが、ローリングストックとして常に多めに缶詰
めや水分を保管するようにしています。

最近は、災害の発生が多く、特別な情報とかで無く、災害状
況などニュースを見ていて、必要と思えたので。

市が配ればいいと思う

備蓄用の水を購入する
補助をしてもらうまたは、購入費用を税金で戻ってくる

「とよた水物語」を備蓄用にしたいと常々思っていますが、
如何せん高い。送料もバカにならない。期間限定でも良いか
ら送料無料にするとか、値引きするとか、購買斡旋をしてほ
しいと思います。

防災のイベントを定期的に開催すればいいと思う。

カミさんが備蓄始めたけど自分がどうでもよくなってよくわ
からない状態です。防災ラジオの電池がなくなってそのまま
置物になっています…。電池高いので買えません。

家族分を備蓄するのは大量すぎて大変です。
私も危機管理が低いのだと思いますが、もっと回覧板で啓発
すしたり、補助金を出すなどどうでしょうか 

5年保存でなくとも豊田市として、1年以上期限があるミネラ
ルウォーターを一般的な価格で通信販売もしくは店頭販売し
てもらえると備蓄しようと思う。
例 1ケース（2L×6）で￥330程度。（店頭価格）
長期保存水は高いというイメージがある。

夏は暑いし、もし電気がなかなか復旧しなかった場合水を飲
むことか体を冷やすことにつながると思うので、冬 夏にか
けて水のストックを増やそうと思っています。

価格を下げて定期購入しやすいようにして欲しいです



お風呂の残り湯を捨てないようにしている 85
水道水をペットボトルに入れて保管している 25
庭にバケツを置いて、雨水をためている 16
その他 17
特に何もしていない。 88

その他

市の補助金を活用し雨水貯蔵タンクを設置している。
雨水タンクを設置して使用している

雨水を貯めるタンクを置いている

賞味期限がきれてしまった備蓄用の水を、捨てずに保管して
いる
主人のアウトドアの趣味で使うポリタンクに常に水をいれて
おいてもらっています
給湯器の中に水が入っており、災害時には利用する。
エコキュートのお水をあてにしている

ポリタンクに備蓄している。

【９】日常から「生活用水」の確保のため実践していることはありますか 

エネファーム内の水
台風や雪の時は風呂水をぬかないで貯めておきます。
雨水をかめにためている
以前は、雨水を90Lポリバケツに貯めていたが、テング熱
等、蚊の発生防止の観点で止めた
エコキュートのタンク

貯湯式電気温水器を使っており停電時でもお湯が出るように
なっている

地震がきたり大型台風の時には、すぐに風呂桶に水をためて
います。大型台風前はお茶容器に水をためたり多めにご飯を
炊いて保存したりもします。

エコキュート

ポリタンクに水道水を入れて置いてある。


