災害時情報アンケート調査

集計結果
唐津市役所 政策部 市政広報課

■アンケートの目的
災害時に市民がどのような方法で緊急情報を入手しているかなどを確認し、今後の
災害時における情報発信の改善につなげていくために実施

■アンケート調査の概要
実施期間

平成３０年８月２８日（火）～

平成３０年１０月１０日（水）

実施方法

① 市報からつ平成３０年９月号にアンケート用紙を差し込み
② 市ホームページにアンケート回答フォームを掲載
③ 本庁・各市民センターにアンケート用紙を設置

回 答 数

７６８件

（内訳：①での回答４２８件、②９８件、③２４２件）

回 答 率

１.５７％
（※市報からつ平成３０年９月号配布部数４８，８８２部に対する割合）

■回答に関する注意事項
回答を１つのみ選択する設問の各選択肢の割合については、小数点第２位で端数を
四捨五入しているため、合計が１００％にならない場合があります。

１

アンケート回答者について

（１）性別
回答者の性別については、男性が
やや多かった。
●男

性

３９９人

●女

性

３５０人

●回答なし・不明

１９人
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（２）年齢
回答者の年齢については、６０代以上の人が約半数を占めていて、３０代以下
の若い世代は１７.４％だった。
●１０代以下

３０人

●２０代

３１人

●３０代

７３人

●４０代

１１０人

●５０代

１２７人

●６０代

１７９人

●７０代以上

２１４人

●回答なし

４人

（３）お住まいの地区
地区別の回答者数については、唐津地区の人が半数以上を占めていた。
各地区の世帯数に対する回答者数の割合では、鎮西地区が２.８５％で１番高く、
続いて厳木地区２.３８％、北波多地区２.１９％の順に高かった。
●唐

津

４２４人（１.２９％）

●浜

玉

８３人（２.００％）

●厳

木

４２人（２.３８％）

●相

知

４０人（１.３７％）

●北波多

３８人（２.１９％）

●肥

前

３１人（１.２３％）

●鎮

西

６１人（２.８５％）

●呼

子

３１人（１.６６％）

●七

山

１３人（２.００％）

●回答なし

※（

５人

）の割合は、各地区の世帯数（平成 30 年 10 月 1 日現在）

に対する回答者数の割合
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避難情報には次の○
Ａ○
Ｂ○
Ｃ の３つがあります。それぞれの違いがわかりますか？

２

Ａ 避難準備・高齢者等避難開始
○

Ｂ 避難勧告
○

Ｃ 避難指示
○

９０％以上の人が「わかる」
「だいたいわかる」と回答した。
●わかる

３３０人

●だいたいわかる

３７３人

●わからない

５７人

●回答なし

８人

平成３０年７月豪雨の際、上記２の○
Ａ○
Ｂ○
Ｃ などの情報は、どのようなものから

３

入手しましたか？

（複数回答可）

「テレビ・ラジオ（５０５件）」、「市災害情報メール（４２４件）」、「チャンネルか
らつ（２７８件）」の順に多かった。

※チャンネルからつ
…行政放送（１２ｃｈ）

「その他」の主な内容
・防災ネット あんあん（各種防災情報などを佐賀県がメールで配信）・地区の放送
・地区の消防団

・ぴーぷる放送

など
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４

室内にいるとき、防災行政無線の屋外スピーカーからの放送は聞こえますか？
（複数回答有り）

「音が割れて聞き取りにくい（２２４件）」、「大雨・暴風のときは聞こえない
（２１６件）」、
「全く聞こえない（聞いたことがない）
（１８５件）」の順に多かった。

【地区別内訳】
回答項目

聞こえる

だいたい聞こえる

大雨・暴風のときは
聞こえない

音が割れて
聞き取りにくい

全く聞こえない
（聞いたことがない）

回答なし

計

唐

津

22

4.77%

59

12.80%

95

20.61%

139

30.15%

141

30.59%

5

1.08%

461

100.00%

浜

玉

6

6.32%

10

10.53%

36

37.89%

29

30.53%

14

14.74%

0

0.00%

95

100.00%

厳

木

2

4.35%

11

23.91%

18

39.13%

11

23.91%

4

8.70%

0

0.00%

46

100.00%

相

知

5

11.63%

7

16.28%

18

41.86%

8

18.60%

5

11.63%

0

0.00%

43

100.00%

北波多

1

2.17%

5

10.87%

17

36.96%

18

39.13%

4

8.70%

1

2.17%

46

100.00%

肥

前

6

19.35%

7

22.58%

10

32.26%

4

12.90%

4

12.90%

0

0.00%

31

100.00%

鎮

西

25

40.32%

15

24.19%

10

16.13%

7

11.29%

5

8.06%

0

0.00%

62

100.00%

呼

子

3

8.82%

8

23.53%

11

32.35%

5

14.71%

7

20.59%

0

0.00%

34

100.00%

七

山

5

38.46%

5

38.46%

0

0.00%

2

15.38%

0

0.00%

1

7.69%

13

100.00%

不

明

0

0.00%

2

40.00%

1

20.00%

1

20.00%

1

20.00%

0

0.00%

5

100.00%

75

9%

129

15.43%

216

25.84%

224

26.79%

185

22.13%

7

1%

836

100.00%

計
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５

戸別受信機（※）の貸出制度があれば、利用を希望しますか？
(※)ラジオ程度の大きさで、各家庭で防災行政無線と同じ内容を聞くことができる。

「希望する」と回答した人が４０.２％、「希望しない」と回答した人が４１.３％
だった。

●希望する

３０９人

●希望しない

３１７人

●その他

９５人

●回答なし

４７人

「その他」の主な内容
・すでに設置している(※) ・無料なら希望する
・災害情報メールで十分にわかるので必要ない
災害メールで十分にわかる、賃貸住宅なので配付
・賃貸住宅なので設置できるか不明。許可が出れば希望する
ＯＫかどうか不明。ＯＫであれば希望する

など

（※）現在、戸別受信機を設置している世帯
・駐在員、消防団幹部など防災関係の中核となる個人の世帯
・原子力発電所から１０ｋｍ圏内などの世帯

【地区別内訳】
回答項目

希望する

希望しない

その他

回答なし

計

唐

津

174

41.04%

194

45.75%

38

8.96%

18

4.25%

424

100.00%

浜

玉

40

48.19%

33

39.76%

4

4.82%

6

7.23%

83

100.00%

厳

木

20

47.62%

20

47.62%

0

0.00%

2

4.76%

42

100.00%

相

知

19

47.50%

15

37.50%

5

12.50%

1

2.50%

40

100.00%

北波多

18

47.37%

15

39.47%

0

0.00%

5

13.16%

38

100.00%

肥

前

6

19.35%

8

25.81%

12

38.71%

5

16.13%

31

100.00%

鎮

西

11

18.03%

19

31.15%

27

44.26%

4

6.56%

61

100.00%

呼

子

17

54.84%

9

29.03%

3

9.68%

2

6.45%

31

100.00%

七

山

1

7.69%

4

30.77%

4

30.77%

4

30.77%

13

100.00%

不

明

3

60.00%

0

0.00%

2

40.00%

0

0.00%

5

100.00%

309

40.23%

317

41.28%

95

12.37%

47

6.12%

768

100.00%

計
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６

市の災害情報メールを登録していない人にお尋ねします。登録していない理由を
教えてください。
（複数回答有り）

「登録手続きの方法がわからない（複雑）
（１４９件）」、
「他に情報を入手する手段
がある（６８件）」、「その他（４２件）」の順に多かった。

「その他」の主な内容
・知らなかった

・必要を感じない

・メールの契約をしていない

・登録しようと思っていたがそのままになっていた。早速登録してみたい。
・以前登録していたが、災害とは無関係のメールが多く、うるさいのでやめた。
など
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７

チャンネルからつ（行政放送：１２ch）で災害時の緊急情報を放送しているのを
知っていますか？

約８０％の人が「知っている（いつも見ている）」
「知っている（見たことがある）」
と回答した。

●知っている（いつも見ている）

２２８人

●知っている（見たことがある）

３８４人

●知らない（見たことがない）

１４９人

●回答なし

８

７人

今後、災害時の市からの情報発信で力を入れてほしいことは何ですか？
松浦川など、大きな河川のハザードマップはあるが、地域の中小河川のハザードマップの作成をお

願いしたい。
避難情報の紙データでの情報提供。
入手した情報の迅速な公開。
情報の更新が遅い。迅速な情報の発信が必要。
日常的な火災や救急出動と、台風や豪雨といった災害情報は、メールの件名か差出人を変えてほし
い。災害情報だけ着信音が鳴るようにメールの仕訳ルールを設定したいので。
情報弱者への対応、地域連絡網。
浜玉地区の避難所がひれふりランドになっていたが、大雨で玉島川が危険なので余計に危ないと思
う。
通行止めの場所が地図で確認できると便利だと思います。
Ｊアラートのテストのときに放送する内容が分かっていても、防災行政無線で何を言っているかわから
なかった。災害情報メールも２０～３０分遅れて受信しているので、情報を確認するのが遅くなる。
すべてに情報が行き渡るようにして欲しい。確実に！
日頃から放送が聞こえない。最初と最後のピンポンパンポーンだけ聞こえても意味がない。
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もう何年も肥前地区に住んでますが、どこが避難所なのかを知りません。直ちに命を守るための行動
をとるべきとされる特別警報が発令されたにもかかわらず、どこに避難したらいいのかわかりませんでし
た。「結果、どこも土砂崩れしなくて良かったよね」ではなく、避難所の情報を日頃から周知すべきでは
ないでしょうか。
① 戸別受信機の普及（高齢者を抱えているが、高齢者はメールもできない。自分から情報を取りに行
く手段として、費用負担をしてでもプッシュ型で情報が入ってくる戸別受信機が室内に欲しい。現在
の防災行政無線のような不明瞭な配信は困ります。）
② 災害情報メールの加入促進。
③ 防災行政無線の改良（屋外にいても内容が不明瞭で聞き取れない。戸別受信機を普及させない
のであれば、いっそ、空襲警報のようなサイレンだけを鳴らすこととし、あとは行政放送やＨＰを見て
くださいとした方がよいのではないか）
細かい情報は市役所が一番把握されていると思いますので、ホームページや緊急メールの情報をも
っと厚くしていただけるとありがたいなと思います。
市民としては、市道の分断や小さい規模ののり面崩壊など、ＮＨＫや民放が取り上げない細かい情報
があると大変心強く感じられるのではないかと思います。
災害時は市の職員の方も待機や対応は大あらわで大変だと思いますが、市民の安全安心のためにも
これからもよろしくお願いします。
情報伝達の多重化はわかるがどの手段が有効であるか確認してください。
浸水したとき、地元でなく、幼い子どももいて不安で仕方なかった。地域住民との避難できる協調性
や安心感を育めたら良かった。安全な場所があるのか、家にいて大丈夫なのか教えていただきたい。
近年全国的に災害が多く、今回の北海道地震では、携帯電話もつながりにくく停電のため状況がわ
からないということが発生していたと聞きます。私の知り合いでは、停電し携帯電話もつながらない。
停電が解消されたあとにニュースでここまでひどいことになっていることを把握したという方もいらっしゃ
いました。原発もあり、高齢者だけの世帯も多い中、人命にかかわる情報をできるだけ入手できるよう、
いろいろな方法で災害情報を発信していただければと思います。
質問４についてですが、雨が降っていないときでも何かが流れていることはわかりますが、内容は聞こ
えません。また、雨の日は放送が流れていること自体が認識できないことが多いです。
避難場所が土砂崩れの危険がある場所だったり、浸水の恐れがある場所だったりとなっています。災
害別(複合型災害も考慮してください)に本当に安全な避難場所を示していただきたい。
今回の大雨も夜中の避難指示・勧告は、全くわかりませんでした。またどこの避難場所だったら大丈
夫なのかなど、できれば詳しく教えていただければうれしいです。行ってみてたくさんで入れないことも
あったりする場合も想定されると思います。
洪水ハザードマップは見たことがあるが、液状化マップはないような････。災害が起きて初めてマップ
や市からの情報のありがたさに気づきます。
災害のとき、市民からの情報を受け入れますか？その手段・方法とかは？その場合、どのように受け
た情報を発信しますか？例えば、「何町の何丁目の道路が今冠水している」など。
災害専用の唐津市公式 LINE があるといいと思います。
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避難勧告が出ていたのは知っていたが、どこに避難するのかわからなかった。チャンネルからつには
載っていたらしいが？
唐津に引っ越してからテレビ視聴にお金がかかるのにびっくりしました。経済的に余裕が無いのでテ
レビの契約はしていません。災害時にテレビを見たいと思うけど見れないので、情報収集が限られま
す。テレビを無償にしてほしいです。
地区ごとの情報がほしい。
避難場所の表記に一貫性が無いのは、なぜなんでしょうか。早稲田中高等学校を避難場所とした
表も有れば、無いのも有りますが、どちらが正しいのでしょうか？
また７月豪雨の際、ＴＶでは唐津市の全世帯が避難指示が発令されていましたので、念の為避難
場所を災害担当課に照会しましたところ、答えは「大成公民館のみ開設しています」とのことでした。
全世帯避難指示が発令されているのに大志校区で一箇所の避難所開設なんて有り得ないと市当局
の災害対応のずさんさに失望したとろです。もっと緊張感をもって業務遂行に努力してください。
逐一、どこで何が起こっているかを知りたい。例:浜玉で洪水、北波多大杉橋付近で徳須恵川が氾濫
など
避難場所の確保と収容人数、避難場所への経路。
7 月豪雨時、久里鬼塚地区の避難場所は唐津工業となっていたが、避難者が集中したため、鏡方
面への避難場所に案内となった。しかし、避難経路の水没が不安で避難所に行かなかった。
相知町は戸別受信機が設置されていますので、市からの情報を直接流してもらったらよいのでは。
避難場所の設定をもっと、真剣に、現実身に設定して欲しい。
質問から外れますが、大事なことなので聞いてください。災害時の発信だけでなく、平穏時に準備し
ておくこと全般に力を入れてほしいと思います。指定している避難場所は適切なのか。水害が懸念され
るのに川のそばには避難したくはありません。土砂災害（特別）警戒区域に居住している市民は多いと
思いますが、居住者に対するその件での啓蒙活動がほとんどなく、居住者の認識や判断に任されてい
るように思います。大惨事になってから自己責任とは言えないでしょう？
また災害時の地域住民の協力体制作りも住民に任されているように思います。協力体制の組織がで
きていない、またはまだ十分でない地域に対しての体制作りのスタートの号令は、やはりトップダウンの
ほうが地域もやりやすいと思います。古くからの住民が多い地域はお互いに仲良く暮らしていますが、
災害時にどういうことを誰がするとかまでは決めていないと思います。平穏時の準備が大惨事になるとこ
ろを最小限の被害で食い止めることができる方法だと思います。役所関係の方々のマンパワーにも限り
があり、そんなに何もかもできないよというのはわかっていますが、市民を巻き込んで前に引っ張ってい
ってもらうことを願っております。
雨量予想等の情報提供。
防災行政無線の屋外スピーカー、場所により内容が聞き取れない。もしくは全く聞こえない。屋外ス
ピーカーが聞こえるよう各地区での工夫を！内容が本庁（周辺含む）でも聞こえない状況はネック。
避難場所までの経路（道路）の混雑具合、冠水状況がわからないと、家を出ることがためらわれます。
防災行政無線の音質が悪い。エリアごとの情報を視覚的にわかりやすく。
住民が的確に判断できるよう、わかりやすい情報の提供をお願いします。
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施設に勤務しています。数週間前、夜に火災の誤報が発生しパニック状態になり、入居者の方々を
理解させるのに大変困りました。施設に訪問し災害のあれこれをお話しいただければと思います。
津波情報。
避難勧告や指示が発令されたとき、どの地区はどこの避難所に避難するか明確な指示をお願いしま
す。また避難所に毛布くらいの備蓄をお願いします。
行政放送は見られない。ぴーぷる放送未加入でも行政放送が見られるようにしてほしい。
防災行政無線の存在さえ知りません。スピーカーからの放送も聞いたことありません。いろいろとご高
配いただいておりますのに誠に失礼ながら高齢化した私にはどうでもいいやという気が支配しておりま
す。
放送の音がザーザーで聞こえない。まず雨の音とかで放送の音が何て言ってるのかわからず、そこ
からちゃんと見直しをしてください。
唐津市に「特別警報が出ました」と、行政無線のスピーカーから周知されたが、自分が住んでいる地
域（二タ子 2 丁目）にどのような影響があるのか知らされておらず、特に避難などの必要性を感じること
がなく、日常と同様に過ごした。ただ単にスピーカーで呼びかけても何の意味も持たないと思います。
細かいハザードマップを配布するべきです。（土砂災害の発生場所など）
一人暮らしの高齢者の方が早く避難できるようにスピーカー放送の音を大きくしてほしい。
各家庭にハザードマップを配布してほしい。危険なところ、避難場所、そこへのルートなど。水でぬれ
てもいいように大きめのやぶけないようなファイルに入れて（ラミネート加工した大きいもの）
市内に屋外スピーカーがありますか？
山本区は町内放送が聞こえにくい。町内に増やしてほしい。ときには石志地区の放送とまちがう。
地域住民の方々の協力をお願いしたいと思います。85 歳をすぎるとなかなか 1 人での行動が心細
い。
防災行政無線が聞こえるように増設や改善をしていただきたい。
避難指示といわれたら全域非難しないといけないのですか？
年を重ねると耳も遠くなりますので連絡（放送）の音を高くして、聞き取りやすい音にしてください。
海岸側に住んでいます。避難場所は 4ｋｍ先にあるため、間に合わないのではと。高台に非難するの
も不安です。
（防災行政無線の）音が重なって、全く内容が聞き取れません。ボリュームが大きいのかとも考えます
が、良く考えてみますと携帯のメールでよいのではないかと思います。この様な意見は回りにたくさんお
られます。
各家庭に（肥前町）発信機があったらいいと思います。
道路（通行止めなど）情報を、主要幹線道路（国道、県道、高規格道路）も含めて、なるべく早く知り
たい。
設問４のスピーカーの件ですが、外に出れば聞こえるが、室内にいるときは窓ガラスなどをしめている
と聞こえにくい。1、2 回じゃわからないときがあります。2～3 回は放送してください。
町内の放送も聞こえない。（スピーカーが近くにない。今のところあまり放送はないので必要ないが、
この調査なので回答しました。町内の放送は、訃報などの連絡くらいだから）
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地域の放送のスピーカーがはっきり聞こえればいいが、いざというときは放送もむずかしいと思う。携
帯電話はないのでなりゆきにまかせるしかない。
スマホを利用していないので、設問 3 の⑧は…。停電時はＴＶは見られず、インターネットもつながら
ない。唐津というだけでは場所がどこかもわからず、川がどこかもわからず。地図情報があればと。
避難勧告の地区、範囲が広すぎる。大ざっぱ。避難場所も１か所に集中しすぎ。
設問４の防災行政無線の改善をしてほしい。
山下町在住、屋外スピーカーからの内容が全く聞き取れない。ただ、がなっているだけ。
松浦川流域に居住しているが、支流の排水門を止じているとき、ポンプでくみ出す水量が不足してい
ると考えます。
７月豪雨の際、避難指示が厳木町岩屋地区にも出ました。岩屋公民館が避難場所に指定されてい
ますが、安全な場所とは思えません。近所の方と話し、公民館より自宅の方が安全では、ということにな
りました。大事に至らず幸いでした。今後同じ状況になったとき、どこに避難すればいいのか？市で現
在の避難場所を検討し直し、安全な場所を指定していただけたらと願います。
一人住まいの人に対して、いち早く連絡が欲しいと思います。
サイレン（緊急時のサイレンがないので）
非難する場所を再考してほしい。駐車場がせまい。
避難場所がどこにあるかわからない。公民館、旧小学校の体育館も水害時などは役に立たないと思
います。また移動するときの足の確保ができない。
一人暮らしの高齢者などへの情報発信の方法。災害時に情報発信を気付かせる方法。
地域のライブカメラの状況 、厳木ダムの放流について（大雨の時）
大成校区で津波が起きそうなときに海に近い公民館に行くのはどうかと思う。心配。
災害のとき、町内でもっと話をして確認し、安心して生活できることを願っています。
ＦＭ圏外で（ＦＭからつ緊急情報を）聞くことができない。
ハザードマップを各家庭に配布してほしい！
行政放送（12ch）で詳しい情報を流してほしい。
精度の高いピンポイントの情報提供 、避難所開設情報のスピードアップ 、ライブカメラを増やして
ほしい。
戸別受信機の全戸登録（無償）。
ハッキリした方法をしてください。
鏡地区は防災無線スピーカーが聞こえにくい。もっと増やすなど対策を検討してほしい。
独居の高齢者や耳が遠い人、目の不自由な人でも気付くような方法、手段で発信をしていただきた
い。
防災無線が聞きとりにくいし、80 代の母は耳が遠いのでまったく聞こえていない。もっとはっきり聞こ
えるようにしてほしい。
屋外スピーカーは聞こえるけど、ゆっくり話している割には聞き取りにくい。アナウンサー程とは言わ
ないがもう少し聞き取りやすいアナウンス力を身につけて。防災以外での放送はやめていただきたい。
道路の状況。河川の状況。避難経路。
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地区別の詳細情報。
本当に避難をしなくてはいけないときの指示という言葉は、切迫感が感じられないように思います。特
に高齢者にとっては…。
相知交流文化センターは地域の避難所として中心的施設とされているが、今回危険と判断され、別
の施設に変更となった。避難所の見直しと既存施設のチェックを行うこと。
80 歳代の親は、携帯電話などを持っていないので、テレビなどをつけてないときは防災行政無線が
頼りなので心配です。（聞きとれない場合もあり）
家の中ではわかりにくい、スピーカーを増やしてほしい。わかりやすくしゃべってほしい。それか聞こ
えるところに設置してほしい。
耳が不自由な場合を考え、文字があるとわかりやすいかなと思う。
公民館に避難するとき、80 代、90 代の高齢者や一人暮らしの人、足腰の悪い人などは公民館に行
けないので、市の方で車で連れて行ってほしい。
以前の件を考えると後手後手に聞くことがあった。正確に知らせてほしい
高齢者は携帯電話を持っていない人が多いので、できれば車で広報してほしい。放送は何を言って
いるのかわからないから、不安である。
災害時の対応は自己責任で行うべきだと思うが、屋外スピーカーの放送がよく聞こえるようにしてほし
い。
本当にどの時点で自分たちの地域は避難すべきかがよくわからない！
はっきりわかるようにスピーカーを近づけて欲しい。（方向性）
要支援者の対応について体制の確立。
防災無線をもっと聞こえるようにしてほしい。
耳が不自由なので困る。
佐志地区の避難場所は、現在佐志小、中学校、公民館となっているが、避難場所で被害に合う可能
性があり危険な場所だ！避難場所は机上で決めており、ずさんだ！
災害情報入手困難者（独居の高齢者でメールなどができない人など）の把握を事前に行い、そういう
災害弱者への対応をどう行うか計画を作成してほしい。
市だけではなく、本人の努力も必要だと思う。情報を受け取る側の姿勢も！市に求めている訳ではな
い。
厳木ダムの状況、道路の通行止めの情報。
普通でもスピーカーの音は聞こえません。家の外に出ても聞き取りにくいです。大雨のときは全く聞こ
えませんでした。戸別受信機を有料でいいので貸してほしいです。
テレビを観てだいたいの情報を知ることができる。
シェルターの代わりになるような施設を作って欲しい！
７月 6 日 17:10 の特別警報が出たとき、十分に聞き取れなかった。
チャンネルからつは映りません。ホームページもインターネットも見ることができません。
チャンネルからつは見ていない。今は自分たちで行動することが可能ですが、今後、高齢または独
居になったときの避難所の開設を近くで。早目に送迎も考えてください。
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天気がいいときでも聞き取りにくい。テレビや携帯電話などを頼りにしている。
災害が起きる時点ではなく、早目の情報を！パソコンやスマホなどを持っていないため、他の方法で
の情報を。（TV、12ch 以外でも…）
適時適切な情報の発信。国交省、県などとの情報の連携と早い発信。唐津ではないが、前回の豪雨
とき、道路冠水のため見回りに来ていた市の職員に｢～号線は通れますか｣と聞いたら｢国交省に聞い
てください｣とのことだった。現場に早目の情報を。
緊急発令のサイレン。地区担当からの伝令。情報を受けても歩けない人はどうしたらいいのか？
チャンネルからつで、文字情報だけでなく、映像による情報がほしい。7 月 6 日、宅地のそばで崖崩
れがあっても何の情報発信もないし、現場は未だに放置されている。復旧はどこに頼めばいいのか？
市全域への避難指示は、防災体制（状況把握、分析、対策）が充分ではないということではないでし
ょうか。信頼できません。
サイレンをならしてほしい。聞こえたときにチャンネルからつを見るようにする。
災害発生時や注意が必要ときは消防署からマイクで回って来てほしい。
玄海原子力発電所の事故の場合はどうなる？車はどこへ行く？行動はどうするのですか。 津波や
原発事故のときはどこに逃げる？
高齢者の支援対策。
（防災行政無線）最初のピンポ～ンの合図だけわかり、放送の内容が全くわからないために、かえっ
て不安になる。
山間部なので、しかも高齢者のこともあり、ぜひ戸別受信機の貸し出しをお願いしたい
自宅介護者の災害時の避難や手助けがはっきりしていない。
屋外スピーカーの音をはっきり聞こえるように頼みみます。
災害時に避難する場合の避難方法など具体的な情報が知りたい。（特に体の不自由な人などの）
戸別受信機の貸出制度。各地区の避難場所の指示（あいまい）
災害対策本部の電話が消されてしまうのが早い。被害について聞きたくても通じない。このような場
合は、どこの課に連絡すればいいのでしょうか。郵送アンケートも経費節減のため各町内で集めるよう
に考慮されてみたらと思います。集まる枚数も多いはずです。
情報が確実に届くように工夫を！！（高齢で難聴！スピーカーの放送が聞こえない。消防自動車が
ゆっくり走りながら放送していても聞きもらすことがある。ちょっと止まって放送してもらった方がありがた
い）
高齢者で避難場所まで移動するのに移動手段の心配はどうすればいいのか。（車ナシ）
ウェブカメラを使って、交通情報を確認できれば、家族の緊急避難経路や送迎に役立つと思いま
す。河川やアンダーパスの様子など。
設備がないので設置して欲しい。
災害時の避難にあたって、2 人とも 80 以上で病気で、まず 1 人が歩けないので家の中に居るより仕
方がない。
詳しくわかりやすい指示を出してほしい。
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先日もスピーカーから音が鳴っていましたが、ワァワァと音が割れて聞こえませんでした。もう少し音声
がきれいに聞こえたらいいのにと思いました。
（防災行政無線の）情報が聞き取りにくい地域への配慮が欲しい。
ライブカメラをチャンネルからつで見れるように。
防災行政無線はスピーカー周辺の住民は騒音に近い状態かもしれませんが、窓を開けた状態で周
りの音が無ければ聞こえますが、内容は不明瞭です。男性の低音域の声や、風向きにも関係します
が、明瞭に伝達できる対策が必要だと思います。
防災行政無線の整備。
水害などが発生したときの避難先を検討してください。（避難場所が浸水するところはダメです）
災害情報メールの登録はどこでどのように手続きしたらいいですか？ホームページの扱い方もわかり
ません。
災害時に関する冊子、回覧板と共に見ました。お役所的な文体や決まり文句、実行不可能な避難。
（歩行困難、独居高齢者です） 災害時、民生委員の｢どうしていますか？｣のひと言の TEL など、実行
できることを決めてください。
高齢者の避難は、誰の責任になるのか？（1 人で避難できない人たちはどうする）
テレビをつけて窓を閉めていると、（防災行政無線は）ほとんど聞こえない（ただし、テレビから情報を
得ることができる）
屋外スピーカーの音が聞こえにくい。
個人でハザードマップを開けて見るのではなく、災害情報の間に流し、目で危険を訴えるといいと思
います。
どの時点で避難すべきか、避難情報を見ても迷います。あと、何を最低限持っていくべきかも迷いま
す。毛布を持参とかよく聞きますが、歩きで子連れだとなかなか難しいです。
情報も必要であるが｢自分の命は自分で守る｣の原則を認識する市民教育（意識）に力を入れて欲し
い。
松浦川の状況をもっと詳しく情報伝達してほしいです。7 月のときに不安を感じたのでお願いします。
旧市町村単位で情報発信してください。避難所内にイス、マットレス、食事、毛布などの準備が必要。
準備してないので行ってない。
防災行政無線の屋外スピーカーの放送時間が短く、窓を開けて聞こうとすると終わってしまっている
ときがあります。
本当にヤバいときは、早目の具体的指示をお願いします。
原発がどうなっているか、テレビ、ラジオ、ネット、災害メールなとで早めに知らせてほしい（特に地震）
駐在員さんと密に連絡を取って、駐在員さんから高齢者への声がけをお願いしたい。
アナログ的なもので情報を出すことに重点を置いてもらいたい。ネットとか何とかいわれてもわから
ん！！
町内放送がはっきり聞こえるようにしてほしい。お隣りさんがいなくて、ポツンと１軒あるだけなので心
配なこともあります。
災害後の状況（被災地域）をリアルタイムで知りたいときもあります。そのときの予想も…！
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従来旧市町村にあった雨量計などで、地域にあった情報が必要。
市民がいつでもどこでも誰でもちゃんと情報をキャッチできる方策。
防災行政無線の声が聞こえなかった。無線放送の電柱を増やして欲しいです。戸別受信機があれ
ば利用したい。避難場所を増やして欲しい。鬼塚小学校でも。工業高校だけでは入りきれず、古代の
森に移動させられて困った。
避難所の確認。
これから高齢化が進むのを踏まえて考えていってほしい。
わが家は屋外スピーカーの放送が全く聞こえなかったので、こちらから何度も申し出て、受信機の貸
し出しを利用しているが。それでも大雨のときは聞き取りにくい。屋内に受信機の無い人のためにもっと
聞こえるように市は努力するべきだと思います。
避難情報の違いがわかりません。わかるような言葉で説明してほしい。
ハザードマップがほしい。部屋に貼っておきたい。
防災行政無線が音が割れて聞き取りにくいので、戸別の受信機に連動することができないだろうか。
南山下区一班地区。
災害発生時に自宅から離れているとき、最寄りの避難所を利用できますか？どこに行っても危険だと
感じる。高い建物や丈夫な建物がない。また避難するとき、車でないので毛布くらいしか持って行けな
い。
屋外スピーカーは聞こえづらく（聞こえず）、チャンネルからつは映らないので、大変不便である。
7 月の豪雨で避難しようとしたが、途中の道路が冠水し行けなかった。また、避難所まで 15 分ほどか
かるので行くのをやめた。（車の運転はできない）避難所が近くでないと無理かも。
防災行政無線の屋外局が不足していると思う。高齢者が屋外で作業しているときの情報は、防災行
政無線しかない。
避難のあり方に問題がある。 ①土砂災害時と水害時では迅速に避難所を変更すべき ②寝具（毛
布など）は行政で用意すべき（高齢者は持参が困難）③情報伝達が遅い（時間がかかりすぎ）
町内の屋外スピーカーからすぐに情報を発信して隣り近所で対応できればと思います。
避難場所の空き情報（避難人員数）
室内放送（戸別受信機）が聞こえない。機械がついているが鳴らない。
早め早めの発信。村、隣保班単位で動けるように、迷いなく早く避難できるような体勢ができればと思
います。7 月は大変不安を覚えました。
理解しやすい言葉で早口ではなく、はっきりと発信してほしいです。
もう少し早めの対応をしてほしい。相知地区は高齢者が多く、避難にも時間がかかります。
災害とは違いますが、火事のとき、どこで起きているのか、チャンネルからつやピープル放送で知ら
せてほしいと思います。
避難場所設置の状況。
土砂災害や水害が起きそうなところを日頃見てほしいです。
電話などで住んでいる地域（町名）の番号を入力すると、避難場所が聞けるようにしてほしい。
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ハザードマップを各家庭に早く配布して。防災車はすぐ通りすぎ。何を言っているかわからない（形
式的に走るな）避難場所の唐津工業高校は満員だった。鏡の方へは競艇場前が冠水で行けなかっ
た。鬼塚小学校も避難場所にしてください。
火事のときは、今までのようにサイレンを鳴らしてもらうのがいいです。火事のときの放送は内容がわ
かりません。聞こえも悪いです。
ひれふりランド（浜玉）は、大水などのときの避難先として安全か。遠いし川のそば。
市役所の近くで、市の中心地だと思っていますが、屋外スピーカーからの放送の肝心な所が聞こえ
ない。何か言ってるな～とは聞こえますが…。
テレビのみの情報。屋外スピーカーの声は聞こえづらいし。もっと唐津市は他の自治体から学び、全
ての家に情報が届くようにしてください。
河川の災害がとても恐しいので、河川改良に力を入れてください。北波多川が不安です。道路の改
良もお願いします。国道の側で市道ではありませんが、どこに対応を言っていいのかわかりません。古く
てぼこぼこ。せっかく新築したのに、とても暮らしづらく不安です。（国道 202 号線）
転入届を出したときに、避難マップなどを配付してくれるといいなと思いました。
今まで（災害時の）情報を軽くみていたこと、反省しています。
原子力防災について（避難方法の周知） ・救急搬送可能な病院情報。
うちには 3 歳の子がいます。豪雨のときは、家の前が海のようになりどうすることもできず、大変恐い思
いをしました。幼い子がいても安全に避難できるように早め早めの情報がほしいです。豪雨のとき、放送
時にはすでに出られませんでした。
屋外スピーカーの増設。
車がない高齢者の避難援助。
防災行政無線の屋外スピーカーの放送は、音が高すぎて音声が割れていて、何をいっているかわか
らなかった。
地すべり情報。
わからないことが多いので、情報提供をよろしく。
海があるので津波がこわい。外町校区、十人町です。
高齢者（独居）への配慮。
① 地区ごとのハザードマップを市報などに掲載してほしい！！ ②防災行政無線の屋外スピーカ
ーが聞こえる対応をしてほしい。 ③地区ごとに防災訓練をしてほしい！！
防災行政無線の屋外スピーカーの設置。
①（防災行政無線）大雨、暴風のとき聞こえない。 ②水、食料は避難所に持って行きますが、不足
の対応を早急に。
災害時の緊急避難経路のマップが欲しい。
災害の場所、道路通行止めの場所、避難先の安全。備品（毛布、食料など、自分で持って行けない
人のために）
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｢市民への情報は簡単には伝わらない｣ということを十分認識してほしい。目が不自由な人や耳が不
自由な人、情報入手方法（設問３の①～⑧）がない人もいるので、十分検討してください。独居の高齢
者や高齢者世帯が多いことを行政は認識してください。インターネット、メール、ホームページ、ＳＮＳと
は何ですか？という人も多いと思います。
防災行政無線は通常でもまったく聞こえない。どの程度聞こえているのかなど、把握していないので
は？もっと責任をもって仕事に臨んで欲しい。
雨害は防災行政無線で連絡があるが、雪害、風害などはない。なぜか。雪害で道路状況や列車の
運行状況など市民に知らせることは多い。防災行政無線は全ての災害を発信すべきだ。このアンケート
の結果は詳細に広報してほしい。行政放送は行政関係のお知らせばかりを流している。あまり役に立た
ない、必要ない。
各災害（水害・地震）のときの適切な避難所の情報。例えば水害のときに低い土地にある避難所はか
えって危ないから高い土地のところを指示するとか…。
地震速報、災害速報の音には心臓が止まりそうになる。もう少し何とかならないか。
まず、地域ごとに生活状況を調べて欲しいです。高齢者の 1 人暮らしの現状を平常時に確認して、
非常時の場合、安否確認をしてもらえると安心します。私の場合、子どもは近くにいませんし、私の知人
は子どもがいないので心配です。
防災行政無線を増やしてほしい。
防災行政無線のスピーカーの向きなどを確認してください。聞こえないときがある。浜玉の避難場所
はひれふりランドですが、川の近くで不安です。ご検討ください。
高性能の屋外スピーカーの設置場所を増やしてほしい。（浜玉町浜﨑西区）
勤務先が七山で、今回の土砂災害、浜崎方面へ夕方通行できず困りました。小さな災害も情報で流
してほしいです。
災害情報は、ほかに情報を入手する手段があるので、避難所の非常食や毛布、トイレの整備が大変
そうな放送を良く見るため、そちらに力を入れてほしい。
より早く正確に情報発信してほしい。
防災行政無線の設置および消火栓の設置。
大雨・暴風は目で見えるから防災しやすいが、原発のもれが一番注意すべきではないのか？
高齢者の世帯や子どもだけのときなど、どうしても宅内のスピーカーからの情報に頼るしかないため、
戸別受信機は絶対必要です。
高齢者はホームページとか見ることができません。1 人暮らしなので、情報をほかの方法で得る方法
を教えてください。スマホも持っていません。
防災行政無線のテストをされているようですが、全く聞き取れません。音が割れすぎです。担当者は
外で聞いたことがあるんですか？改善を願います。
防災行政無線が聞こえないので戸別受信機を強く希望します。
からつ防災アカウントＬＩＮＥなどでの配信。
１人暮らしの人たちにもっとわかりやすい方法はないのでしょうか。高齢になると隣人との付き合いが
少なくなるので。
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地区の役員の人たちと情報を共有して（スピーカー、メール）だけではなく、早い段階で（昼間）安全
な場所に！！隣り近所の声かけが必要。また個人が身近な問題ととらえておくことが必要。
チャンネルからつでとても助かっている。
どの河川がどの程度増水しているからどの河川を越えて避難することは危険であるという可能性⇒代
替の避難所を選定できる。
そのとき（災害時）にならないと何とも言えない。
早めの情報発信と災害対策対応をお願いします。
チャンネルからつではあまり放送されていなかった。災害時にもっと情報提供をしてほしい。唐津のこ
とをもっと知りたかった。
広報車で避難情報を発信してほしい（停電時のために）
各地区の現状と今後の予測と行動。まずは最新の正確な情報。
インターネットとかホームページとかわかりません。災害情報メールを登録しなければ教えてもらえな
んて知りませんでした。
避難場所の集約化が進んでいるようです。へき地のことも再考を。同じ市民ですよ。
災害現場などの映像や中継。
地区を細かく分けた情報提供をしてほしい。７月豪雨のときの避難指示の範囲が「唐津市」というメー
ルが届き戸惑った。「唐津市○○地区○丁目」くらいはっきり書いてほしい。（浸水についてのメールは
特に）
ケーブルＴＶを引いていないので、そのほかの方法で知らせてほしい。
大雨や台風のときはマイク放送があっても、室内にいると聞こえません。設問５の戸別受信機の利用
をぜひ希望します。
１２ＣＨの利用を多くの市民に周知を図ること。市報などで情報を流す。
唐津市が本当の防災、災害回避に取り組むべきこと。唐津は地震がなく、災害が少ないとされていま
すが原発があります。もし事故が発生した場合、避難する道路が狭く、想像するだけで最悪な二次災害
が発生すると思われます。皮肉なもので原子力発電所で電気は作っているのに避難道路は暗く、夜間
に原発からわずか２０ｋｍ避難する道路がクネクネとカーブで見通しが悪い。道路が狭く救急車両の往
来ができるか。避難時は歩行者（高齢者）が歩き、押し車や自転車などがどっと押し寄せる。福島県東
方沖地震のときも一般車が細い道路を占領。軽トラや歩行者などが道にあふれ逃げ遅れ、２０万台以
上が動けない状態に。これを繰り返さないためにも道幅を最低１５メートルにし、歩道を確保。はしご車
やヘリコプターなども着陸できるよう道路端から３メートル左右は伐採を強制的に行うべきだと思いま
す。唐津の農道は風が吹くたびに木や竹、葉っぱが散乱しカーブも見通しが悪い。もっと避難時のシュ
ミレーションを何度も行っていただきたい。原発から３０ｋｍ圏外までどの道を通るのか、橋は大丈夫か、
危険な場所はないか。（避難道路が）スムーズに流れるように、唐津～呼子線の道幅を広くし、案内板
を（夜間でも避難できるよう）設置。検討を強く望みます。
状況による避難場所の選定を。
松浦川などの水位や潮の干満など、様子を知りたい。満潮時はかなり高いので気になる。
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相知の場合は、行政放送（ＩＰ告知端末機）があるし各地区でも独自に放送ができるので便利で活用
している。
県や市からの情報はとてもありがたいです。でも一人ひとりがもっと自覚して行動すべきだと思いま
す。最新情報は一秒でも早く知りたいです。（どこでもパニック状態であわてると思うので）原子力災害も
同じ考えなので、全家庭への事前配布がいいです。
可能な限り具体的な地域や予想時刻を知らせてほしい。
（避難行動に関すること）避難場所はわかるが、実際に避難するかどうか迷います。
避難場所（中学校や公民館）が川沿いにあり、避難するのをためらいました。安全な場所に避難所を
設けてほしいと思いました。
小・中学校の休校、早下校は学校、校区別ではなく統一してほしい。（できたら高校も）保護者に迎え
のメールがあっていても仕事中は行けないので。できれば休校を統一していただけると（児童・生徒が）
安全である。
各居住地のハザートマップを各自が備えておくことが第１歩。私は早くに市役所に出向いて持ってい
ます。ただし、状況が変わったら最新のマップを準備してください。市に出向きますので。
以前、チャンネルからつを見たときに避難場所が間違っていた。（市民センターだけが避難場所だっ
たときに、各学校や保健センターと出ていた）
行政放送でテロップを流すだけではなく、わかりやすい放送を。
道路の寸断状況がグーグルマップでわかるようなサービスの充実など。
災害情報メールを地区ごとに分け、必要な地区の情報だけを選択できるようにしてほしい。
隣接した地区同士でも防災行政無線が聞こえる地区と聞こえない地区があるので解消してほしい。
避難指示がテレビ（ピープルテレビ１１ｃｈ）あっていましたが、厳木地区の一部と表示があったと思い
ますが、とても迷いました。もっと細かく明確に情報がほしい。
避難勧告が出ていたことは知っていたが、指示が出ていたことは翌朝に知った。
屋外スピーカーの放送では男の人の声より女の人の声の方が少しは聞き取りやすいと思います。
チャンネルからつではもっとわかりやすい説明がほしい。（年金生活者として）何でも市のホームペー
ジと書いてあるが、誰でも持ってはいないことをわかってほしい。職員中心の考え方です。
防災行政無線であれば、屋外・屋内共にあって当然だと思われます。唐津市内にあっても１０数年前
から設置されたところがある。当地区では放送がほどんど聞こえない所がある。
防災行政無線が聞こえるように（地区内では聞こえない家がある）
耳と目が悪いから屋外スピーカーの音量を上げてほしい。
どの場所にいても聞き取れるように電柱にスピーカーをもっと取り付けてほしい。同時にカメラも取り
付けてもらって、状況が早くわかるようになればと思う。
道路や堤防などの被害状況を迅速に伝えてほしい。
車を運転するので、通行止めや渋滞状況などが知りたい。
市災害情報メールの活用。
ハザードマップを市報に入れてください。
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屋外スピーカーは車が通っているときや風の方向によっては外に出ても聞こえないので、どうにかし
てほしい。
鉄道・道路などの交通情報。
避難場所の確保。
道路の冠水情報をわかる範囲で地図で見ることができればうれしい。
（災害時の）道路の回り道など。
区長を通して一時も早く各家庭に（災害情報を）伝えてほしい。
高齢者の避難方法がわからない。父、母などは 80 歳以上の人！
7 月の自宅付近の川の氾濫では危険を感じ、出勤途中の家族が電話で知らせてくれ、すぐに親戚の
家に家族で避難しました。避難して約 30 分後に災害情報メールを受信しました。判断が難しいとも思い
ますが、空振りでもいいのでもっと早く知りたかったです。しかし、避難しているのは数軒で、川の横に
住む友人はずっと自宅にいて（避難指示なのに）「氾濫しそうよ！怖いね」と避難している私にメールが
ある程度で、怖さには個人差があるのだなと感じ、残念に思いました。鬼怒川の氾濫のＴＶが印象に残
っていて、私たちは早く避難しました。友人に避難を勧めたのですが、大丈夫だろうと言われました。
大雨のときは、呼子町持山交差点は水がたまり通行が車でも危険です。大雨のときに見に来てくださ
い。
防災行政無線が聞こえないので増やしてほしい。
防災行政無線は、聞こえる人だけで高齢者にはわからない（聞こえない）。（職場では）大雨でも室内
にいてスマホもずっと手元に持っていないので、状況がわからない。
大雨、暴風雨のときに、（防災行政無線の）放送が聞こえない。また、放送の音量や向きによっては、
全く内容が聞き取れない。町田のバイパスができ、地形も変わり、以前と比べて屋外から聞こえる放送
の範囲も変わった。
正確でわかりやすいスピードある情報。
停電時にも情報を入手したい。
閉めきっている室内では、外で鳴っている防災行政無線は聞こえないので、室内でも聞こえるように
する必要がある。
防災行政無線の屋外スピーカーを増設できればと思います。私の地区はほとんど聞こえない。
避難所情報（現在何人避難中でまだ受け入れ可能とか、子ども（乳幼児）のスペース有りなど）
7 月豪雨のとき、避難場所として情報発信されていたところが危険なところばかりでした。誰の判断で
情報を出されているのですか。もっと、地域の状況を把握した人が判断してください。避難情報が信じら
れないと誰も行動しようと思いません。
避難所の状況。道路の状態。先日の豪雨のとき、川があふれそうなのに川の近くの避難所には行け
ないだろうに（避難所に）指定しているのはおかしいと思う。
音量が大きすぎるためか、音が割れて反響してよくわからないことが多い。また、緊急なの？と思える
ゆっくりしたしゃべり口調なので本当かと思う。
ＳＮＳで通行止めの情報を速やかに発信してほしい。
どのようなルートで避難所に向かうと安全なのか。
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主要道路の通行止めなどの情報。
避難場所設定。避難情報の発信タイミングなど住民本位の計画、対応・実施をお願いしたい。
指示をわかりやすくしてほしい。高齢者などが動かなければならないという状況になるような指示をし
て欲しい。
1 人暮らしのため、指定の避難所に行くのが困難です。毎回どうしたらよいか不安になります。
通行可能・不可能の道路情報。
原発事故発生時の情報、大雨・豪雨時の土砂災害、河川氾濫などの情報。
設問 4 ですが、ふだんは「３ 大雨・暴風のときは聞こえない」「４ 音が割れて聞き取りにくい」に該当
します。近頃は近くにある防災行政無線からの放送が全く聞こえません。故障しているのか？
高齢のため避難場所が（歩いて行くには）遠い。一人暮らしで車がない。
災害時だけでなく、日頃の防災教育（対策）？に力を入れてほしい。
一人暮らしなので、避難する際は迎えに来てほしい。
台風情報、PM21 情報。
高齢で自動車がなく、近くに避難所がないところはどうしたらいいかと考えてしまいます。
大変だと思いますが、少しでも災害による事故が少なくなることを願っています。（特に人の命の安全
が確保されることを願っています）
ゆっくり、はっきりわかるように（防災行政無線の）放送をお願いします。
停電した場合の情報発信や避難場所の少なさ。人口に対して足りない気がする。
停電時の情報が欲しい。九電に連絡したが、回線が混み合いつながらなかった。いつ復旧するの
か、しないのか、わからず困った。停電している地域もわからなかった。救急、消防（レスキューも）の音
がしても、情報が発信されていない。火事か事故かわからない。
防災行政無線の屋外スピーカーは、女性の声でハッキリと発音し、聞こえやすくしてほしい。
屋外スピーカーを聞きやすく。
避難のとき、一人暮らしの高齢者が多い町内では、不安がいっぱい。
災害時の防災行政無線は聞こえない（聞き取りにくい）地域があるので、やはりそこの改善が必要な
のでは…？
自分は目、耳が悪いので、私のような弱者についても考えてほしい。（一人暮らし）
正しい情報を早急に伝えてほしい。 避難時について、まだまだ心配な点がある。
情報伝達の早さ、区民全員への確実な情報伝達（耳・手足が不自由な人や高齢者などにも） 屋外
スピーカーの点検など。
チャンネルからつで子どもや高齢者でもわかりやすい情報をお願いします。
市内にいる人にまちがいなく情報が伝わるようにしてほしい。
自分が住んでいる所はどこの避難所に行ったらいいかわかるＭＡＰがほしい。
道路の状況（通行できない場所など）
道路の交通情報。
原子力災害についてウソのない詳しい情報をほしい。隣接する地区は避難先に行くほど渋滞するの
で早く行動したい。
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避難可能な避難場所の指示。
きちんと地区名などを発信してほしい。
ボランティアの人が、より多くの人を助けてほしい。
避難情報についてもっと周知すべき。情報の範囲が「唐津市」では広すぎる。避難指示「鎮西地区」
とか。
災害のとき、放送を大きな声で。
旧唐津市中心、旧町村別の情報がほしい。
「勧告」と「指示」の順序を間違っていました。避難場所は知っているが、海や川に近い公民館では不
安。高台の山とか。災害の内容により、とても迷いそうな気がします。自分の身は自分で。そう思わなく
ては。コンクリートの大きく安全な避難場所を探さなくてはいけませんね。
（防災行政無線は）家の中にいて気づかないこともあるので、回数を多く放送してほしい。
防災行政無線の放送を改善していただきたい。
状況などをもっと具体的に詳しく発信してください。
マンションの上部に居るので、屋外スピーカーでは聞き取りにくい。地区ごとのスピーカーの音声に
時間差があり、何を言っているのかさっぱりわからなかった。
高齢者は気づきにくいので、個別訪問などをしてほしい。
災害時に緊急情報を屋外スピーカーで何回も放送すること。
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