
選択項目 回答件数 割合

(1) 10歳代 0 0.0

(2) 20歳代 9 8.0

(3) 30歳代 37 32.7

(4) 40歳代 24 21.2

(5) 50歳代 29 25.7

(6) 60歳代 13 11.5

(7) 70歳代 1 0.9

選択項目 回答件数 割合

(1) 男性 34 30.1

(2) 女性 79 69.9

令和4年度市政モニターWebアンケート（第4回）
テーマ「住宅用火災警報器・応急手当の普及啓発について」

市政モニター登録者数：183人

有効回答者数：113人（61.7％）

【設問1】あなたの年齢をお聞かせください。

【設問2】あなたの性別を教えてください



選択項目 回答件数 割合

(1) 一戸建て 110 97.3

(2) 共同住宅 3 2.7

選択項目 回答件数 割合

(1) 設置している 91 80.5

(2) 設置していない 22 19.5

選択項目 回答件数 割合

(1) 寝室 67 73.6

(2) 寝室がある階の階段上部（1階の階段は除
く） 45 49.5

(3) その他 33 36.3

(3) その他

・1階と2階…1人

・2階全室…1人

・台所、キッチン…16人

・キッチンと子ども部屋…1人

【設問4】住宅用火災警報器（以下「住警器」）を設置していますか

【設問5】【設問4】で「(1)設置している」と答えた方にお聞きします。どこに住警器が取り
付けられていますか（複数回答可）

【設問3】あなたの住宅はどちらに該当しますか



・キッチン、2階の部屋に一つ…1人

・キッチン、リビング…1人

・リビング…3人

・リビング、ダイニング、和室…1人

・各部屋…3人

・居間…1人

・子ども部屋…1人

・全室…2人

・台所、居室、廊下、仏間…1人

選択項目 回答件数 割合

(1) 点検している 25 27.5

(2) 点検していない 60 65.9

(3) 未回答 6 6.6

【設問6】【設問4】で「(1)設置している」と答えた方にお聞きします。住警器のひもをひっ
ぱったり、ボタンを押したりして点検していますか



選択項目 回答件数 割合

(1) 半年以内に点検している 18 72.0

(2) 本アンケートを機に点検した 2 8.0

(3) 点検していない 2 8.0

(4) 分からない 2 8.0

(5) 未回答 1 4.0

選択項目 回答件数 割合

(1) 異常なし 21 84.0

(2) 電池切れ、故障 0 0.0

(3) 分からない 2 8.0

(4) 未回答 2 8.0

【設問7】【設問6】で「(1)点検している」と答えた方にお聞きします。半年以内に住警器の
点検をしましたか

【設問8】【設問6】で「(1)点検している」と答えた方にお聞きします。点検の結果はどうで
したか



選択項目 回答件数 割合

(1) 実施できる 52 46.0

(2) 実施できない 61 54.0

選択項目 回答件数 割合

(1) 参加したことがある 76 67.3

(2) 参加したことがない 37 32.7

選択項目 回答件数 割合

(1) できると思う 31 40.8

(2) できないと思う 15 19.7

(3) 分からない 27 35.5

(4) 未回答 3 3.9

【設問9】あなたの周りで急に倒れた人がいた場合、応急手当を実施できますか

【設問10】あなたは応急手当の講習会に参加したことがありますか

【設問11】【設問10】で「(1)参加したことがある」を選択した方にお伺いします。応急手当
ができるようになったと思いますか



選択項目 回答件数 割合

(1) 胸骨圧迫（心臓マッサージ） 67 59.3

(2) AEDの取り扱い 65 57.5

(3) 人工呼吸 33 29.2

(4) 止血処置 27 23.9

(5) 異物除去 12 10.6

(6) その他 0 0.0

(7) 実施できる応急手当はない 31 27.4

選択項目 回答件数 割合

(1) 参加したい 75 66.4

(2) 参加したくない 38 33.6

【設問12】次の項目のうち、あなたが応急手当で実施できるものはどれですか（複数回答可）

【設問13】今後、応急手当講習会に参加したいと思いますか



選択項目 回答件数 割合

(1) 平日の午前 18 24.0

(2) 平日の午後 17 22.7

(3) 平日の夜間 16 21.3

(4) 土曜日の午前 18 24.0

(5) 土曜日の午後 7 9.3

(6) 土曜日の夜間 11 14.7

(7) 日曜、祝祭日の午前 22 29.3

(8) 日曜、祝祭日の午後 6 8.0

(9) 日曜、祝祭日の夜間 6 8.0

選択項目 回答件数 割合

(1) 応急手当講座（1時間） 55 73.3

(2) 救命入門コース（1時間30分） 30 40.0

(3) 普通救命講習（3時間） 18 24.0

【設問14】【設問13】で「参加したい」を選択した方にお伺いします。あなたが講習会に参加
しやすいのはいつですか（複数回答可）

【設問15】【設問13】で「参加したい」を選択した方にお伺いします。現在、以下の講習会を
実施しています。どの講習会であれば参加できますか（複数回答可）



選択項目 回答件数 割合

(1) 時間的に余裕がない、忙しい 24 63.2

(2) 身近に講習できる場所がない 1 2.6

(3) 実際に役立つとは思わない 4 10.5

(4) 受講の必要性を感じない 4 10.5

(5) その他 9 23.7

(5) その他

・今は足が不自由で一人で動けないため

・職業柄、いつでもできる状態にあるため

・基本的な所は分かっていると思うため

・職場で受けているため…2人

・年齢のため…2人

・過去に何度か参加したから…2人

【設問16】【設問13】で「参加したくない」を選択した方にお伺いします。講習会に参加した
くない理由はなんですか（複数回答可）



・たまにある、市内連絡？（外に放送されるもの）が聞き取れない時があり、不安になりま
す。メールかLINEなどで放送内容など確認できると安心できます。

・医療従事者のため職場の必須業務としての知識はあるが、一般企業の方はなかなか触れる機
会はないと思う。研修による実践はもちろん大事だが、文書や動画など時間に縛られず触れる
機会は大事だと思う。なんとなく見た、なんか聞いた事あるだけでも、まったく見聞きしたこ
とないよりはいいと思います。

・住宅地等の交差点信号なしの場所で草木が茂って見えにくいところがある。交差点付近の家
の駐車場に大きい車が止まっていて左右が見えにくく危ない。交差点に止まれの標識等がある
と良いのではないか。

・来年、分田小学校が閉校となります。新発田市のように天王小学校をIT企業に貸し出して活
用を図っています。廃校になる校舎を活用すれば雇用を生み出したり、地域の活性化に繋がる
と思っております。校舎の活用をご検討いただければ幸いです。

・阿賀野市内の老朽化しているスポーツ施設を改修してほしいです。京ヶ瀬体育館の改修工事
や、京ヶ瀬屋内運動場の人工芝の張替など。滑りやすくて怪我しそうです。また、野球場の芝
が張り替えられ綺麗にはなっていましたが、サッカーするには毛足が長すぎます。唯一、芝で
サッカーできる場所だと思うのでもう少し定期的にメンテナンスしていただけると嬉しいで
す。

・瓢湖の公園等に、健康コーナーを設けたらどうでしょうか？お年を召された方々が沢山散歩
されているのが見受けられます。玉砂利を固めて足ツボロードやぶら下がり健康器等どうで
しょうか。阿賀野市は健康についても積極的に動かれているので、そのような設備があれば
なぁと思いました。

・【設問15】で、講習会を実施しているとありましたが、初耳でした。

・市内にある店舗や市の施設で、ハンドドライヤー（ジェットタオル）の使用を解禁したらい
かがでしょうか。政府からもコロナ予防にはあまり効果が期待できないとの見解もあるようで
す。

・阿賀野市のLINE登録をしていますが、最近ゴミ収集日のお知らせ機能に気づき、早速登録し
ました。資源ゴミの収集日を忘れることもなくなり、とても助かっています。便利な機能も、
結構知らないこともあるんでしょうね。

・行政の公式LINEより、キーワードで「救命方法」と送信したら、AIが応えるとか、関連リン
クにすぐ飛べるようにするとかしてもらえると助かります。また、こう言ったことを周知する
事も並行して行ってもらいたいです。

・今回のモニターアンケートについては賛同致します。応急手当が必要な万が一の状況に出く
わした時、何も手立てができないことを改めて認識いたしました。緊急を要する状況に出くわ
した時、いかに冷静に対処できる最低限の応急処置は身につけておきたいものです。機会があ
れば、可能な限り時間を作り講習会に参加したいです。

・避難訓練同様に、応急手当の講習などもした方がいいのかもしれない。

【設問17】 その他、市政全般でご意見等があれば教えてください



・公共施設のトイレにハンドソープ、手拭きペーパーがない所は用意してほしいです。スリッ
パがある所は定期的に綺麗な物に交換してほしいです。

・抗原検査キットを全戸に無料配布してほしい。

・市政ではないかもしれませんが、道の駅あがのにコンビニエンスストアを増設してはどうか
と思います。田上町の道の駅にはコンビニが有り、利用者が多いです。

・バイパス道路は、いつ出来そうですか？

・子どもと一緒に学べる講習がたくさんあると嬉しいです。

・二世帯になってゴミ出しも別々なので、ゴミのシールを増やして欲しいです。

・子育て世帯への1万円、ありがとうございます！

・以前、応急手当講習会に参加して、 AEDの取り扱いを行いましたが、実際の現場では、講習
会のようにはいかないと思います。

・無線放送が聞き取りにくいです。声が割れて、聞き取れないので、メールで確認していま
す。登録をしていない方は、情報を受け取るのは難しいと感じました。

・悪いことが新聞に載るような市政は止めてください。

・他市町村で実施している外食支援などを阿賀野市でも実施して欲しい。

・講習会自体開催されている事を余り知らないので、もっとみんなが知るように告知してほし
いです。
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