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はじめに

火災感知後の警報は在館者・在室者に火災を知らせ、初期消火あるいは避難を促すものと

して重要な要素である。 現在、火災が発生した際の警報は、ベル、ブザーあるいは音声警報

等の主に音響による方法が用いられている。音は人の注意を引きつけやすく、睡眠から目覚

めさせることも可能であり、空気中を広範囲に伝わるなど、警報手段として優れた特徴を有

する。しかし、聴覚に障害のある人に対しては音響による警報は火災の発生を伝えることが

できない。そこで我々は、聴覚障害者に有効に警報を伝達する方法の開発研究を行った。さ

らに、病気・身体不自由等により自力で避難できない人にあっては火災を報知しただけでは

安全を確保できないため、消防機関、在宅介護事業者、近隣協力者あるいは外出中の家族等

の救助を行う者へ速やかに火災発生を通報するシステムの開発研究を行った。

本報告者は、上記の開発研究を目的として、平成１４年度から１７年度に実施した「災害

弱者の火災時避難安全のための警報・通報手法の開発」の成果をまとめたものである。

独立行政法人　消防研究所

　感知通報研究グループ　河関大祐、高梨健一

平成１８年３月
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1 警報音と人の聴覚

1.1 警報音

自動火災報知設備の警報音の音圧は、消防法施行規則において、音響装置の中心から1m離

れた位置で90dB以上（音声警報装置の場合は92dB以上）と規定されている。住宅用火災警

報器の警報音の音圧については、平成17年総務省令第11号（住宅用防災警報器及び住宅用防

災報知設備に係る技術上の規格を定める省令）において、警報部の中心から1m離れた位置で

70dB以上と定めている。

自動火災報知設備や住宅用火災警報器の警報音には主にベルやブザーの音が使われてい

る。ベル音については詳しい周波数分析の結果はないが、ブザー音は500Hz～4.5kHzと幅広

い。また、近年多く用いられる圧電ブザーでは2kHzや4kHzといった比較的高音のものが多

く使われている１，２，３）。非常放送での警報音は、第１シグナルが740Hzと494Hzの繰り返し

音、第２シグナルが300Hz～2kHzのスイープ音が使われている４）。また、救急車のサイレン

（ピーポー）音は約960Hzと約770Hzの音が使われている５）。

1.2 人の聴覚

1.2.1 聴覚器官の概要

人の耳は、図1-1６）に示すとおり、外耳、中耳、内耳の３部位に分けられる。外耳は耳介と

外耳道からなり、音を集め鼓膜へ導く役割をする。中耳は鼓膜と耳小骨からなり、音を鼓膜

の振動として耳小骨を通じて内耳の蝸牛へ伝達する役割をする。内耳は蝸牛と三半規管から

なり、蝸牛に伝わった音の振動を電気信号に変換し聴神経を通じて脳へ伝える。 脳では、伝

わってきた神経刺激を音に変換し理解しようとする。また、外耳と中耳を伝音器、内耳から

脳までを感音器という。

図1-1　耳の構造模式図６）

1.2.2 難聴

音が聞こえ難いということは、いくつもの原因が考えられるが、おおよそは外耳、中耳、

内耳、聴神経、脳がそれぞれの役割を果たせているかどうかで説明できる。外耳や中耳に原
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因がある場合は音をうまく内耳まで伝達できない。例えば外耳道がつまっている場合や、鼓

膜が損傷している場合などがあげられる。このような難聴は伝音難聴７）と呼ばれる。 伝音難

聴の場合、補聴器などを用いて聞かせる音を大きくしたり、内耳に振動を伝える治療等によ

り、聴力を取り戻すことが可能である。内耳や聴神経、脳に原因がある場合は、内耳に届い

た振動をうまく脳まで伝達できず、特定の周波数域が認識できない、雑音との聴き分けがで

きない、音は認識しても言葉として理解できないなどの症状になる。このような難聴は感音

難聴７）と呼ばれる。この場合、いくら大きな音を与えても聞き取りの効果はなく、人工内耳

の使用など限られた範囲での治療法はあるものの一般的には医学的治療は困難とされてい

る。 伝音難聴と感音難聴の併発による難聴は混合難聴と呼ばれる。

身体障害者福祉法における聴覚障害程度等級表を表1-1に示す。平成17年度版障害者白書

によると、聴覚障害者数は31万9,700人８）となっている。しかし、この数字は身体障害者手帳

の交付を受けている、聴力レベルが70dB以上（6級以上）の人数である。話をするのにやや

不便を感じ始めるとされる、聴力レベルが40dB以上の人を含めると難聴者は全国に600万

人、すなわち人口の約5%いると言われている９）。なお、WHOにおける聴覚障害程度等級は

表1-2に示すとおりであり、聴力41dB以上から補聴器の使用を薦めている。

表1-1　聴覚障害に係る障害程度等級表（身体障害者福祉法）

1.両耳の聴力レベルが70dB以上のもの（40cm以上の距離で発声された会話
語を理解し得ないもの）

2.一側耳の聴力レベルが90dB以上、他耳の聴力レベルが50dB以上のもの
６級

該当項目なし５級

1.両耳の聴力レベルが80dB以上のもの（耳介に接しなければ話声語を理解
し得ないもの）

2.両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50%以下のもの
４級

両耳の聴力レベルが90dB以上のもの（耳介に接しなければ大声語を理解し
得ないもの）

３級

両耳の聴力レベルがそれぞれ100dB以上のもの（両耳全ろう）２級

該当項目なし１級

聴　覚　障　害　の　程　度級別

表1-2　WHOにおける聴覚障害程度等級

・補聴器は言葉の理解に役立
つかもしれない

・補助的なリハビリが必要
・読話や手話が不可欠

・叫び声を聞いて理解すること
ができない81dB

以上

４
最重度難聴
(全ろうも
含む)

・補聴器が必要
・補聴器が利用できない場

合、読話や手話を教えるべ
き

・良い方の耳に叫ばれたときい
くらかの言葉を聞くことがで
きる61-80dB

３
重度難聴

・補聴器の使用を推奨・1m離れた地点で大声で話す言
葉を聞き復唱できる

41-60dB２
中等度難聴

・カウンセリング
・補聴器が必要かもしれない

・1m離れた地点で通常に話す言
葉を聞き復唱できる26-40dB

１
軽度難聴

・問題ないかほんのわずかな聴
力障害

・ささやきを聞くことができる
0-25dB

０
聴者

勧告状　態
ISO聴力
測定値等級
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1.2.3 加齢による聴覚機能の変化

一般に聴力は加齢により低下する。この加齢による聴力の衰えは老人性難聴と呼び、その

多くは聴覚に関連する細胞の減少や老化等が原因の感音難聴である。図1-2に年代による周

波数ごとの相対的な聴力の変化を示す１０）。この図によると、8kHzの高音は20歳代でも低下

が始まり、50歳代を過ぎると広い周波数範囲で低下が目立ってくる。とくに、60歳以上の高

齢者にとっては、2kHz以上の高音は聞き取りにくくなる。聴力損失と日本語の母音や子音の

周波数域および音圧の分布に対する関係を調べた結果を図1-3に示す１０）。折れ線はある聴覚

障害者の右耳および左耳の聴力損失を表す。母音は2kHz以下で音圧も高いため聴覚障害者に

とっても聞き取りやすいが、無声子音(s、k、tなど)は周波数が高く音圧が低いため聞き取り

難いことがわかる。 また、先に述べた圧電ブザーの音なども、2kHzや4kHzと高齢者にとっ

ては聞き取り難い周波数域である。 

周波数

聴
力

レ
ベ

ル
(d
B)

聴
力

レ
ベ

ル
(d
B
)

女性

男性

年齢

年齢

図1-2　加齢による周波数ごとの相対的な聴力の変化１０）
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(dB)

(Hz)

図1-3　難聴者の聴力損失と言葉の聞こえ１０）

音の高低の聞き分け能力も言葉の聞き取りや認識に影響をおよぼすが、この能力も加齢に

伴って低下する。東京都老人研究所の研究１１）で、125/250/500/1k/2k/3k/4kHzの純音に対して

数%違う純音を聞かせる実験において、40歳までは純音に対して周波数が1%違うと音の高さ

の違いが認識できるが80歳を超えると2%の違いが必要となるとの報告がされている。

騒音の中での言葉の聞き分け能力についても加齢に伴い低下する。人間生活工学研究セン

ターの研究１２）によると、音声と騒音が同じ音圧の場合、言葉の聞き間違い率はどの年代でも

20%をかなり下回る。しかしながら、音声よりも騒音が10dB高い場合においては、60歳以下

では言葉の聞き間違い率は20％前後であるが、60歳以上では30～90％になると報告してい

る。加えて、難聴の場合、聞こえ始める音圧が上昇する一方で、大音量として苦痛に感じる

音圧が下降し、快適に聞こえる音圧の範囲が狭くなる１０）ことも言葉の聞き分けに不利に作用

する。さらに、雑音の中での言葉の聞き分けについて、どのような言葉が認識されやすいか

ということが研究されている１３）。それによると言葉の理解度は、具象性が高く（イメージが

具体的に浮かぶ言葉；りんご、赤など）親密度が高い言葉（聞き慣れている言葉；西暦、流

通など）ほど周りの雑音などに惑わされず認識することが可能であるとしている。警報や避

難のメッセージには、理解しやすい言葉を選んで流す必要がある。

2 聴覚障害者のコミュニケーションの方法

2.1 視覚による方法

聴覚障害者の視覚を用いたコミュニケーションには手話、読話、指文字、筆談などが用い

られる。手話は手指や腕の動きを主体とし、さらに頭や上体の動き、顔の表情、視線、口の

形等を用いる視覚言語である。手話は主にろう者間のコミュニケーションを通して習得され

る。そのため、中途失聴者や老人性難聴者のように手話習得の機会のなかった聴覚障害者の

多くは手話を使用できない。読話は相手の口やアゴの動き、顔の表情から話の内容を理解す

－4－



る方法であるが、補聴器等により発声のアクセントやリズムの違いが感じ取れると読話の精

度が高まる。指文字は日本語の五十音、数字およびアルファベットを指の形で表す方法で、

固有名詞など手話にない単語を表現するのに使用される。筆談は紙や手のひら、場合によっ

ては空中に文章を書いて会話する方法である。

2.2 福祉機器

聴覚障害者に対して情報をうまく伝達させようとして実用化されている機器のいくつかを

紹介する。

2.2.1 聴覚機能を補うもの

先に示した伝音難聴や感音難聴の中でも対応が比較的容易な難聴に対応した製品と考える

ことができる。

(1) 補聴器１４）

外部の音をマイクロフォンで受け、それを電気的に増幅して音を出す機器で、外耳の入口

で拡大して中耳に伝達するものである（図2-1参照）。デジタル処理技術の進歩により、入

力音の高度な信号処理が容易になり、装着者の聴覚特性に対応して周波数ごとの細かい

チューニングを行うことが可能となっている。就寝時以外は装着が可能なものも増え、日常

的には音による警報の伝達も有効である場合も多いが、聴覚障害者すべてが補聴器で対応で

きるわけではなく、また、苦痛防止のために大音量の入力があった場合に音を遮断する機能

により警報音が伝わらない可能性がある。

耳あな形 耳かけ形 ポケット形

図2-1　補聴器の例１４）

(2) 骨伝導電話器

受話器に付いた振動部を耳周辺や頭部にあて、外耳と中耳を通さずに直接音を頭蓋骨を通
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じて内耳に伝達する。伝音難聴の場合には効果が大きい。

(3) 会話補助器１５）

補聴器と同じく音を増幅して中耳に伝達する装置であるが、常時補聴器を装着しているの

が苦痛な人が必要な時だけイヤフォンを着けて周囲の音を聞く装置である。騒音等の状況に

応じて音声増幅度や帯域を調整する機能を持ち、周囲の騒音を低減するとともに人の声を大

きくすることができる。

2.2.2 他の機能を使って伝達するもの

(1) 光

ファクシミリの着信、来客のチャイムなどの信号や乳児の泣声などをフラッシュライトで

在宅者に知らせる装置が実用化されている。ライトの色を複数用意することで用途ごとの情

報伝達ができる。また、ろう学校や聴覚障害者を対象とした短期大学などで、複数の色のラ

イトの点灯や回転により、授業の開始や終了、緊急警報などを知らせている。なお、光の点

滅を使用する場合は光過敏性発作防止のため点滅の周期などに注意する必要がある。

(2) 文字

テレビ音声を聴覚障害者に伝達する手法として字幕番組や文字放送が行われている。ま

た、鉄道の運行状況の表示に電光掲示板による文字表示を行っている。

(3) 振動

病院や市役所の窓口の呼び出し、ファクシミリの着信、来客のチャイムなどをペンダント

型等の携帯端末を振動させることで伝達する装置がある。また、設定された時刻に腕時計や

クッションを振動させる目覚まし時計が実用化されている１５）。

(4) におい

時計にニオイ物質を噴射する装置を付加し、ニオイで目覚めさせてくれる目覚まし時計が

商品化されている。ニオイ物質の保存方法の技術革新で実用化が可能になった。

2.2.3 通信により伝達するもの

(1) ファクシミリ

音声での会話が困難なため、文字情報や絵情報により遠距離の人と意思の伝達をはかるこ

とができる。

(2) 緊急通報装置１６）

ボタンを押すことで、登録された特定の連絡先に電話回線を通じ、録音されたメッセージ
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を流す装置である（図2-2参照）。一方通行の連絡手段ではあるが聴覚障害者にも利用され

ている。

図2-2　緊急通報装置１６）

(3) 誘導コイルによる補聴システム１４）

床や天井に電線ループを埋め込み、これに音声を電気信号にしたものを流す。電気信号を

流すことで磁界が発生する。この磁界の変化を誘導コイルを内蔵した補聴器でとらえ音声と

して聞く装置である（図2-3参照）。広い範囲で多くの人に同時に伝達することが可能であ

る。磁界ではなく赤外線を利用した補聴システムもある。

図2-3　誘導コイルによる補聴システム１５）

(4) 携帯電話

携帯電話のメール機能、振動式の着信通知機能ならびにweb閲覧機能等を用いて意思の伝

達や各種情報の入手を行う。携帯電話の高機能化やwebサービスの多様化にともない、聴覚

障害者の日常生活を支える道具として様々な用途で使用されるが、機器操作等の慣れなどの

点で高齢者の使用率は低い。
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3 聴覚障害者に対する火災警報意識アンケート調査

高齢者や聴覚障害者に効果的に火災警報を伝える手法の開発に関連して実施した聴覚障害

者に対する火災警報意識のアンケート調査結果について報告する。

3.1 調査方法

本調査は、個人およびろう学校を対象にアンケート調査により実施した。 個人対象の調査

は(財)全日本聾唖連盟会員420人、(社)全日本難聴者・中途失聴者団体連合会会員417人、聴

覚障害者対象の催し物会場での個別調査663人の合計1,500人にアンケート用紙の郵送または

対面調査により行い、1407人(回収率93.8%)から回答を得た。表3-1に個人対象調査の地域別

人数を示す。ろう学校を対象とした調査ではアンケート用紙を全国107校に郵送し、85校(回

収率79.4%)から回答を得た。（調査に使用したアンケート用紙は別添資料１を参照）
表3-1 個人対象調査の地域別人数

1,407　　　合計

無回答 70
海外（米国） 1

718101816201032131合計

沖縄鹿児島宮崎大分熊本長崎佐賀福岡九州・沖縄

17101122026151711129合計

高知愛媛香川徳島山口広島岡山島根鳥取中国・四国

102033202021124合計

和歌
山

奈良兵庫大阪京都滋賀近畿

1956279111合計

三重愛知静岡岐阜東海

20201210171998合計

長野山梨福井石川富山新潟甲信越・北陸

563484261105745619合計

神奈川東京千葉埼玉群馬栃木茨城関東

1018918211830124合計

福島山形秋田宮城岩手青森北海道北海道・東北

3.2 個人対象調査

3.2.1 属性

回答者の性別・年齢構成は表3-2に示す通り、男女の比50：47、25～64歳で約73%を占め

るが全体的に極端な偏りはない。失聴年齢は表3-3に示す通り、生まれつきの人が34.5%と

も多い。また、誕生後、小学校入学までに失聴した人は約28%、加齢とともに失聴した人が

約12%ある。
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1001,40739664704合計

4.4622322875歳以上

11.71654798265～74歳

20.5289714214055～64歳

21.3300315614145～54歳

16.523229413635～44歳

14.220021118725～34歳

9.21292468115～24歳

0.3401315歳未満

1.8261736無回答

無回答女性男性

割合
（%）

合計
（人）

性別（人）
年齢

表3-2　個人対象調査回答者の年齢・性別

100.01,407合計

4.361無回答

11.7164加齢とともに

0.1175歳以上

0.91360-74歳

3.14345-59歳

2.63635-44歳

3.95522-34歳

2.33216-21歳

1.31813-15歳

7.51066-12歳

12.31733-5歳

15.62193歳未満

34.5486生まれつき

割合（%）度数（人） 

表3-3 失聴年齢

表3-4に回答者の聴力レベルを示す。 表3-4によると、回答者の約2/3が聴力レベルが91dB

以上(91dB以上の音が聞ける)である。日常生活で音のレベルは、静かな声の会話で40dB、普

通の声の会話で60dB、大きな声の会話で80dBとされている。聴力レベル90dB以上の人の場

合、耳もとの大声でも聴き取りは困難と言われている１７）。表3-5は、大きな音に対する聞こ

えの状態を示すもので、「音がわかる程度」を選択した人が約44%で も多い。

100.01,407合計

5.374無回答

7.4104わからない

66.994191- dB

16.523270-90dB

3.24540-69dB

0.8110-39dB

割合(%)度数聴力レベル

表3-4　障害等級と聴力レベル

100.01,407合計

28.0394無回答

14.7207声（話）の判別可能

13.1184高音部または低音部
の識別可能

44.2622音がわかる程度

割合(%)度数 

表3-5 聞こえの状態

表3-6は同居者の有無を示すもので、約78%が同居者ありである。日頃のコミュニケー

ション方法は、表3-7に示すとおり、家の中では手話や指文字の使用が約58%で も多く、

家の外では筆談が約67%で も多い。補聴器の使用は、家の中、外ともに回答者の約1/3程度

であった。補聴器の使用状況は表3-8に示すとおり、「起きているときはいつも使用してい

る」、「(車の運転など)必要なときだけ使用している」、「使用していない」がそれぞれ約

1/3であった。
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100.01,407合計

3.651無回答

18.6262同居者なし

77.81,094同居者あり

割合(%)度数 

表3-6　同居者の有無

3.549人4.361人無回答

7.098人6.591人その他

49.5697人44.6627人口話（読話）

37.0520人32.6459人補聴器

66.5936人33.5471人筆談

62.0872人58.3820人手話・指文字

割合(%)度数割合(%)度数

家の外家の中

表3-7 日頃のコミュニケーション方法
（複数回答可）

100.01,407合計

5.476無回答

30.3427使用していない

28.9407（車の運転など）必要なときだけ使用している

35.3497起きている間はいつも使用している

割合（%）度数（人） 使用状況

表3-8 補聴器の使用

3.2.2 火災安全に対する意識

(1) 火災経験の有無と火災不安

表3-9に火災の経験の有無と火災の不安の有無のクロス集計結果を示す。なお、火災の経

験については、ボヤや自宅周辺で発生した火災も含まれる。 表3-10(a)、(b)に、火災を不安

に思う理由と思わない理由で回答の多かったもの上位5件ずつを示す。 表3-10(a)によれば、

不安の理由に聴覚障害が関連している人は181人であった。この人数は火災の不安があると

回答した人1,038人の約17.4％にあたる。 

クロス集計結果によると、火災経験ありと回答した人の約83%(435/526)が火災不安ありと

回答している。また火災経験なしと回答した人のうち火災不安ありと回答した割合は約

69%(584/844)である。この結果に対して図3-1に示す計算により比率の差の検定を行ったとこ

ろ、有意確率(P)はP=2.57×10-8と非常に小さく、火災経験の有無により火災不安を感じる割

合に差が生じると考えられる。 

1,40737844526合計

74114122無回答

29577069不安なし

1,03819584435不安あり
火災の
不安

無回答なしあり
合計

火災の経験
 

表3-9　火災経験と火災不安のクロス集計
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火の管理はきちんとやっている。（あくまで自分の手の及ぶ範囲） (4人)

日頃、火災も起きてないし、ガスの元栓なんかもチェックしてるから (4人)

特に心配にはならない (13人)

経験がないから (20人)

いつも気をつけているから（確認をちゃんとする） (33人)

表3-10(b) 火災を不安に思わない理由

（就寝中）火事が起こってもサイレンが聞こえないからすごく不安 (27人)

生命財産を心配する (30人)

火の消し忘れが心配 (34人)

情報の問題（聞こえないということで情報が少ない） (46人)

耳が聞こえないから (108人)

表3-10(a) 火災を不安に思う理由

二群のケース数をn1,n2、陽性数をr1, r2とするとき、有意確率Pは

次式により算出する

但し　

P(u) = 2 % ¶u
∞ 1

2
e− x2

2 dxdx

u = p1 − p2

p(1 − p)(1/n1 + 1/n2)

p = (r1 + r2)/(n1 + n2)

図3-1　有意確率(P)の算出式

(2) 火災を不安に思う時

表3-11(a)に、同表の「状況」項目に示す場面で火災を不安に思う人の人数と回答者総数

に対する割合を示す。この表より、就寝に関連した状況で火災を不安に思う人が多いものと

考えられる。また、表3-11(b)にその他の状況として記述の多かった回答を示す。

9.9139その他

15.4217職場にいる時

26.2369大きな建物にいる時

33.2467乗り物（飛行機やバス）に乗っている時

35.5500自宅にいるとき

53.4751ホテル、旅館に宿泊する時

68.0957自宅で就寝する時

割合(%)度数(人)状況

表3-11(a) 火災を不安に思う時

エレベーターの中にのっている時 (5人)

一人の時 (6人)

地下街・映画館・地下鉄 (6人)

どんな時でも (8人)

外出しているとき (41人)

表3-11(b)　火災を不安に思う時（その他）
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(3) 有効な警報の方法

表3-12に、同表の「警報の方法」項目に示す方法が有効と思うか否かの回答結果を示す。

この表によると、光と振動で警報する方式が有効と思う人が多い。これは、光や振動による

合図の方法が既に用いられており、それらを利用した経験に基づくものと考えられる。表

3-13は、同表の「警報の方法」項目に示す方法が目覚めるのに有効と回答した人の集計結果

である。目覚めに有効な警報方法についても振動(ベッド、時計)と光(光点滅、ランプ点灯)

が有効と考える人が多い。また太鼓の音、こげ臭、刺激臭が有効と思う人がランプ点灯が有

効と思う人と同程度以上ある。なお太鼓から発せられる低周波音は振動として体で感じるこ

とができ、ろう学校等において号令に用いられている。

33.026.614.426.0割合(%)

465374202366度数(人)
におい

21.314.68.255.9割合(%)

299206115787度数(人)
振動

19.012.27.161.7割合(%)

267172100868度数(人)
光

34.525.327.212.9割合(%)

486356383182度数(人)
音増幅

無回答わから
ない

有効で
ない

有効で
ある警報の方法

表3-12　火災を知るのに有効な方法

3.650その他の臭い

9.5134未経験臭

21.3299刺激臭

32.8461こげ臭

においで目覚める

6.085その他の振動

43.3609振動時計

50.6712振動ベッド

振動で目覚める

4.056その他の光

20.5288ランプ点灯

41.3581光点滅

光で目覚める

5.071その他の音

24.1339太鼓

2.636ことば

8.2115救急車サイレン

9.8138非常ベル

音で目覚める

割合(%)度数(人)警報の方法

表3-13　目覚められると思う方法

(4) 消防への要望

消防防災システムに関する要望を聞いたところ、例示したにずれのシステムについても

70%以上の人が必要と考えていることがわかる(表3-14(a))。さらに、表3-14(b)は、サービ

スとして望む人の集計結果である。この結果によると、ホテルや旅館等の施設の防災設備や
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消防署への通報などに聴覚障害者への配慮を望んでいることがわかる。また、表3-14(a)と

(b)の双方においてテレビ放送による防災情報の確保に関する要望が多い。「テレビ文字放

送緊急通知システム」と「緊急時にテレビ放送に手話や字幕をつけるようテレビ局へ働きか

け」の要望を同居者の有無別に集計結果は図3-2のとおりである。それぞれ必要とする人の

比率の差の有意確率(P)は図3-1より、「テレビ文字放送緊急通知システム」でP=0.533、「緊

急時にテレビ放送に手話や字幕をつけるようテレビ局へ働きかけ」でP=0.018であり、有意

水準5%で検定すれば、「緊急時にテレビ放送に手話や字幕をつけるようテレビ局へ働きか

け」は同居者の有無により要望の割合に差があると言える。

77.11,085防災避難訓練の手話通訳

81.91,153テレビ文字放送緊急報知

77.41,089FAX等による防災情報通知

77.01,083就寝中の緊急報知

69.2974消防・救急車両出動状況確認

74.31,046電子メールで通報

割合(%)度数(人)システム

表3-14(a)　消防防災システムとして望むもの

58.6824消防署内の要約筆記や手話講習会の開催

71.31,003ホテルや旅館を含めた施設に聴覚障害者向け火災報
知機の設置を働きかけ

74.91,054
緊急時にテレビ放送に手話や字幕をつけるよう
テレビ局へ働きかけ

66.9941災害時の手話通訳筆記通訳派遣

66.0928聴覚障害者用火災報知機給付の働きかけ

50.2707見てわかる防災放送

62.6881災害情報システム確立

66.2932地域住民の聴覚障害者への理解

62.7882聴覚障害者用緊急マニュアル作成

68.4962消防署への通報システムの確立

67.9956防災商品やサービスの紹介

割合(%)度数(人)サービス

表3-14(b)　消防署、消防行政のサービスとして望むこと
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833人

181人

909人

209人

261人

81人

58人

16人
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図3-2　同居者の有無と防災システム・機器の要望

3.3 ろう学校対象調査

表3-15にアンケートの回答を得た学校の生徒数別の数を示す。

災害経験の有無(表3-16(a))について、火災や小火の経験のある学校が85校のうち12校あ

る。火災の心配について火災経験の有無別に集計した結果を表3-16(b)に示す。火災が心配

でない理由(記述回答；12件)のうち、「火気の取り扱いや管理を注意している」が10件、

「コンクリート造などのため火災の心配が無い」が2件であった。また、心配な理由(記述回

答；63件)のうち、「暖房、授業、給食などで火気を扱う」が43件、「生徒の避難に対する

不安」が9件などであった。

1.24.715.347.131.8割合(%)
14134027学校数

200-150-199100-14950-991-49

生徒数

表3-15　生徒数別の学校集（平成15年１月現在）
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3.53無回答

69.459ない

2.4(台風) 2その他

12.911空襲

1.21地震(倒壊以上)

14.112火災(小火含む)

割合(%)度数 

表3-16(a) 火災、災害の経験

火 災経験の有無と火災の心配の比率の差の有意確率
p=0.707

83.378.6割合(%)

1055学校数
火災心配（ある）

16.720.0割合(%)

214学校数火災心配（ない）

ある(12校)ない(70校)

火災経験

表3-16(b) 災害経験と火災の心配

火災の報知手段では、表3-17に示すとおり、非常ベルの他に非常ストロボを併設する学校

が48校(約57％)ある。また、太鼓や教職員による伝達なども火災報知の手段として準備され

ている。

576147無記入

231317ない

51121ある

その他

12324無記入

821ない

655180ある
教職員
の伝達

354631無記入

432341ない

71613ある
太鼓を
叩く

292916無記入

505021ない

6648ある
非常スト
ロボ

1931無記入

4201ない

245483ある
非常ベ
ル

校庭内寄宿舎内校舎内

表3-17　生徒等に火災などを知らせる方法
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4 災害弱者の火災時避難安全のための警報・通報システムの開発

現在の火災警報の伝達手段はベルやブザーの音響による方法が一般的である。そのため、

住宅に火災感知器や警報装置が設置されていたとしても、高齢や聴覚障害者へは警報が伝達

できない可能性がある。聴覚障害者へ火災を知らせる装置としてはフラッシュランプを用い

た補助警報装置があるが、光の指向性や光の遮蔽などの問題により使用できる状況は限られ

る。また、火災警報は火災の初期消火や早期避難の行動に直結することでその目的が達成さ

れるものであるが、自力で消火や避難のできない病人や寝たきり老人に対しては火災警報を

伝えただけでは不十分である。この場合は、外出中の家族、近隣協力者、介護事業者、消防

機関等が迅速に救助できるように火災通報を行う必要がある。我々はこれらの問題を解決す

るために聴覚障害者への火災警報ならびに病人や寝たきり老人等の救助のための通報に対応

した新しい火災警報・通報システムが必要であると考え、災害弱者の火災時安全のための警

報・通報システムの開発を行った。

4.1 聴覚障害者を考慮した火災警報通報装置

聴覚障害者に対する火災警報意識アンケート調査により次のことがわかった。

聴覚障害者は音以外の方法による火災警報を希望している。警報手段としては、光、振

動、においによる方法が考えられる。

体調不良や火災発生を、親戚や近隣関係者、介護及び生活支援業者、消防機関等へ通報

するための、電話による音声連絡以外の通報手段を希望している。通報手段としては、

文字や絵による通知が良いと考えられる。

聴覚障害者は自己に係わる災害情報や防災情報の入手の機会が健聴者に比べて少ないと

感じていることがわかった。情報の入手方法として、文字やイラストの活用が良いと考

えられる。

このアンケート調査の結果を踏まえ、警報音の覚知が困難な高齢者や聴覚障害者に対して

効果的に火災警報を伝え、さらに、外部に通報できる火災警報通報装置を開発した。図4-1

に１次試作装置の外観を示す。 火災警報通報装置の背面にはインターネット接続コネクタ、

火災感知器や侵入センサなどを接続できる信号入力端子、聴覚障害者に警報を伝える各種警

報装置接続用端子、日付・時刻の表示、火災警報や防災情報の文字情報を表示する画面、引

き抜き式の非常スイッチや操作用の押しボタンなどを装備している。 火災警報通報装置は、

聴覚障害者や要援護者宅に設置して火災警報を行うほか、図4-2 に示すようにインターネッ

トに接続し、親戚や近隣宅に設置した装置宛に火災等の警報を伝えたり、同報系防災行政無

線の放送と同じ内容を文字情報で配信するシステムを市役所等に設けて地域の災害情報等を

受信する端末装置として使用することも可能である。 
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図4-1　火災警報通報装置（１次試作機）

緊急通報先
 ②親戚宅
 ③近所の方
 ④介護者
　　　　　　：
　　　　　　：

管理者

伝言板ｻｰﾋﾞｽ
　情報発信PC

インターネット網

プロバイダ
プロバイダプロバイダ

プロバイダ
プロバイダ

地域防災センター

ｻｰﾊﾞｰ運用
/保守センター

プロバイダ

　緊　急　通　報
　‥　さ　ん　が

　緊　急　通　報
　‥　さ　ん　が

(DDNS)

緊急事態発生！

　緊　急　通　報
　‥　さ　ん　が

③Aさんの近所の方

C さん　宅

④Aさん介護
事業者
D　社

①要援護者

A さん　宅

②Aさんの親戚

B さん　宅

図4-2　火災警報通報装置の通報ネットワーク概念図

次に、火災警報通報装置の主な機能と試作装置のモニター試験結果について説明する。

4.1.1 火災警報通報装置の機能

(1) 信号入力機能

火災警報通報装置は背面に火災警報器用の信号入力端子および防犯センサー用の信号入力

端子を持っている。どちらの端子も無電圧接点入力であり、移報接点付きの住宅用火災警報
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器や防犯用のマグネットスイッチ等を接続できる。また、火災警報通報装置の正面には急病

の際に外部に通報を行うための引き抜き式の非常スイッチを備えている。

(2) 警報機能

火災警報通報装置は、火災警報器や防犯センサーが作動したことを聴覚障害者に伝える手

段として、警報器を起動させるための無電圧接点を備えている。警報器としては、振動ア

ラーム腕時計、振動クッション、フラッシュランプ等の聴覚障害者の日常生活を補助する装

置として市販されているものを接続することができる。また、火災の発生をにおいで知らせ

る警報器として新規に開発した香気発生装置を接続することができる。さらに、火災警報通

報装置本体の画面に火災警報器や防犯センサーの作動に応じたメッセージをスクロール表示

する。 火災発生の際の画面表示の例を図4-3に示す。

図4-3　「火災発生」を知らせる表示例

(3) 通信機能

火災警報通報装置内部では電子メールサーバーが稼働しており、インターネットに接続し

た状態であれば電子メールの送受信を行うことができる。 火災警報通報装置はこの電子メー

ル送受信機能を用いて、火災等の非常事態を外部へ伝える非常通報、市役所等からの地域防

災情報・行政情報の受信、知人等からの一般電子メールの受信および火災警報通報装置の保

守を行うことができる。受信した情報の識別は電子メール内の特定の識別符号を解読して行

う。また、迷惑メール等の対策のため、この識別符号のない電子メールや受信許可リストに

登録のない者からの一般電子メールは受信しない設定にしている。インターネット接続は、

DDNS(Dynamic Updates in the Domain Name System)を使用し、グローバルIPアドレスを発行す

るプロバイダーであればどこを利用しても通信を行うことができる。
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火災警報通報装置の電子メール受信機能の概要を表4-1に示す。

制御符号
送信者
パスワード

なしなしなし
保守管理操作
用メール受信

受信許可リストメール受信
を返信

青ランプ点灯なし一般電子メー
ル受信

制御符号
受信許可リスト

なし黄ランプ点灯なし
地域災害情報
（一般）、行政
情報受信

制御符号
受信許可リスト

なし赤ランプ点滅
接続した全ての
警報装置作動

地域災害情報
（警報）受信

制御符号通報受信を
返信

赤ランプ点滅接続した全ての
警報装置作動

非常通報受信

受信制限方法返信動作
装置前面の
ランプ表示

警報動作受信の種別

表4-1　火災警報通報装置の電子メール受信機能

(4) 外部への非常通報機能

火災警報通報装置は、火災警報器、防犯センサーまたは引き抜き式の非常スイッチが作動

すると、予め連絡先として登録した相手に対して、センサー作動時刻、送信者名、非常事態

の内容を自動的に電子メールで送信する。なお、 非火災報や各センサーの誤動作により誤っ

て非常通報が行われることを考慮して非常通報の取消しを通報する機能を設けている。非常

通報の取消しは本体正面のボタン操作で行う。取消し操作を行うと、非常通報を取消した時

刻、送信者名および訂正メッセージ（「先ほどの非常通報は誤りでした」）が送信される。 

非常通報の送信は電子メールを使用するため、連絡先として火災警報通報装置のほかに携帯

メールのアドレスを登録して非常通報を行うことができる。

(5) 非常通報受信機能

火災警報通報装置は受信した電子メールの識別符号を解読してメールの識別を行う。識別

の結果が他の火災警報通報装置からの非常通報である場合、火災警報通報装置は警報音なら

びに装置に接続した振動アラーム腕時計、振動クッション、フラッシュランプ等の各種警報

装置を作動させて設置宅の在宅者に警報を行う。警報を覚知した者は本体画面の警報メッ

セージ表示によって、非常事態の発生時刻、送信者およびその内容を知ることができる。ま

た、本体前面には非常通報を確認したことを返信する確認ボタンがあり、このボタンを押す

と、警報停止と非常通報発信者宛に返信メールを送り返す。

(6) 地域災害情報受信機能・行政情報受信機能

電子メールの識別符号には、公的機関からの緊急メールと普通メールを識別する符号を設

けている。同報系防災行政無線の放送内容と同じ情報の電子メールを、この制御符号を付加

して火災警報通報装置へ送信することにより、地域の防災情報や行政情報を文章として受信
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することができる。受信した電子メールが公的機関からの緊急メールである場合、火災警報

通報装置に接続した全ての警報装置が作動し、同時に電子メール着信を知らせる本体前面の

赤ランプが点灯してメール本文を本体画面にスクロール表示する。また、公的機関からの普

通メールである場合は警報装置は作動せず、電子メール着信を知らせる本体前面の黄ランプ

が点灯してメールの件名を本体画面にスクロール表示する。火災警報通報装置は受信した電

子メールの保存と履歴再生の機能を有しているため、不在中に届いた地域の防災情報や行政

情報を後で確認することができる。

地域の防災情報や行政情報の送信を行うために必要な設備はインターネットに接続したコ

ンピュータと防災情報や行政情報を電子メールで送信する専用ソフトウエア（管理ツール）

のみであり特別な機器等の導入は必要ない。

(7) 一般電子メール受信機能

火災警報通報装置は一般的な電子メールの受信端末装置として使用できる。到着したメー

ルに有効な識別符号がなく、送信者のメールアドレスが受信許可リストに登録されいる場合

に一般的な電子メールと判別する。 一般的な電子メールを受信すると、電子メール着信を知

らせる本体前面の青ランプが点灯し、メールの件名を本体画面にスクロール表示する。一般

電子メールは本体メモリーに保存され、火災警報通報装置前面のボタン操作により履歴再生

することができる。火災警報通報装置は一般電子メールの送信機能は有していないが、一般

電子メールを受信したことの応答を返信することは可能である。

(8) 保守管理操作用メール受信機能

保守管理操作用メール受信機能は、火災警報通報装置の設置宅の氏名、住所、非常通報送

信先、電子メールの受信許可リスト等の設定ファイルの更新を遠隔で行うための機能であ

る。火災警報通報装置は受信した電子メールの送信者名、パスワード、識別符号を照合し、

システム管理者（図4-2参照）からの保守管理操作用メールであることを識別する。 火災警

報通報装置は保守管理操作用メールを受信すると、メールの内容に従って設定ファイルの更

新を行い、その作業結果を返信する。 

4.1.2 火災警報通報装置のモニター実験

(1) １次試作機のモニター実験

一般人に、火災警報通報装置１次試作機（図4-1）を実際の使用に則した操作をしてもら

い、装置の大きさや形状、スイッチ類の操作性、文字表示の視認性等の評価ならびに意見等

を収集した。 さらに、市役所等から生活情報や防災情報の配信を行う管理ツールについても

機能や操作性について評価ならびに意見を得た。 被験者の内訳は次のとおりであった。

火災警報通報装置１次試作機モニター実験
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聴覚障害者…３１名

高齢者…60才代～80才代の男性および女性、全２３名

聴覚障害者・高齢者以外…20才代～60才代の男性および女性、全６７名

モニター実験の結果、押しボタンスイッチの大きさ（表4-3）とその操作性（表4-4）につ

いては改良を求める意見が多かった。なお、当初我々が も懸念していた機器の大きさにつ

いては「ちょうど良い」という評価が 多（表4-5）であった。 

  121合計

1.7%2無回答

21.5%26小さい

36.4%44やや小さい

28.9%35ちょうど良い

6.6%8やや大きい

5.0%6大きい

構成比人数選択項目

表4-3 押しボタンの大きさ

121合計

10.7%13無回答

13.2%16操作しにくい

29.8%36やや操作しにくい

16.5%20ちょうど良い

19.0%23まあ操作しやすい

10.7%13操作しやすい

構成比人数選択項目

表4-4 押しボタンの操作性

121合計

9.9%12無回答

4.1%5小さい

12.4%15やや小さい

37.2%45ちょうど良い

19.8%24やや大きい

16.5%20大きい

構成比人数選択項目

表4-5 装置の大きさ

(2) １次試作機モニター実験に基づく改良

モニター実験の結果を参考に、主に次の点の改良を行った。

操作ボタンの改善

機器前面の操作ボタンを照光式で大きなものに変更した。また、ボタンの配置を情報

の送信系と受信・表示系の２グループに分け、照光ランプのON/OFFによって操作・選

択の補助を行うようにした。

筐体の小型化

使用試験では大きさに関して「ちょうど良い」という意見が多かったが家庭に設置す

ることを考慮すると更に小型化する必要があると考えた。そこで、ボタン操作や文字表

示に影響しないように正面の寸法はあまり縮小せず、機器の奥行きを短縮した（図4-4 

参照）。

文字表示器の視認性改善

文字表示器を液晶式から視野角の広い蛍光表示管式に変更して視認性を改善した。

信頼性、静粛性および省電力性の向上

低消費電力の組込み用CPUボードとLinux OSを使用して、ハードディスクを不要とし

た。これにより、機器の信頼性、静粛性および省電力性の向上を行った。なお、平常時

の消費電力は約22wである。
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図4-4 火災警報通報装置比較

左：１次試作機、右：２次試作機

(3) ２次試作機のモニター実験

２次試作機のモニター実験は、日常的に交流のある聴覚障害者６名および健聴者１名の自

宅に本装置を２ヵ月間設置し、火災や急病を想定した緊急通報の模擬実験、地域防災情報を

想定して送信する毎日の天気予報や休日当番医の情報等の受信ならびに家族や知人からの電

子メールの受信で使用してもらい装置の操作性、情報取得の容易性等の意見の収集を行っ

た。 使用試験の結果、改善点等に関して次のような指摘があった。 

緊急時手動操作ボタン（引き抜きピン）

ピンがかたくて抜きづらい。

夜間見づらい。

引き抜きピンではなくレバーの方が良い。

情報取得の容易性

情報取得の容易性に関して、電子メールならびに地域防災情報の受信において次の指摘

があった。

未読メールの有無表示がほしい。

文字表示スピードが速くて読みづらい。

緊急情報とそれ以外で文字の色を変えたほうが良い。

絵文字を使用したほうがわかり易い。

　また配信情報として次の指摘があった。

連絡先情報にはFAX番号が必要。

歯科、夜間診療等の情報もほしい。

総合的な感想

昼間、家にいない者にはあまり意味がない。携帯電話の方が役に立つ。
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どこからでも通報を発信、受信できるようにしてほしい。

デザインを良くしたり、色々な情報が受信できると実用性が上がると思う。

官公庁や学校から様々な情報、連絡が取り合えると便利になると思う。

以上の結果から、緊急時手動操作用の引き抜きピンの改良、文字表示の工夫、携帯電話と

の連携などに改良すべき課題のあることがわかった。また、地域に配信する情報として診

療、学校等に関する情報配信に期待のあることがわかった。

4.2 電話転送機能を有する火災通知装置

自力避難が困難な人の住宅で火災等の緊急事態が発生した際に消火や救助を要請する装置

として現在広く普及しているものに緊急通報装置（図2-2）がある。 緊急通報装置は、独居

老人宅等に設置し、急病や相談の際に手動で本体ボタンまたはワイヤレスペンダント等のス

イッチを押した場合や住宅用火災警報器の作動に連動して、予め登録した通報先に自動的に

電話連絡のおこなえる装置である。 実運用での通報先は、警備会社、介護業者あるいは自治

体機関や近隣協力者等のボランティアであることが多い。我々はこの緊急通報装置を用いる

方式には、装置の機能ならびに運用形態から次の問題があると考える。

通報先を決めるために警備会社や介護業者との契約や自治体への申請・許可が必要であ

り、個人的に購入してすぐに使用できるものではない。

実運用では孤独による不安などから「相談」の用途での通報が多く行われ、受け手側の

負担が重い。

電話対応の負荷と人命に関わる責任の重さから通報先として受け入れるボランティアを

見つけるのが困難になりつつある。

通報先が留守番電話機能で受けると対応が遅れる可能性がある。

受け手側に負担を気にして送り手側に装置の使用をためらう人がいる。

4.2.1 電話転送機能付き火災通知装置の概要

上記に示した問題点は、 初の連絡先を家族や親族とすることで大幅に解消するものと考

える。すなわち、

警備会社や介護業者との契約や自治体への申請・許可等が不要あり個人的に購入してす

ぐに使用できる。

家族や親族との通話は日常の行動であり、受け手側の負担の意識が生じない。

同様に、家族や親族へ電話をかけるということから送り手側にも気兼ねの意識が生じな

い。

このことから、 初の連絡先を家族や親族とすることをシステムの基本的概念に位置付け

た。ところで、家族や親族が火災発生の情報を受信する場合、着信場所が遠隔地のため直接

救助に駆けつけることが不可能な場合を想定する必要がある。そこで救助が必要な場合に
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は、火災等の通知を受けた家族あるいは親族が、非常事態が発生している住宅の回線を利用

して管轄する消防機関に対して消火・救助の連絡を行う電話転送方式を採用することとし

た。この電話転送方式を用いることにより、 初に火災等の通知を受けた家族あるいは親族

が携帯電話やPHS等の移動電話であっても通話場所に関係なく電話転送機能付き火災通知装

置の設置されている住宅を管轄する消防機関に119番通報することが可能である。 図4-5に電

話転送機能付き火災通知装置の運用概念図を示す。 

第1通知先
（家族･親族等）

第2通知先
（消防署）

要救助者宅電話器

通信網

NTT網

 イベント発生
　・火災センサー作動
　・非常ボタン
　・相談ボタン

電話転送機能付き
火災通知装置

1

2

3

4

5

3

図4-5 電話転送機能付き火災通知装置の運用概念図

電話転送機能付き火災通知装置は、住宅用火災警報器の作動、非常ボタンの作動、相談ボ

タンの作動の接点信号を装置の信号入力端子で受けた後、次のように動作が行われる。（以

降の説明では電話転送機能付き火災通知装置からの 初の通報を第１通知、第１通知を受け

た者から電話転送機能付き火災通知装置経由で行う119番通報を第２通知と区別する。）

イベント発生（住宅用火災警報器作動、非常ボタンON、相談ボタンON）→ 電話転送機

能付き火災通知装置作動（図4-5－①）。

第１通知先（家族・親族等）呼び出し・接続 → イベント内容を登録済みメッセージで

通知（図4-5－②）。

第１通知先から住宅内電話呼出し・接続 → 状況確認（図4-5－③）。本ステップは任意

であり、省略可能。

第２通知先（消防機関の119番）呼び出し → 消火・救助等要請（図4-5－④）。

消防機関指令台からの通報確認（発信者電話番号確認、コールバック（図4-5－⑤）対

応可能）。

図4-6に電話転送機能付き火災通知装置試作機の外観を示す。この装置を使用するために

は設置する住宅に電話回線を２回線設ける必要がある。また、この２回線のうち第２通知用
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の回線は住宅を管轄する消防機関へ119番するため、NTT回線のような119番通報が可能で

り、さらに指令台で発信元確認やコールバックが可能な回線に接続する必要がある。消防機

関指令台からのコールバックに対しては電話転送機能付き火災通知装置が第１通知先に転送

する（図4-5－⑤）。第１通知用の回線は第１通知先の呼出しと第１通知先からの着信が可

能な回線であれば良く、NTT回線や電話番号の割り付けられたIP電話でも使用できる。従っ

て、ADSL回線を利用している住宅であれば図4-7のADSL回線接続例に示すとおり、第１回

線をIP電話回線に、第２回線をNTTアナログ電話回線に設定することで使用できる。 一般家

庭で電話回線を２回線確保することは、今後、光ファイバーやADSLをはじめとするイン

ターネット・ブロードバンドの普及に伴い特殊な状況ではなくなることが予想され、電話転

送機能付き火災通知装置の設置も大幅な費用負担増なしに可能になるものと考える。

図4-6 電話転送機能付き火災通知装置試作機

ADSL 電話転送機能付き
火災通知装置

VoIP
アダプタ

NTTアナログ回線

IP電話回線

第１通知用端子

第２通知用端子

LAN

ス
プ
リ
ッ
タ

図4-7 システムのADSL回線接続例
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電話転送機能付き火災通知装置は第１通知先、第２通知先ともに選択する機能を有してい

る。第１通知先は３ヶ所まで設定でき、接点信号（住宅用火災警報器作動、非常ボタンO

N、相談ボタンON）ごとに通知先を変えることも可能である。電話番号は０～９、＊、＃、

－ボタンの組合せで24桁以内の番号が設定可能である。また、呼出先との接続が確立した時

に送出する音声メッセージも３種まで登録可能で、接点信号ごとに音声メッセージを指定す

ることができる。第２通知先は、「警報発信者宅内電話器」、「119番」、「プリセット番

号」、「任意番号」の４ヶ所が設定でき、第１通知の受信者が電話器のトーンボタン操作で

選択する。「警報発信者宅内電話器」は電話転送機能付き火災通知装置を設置した住宅内の

電話器を呼び出すもので通知の内容確認のために在宅者と通話を行うのに用いる。また、

「任意番号」は、「警報発信者宅内電話器」、「119番」、「プリセット番号」以外の相手

に電話をかける機能で、トーン選択に続いて＃＋通話先電話番号で任意の相手先に電話をか

けられる。

4.2.2 電話転送機能付き火災通知装置のモニター実験および改良

モニター実験は、高齢者とその家族・親族の役割を一般人２名を１組として担当してもら

い、５組に以下の３パターンに沿って電話転送機能付き火災通知装置試作機の操作をしても

らった。

119番転送

自動発信→第１通知先（家族・親族）→第２通知先（消防署119番）。

任意先転送

自動発信→第１通知先（家族・親族）→第２通知先（任意の電話番号）。

自宅状況確認後119番転送

自動発信→第１通知先（家族・親族）→第２通知先（自宅）→第２通知先（消防署

119番）再転送。

試験回数は、１組あたり各パターンを４回実施した。試験中は各役割の被験者の動作時間

や会話の様子を観察してチェックシートに記録した。被験者からは試作機の操作等に関する

意見を得た。この試用試験の結果、次の点の改善が必要であることがわかり改良を行った。

DTMF検出精度の向上

DTMF （Dual-Tone Multi-Frequency；ピッ、ポッ、パッ音）検出の誤りや遅れにより

被験者の操作に支障をきたす場合があり、検出精度の向上を図った。

転送時の接続状況通知機能の付加

第２通知先呼出し時、無音であったため呼出中か話中かが判別できなかった。本装置

の動作状況を音声メッセージで伝えると同時に相手先の状態（呼出中、話中）を従来か

らの呼出音、話中音で転送元に通知する機能を設けた。

通話中での音声レベル調整機能の付加

回線品質や通話者の聴力に応じて本装置の出力音量を電話器から操作できるように機
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能を設けた。

また、装置改良に際し次の点の改良を行った。

転送キャンセル機能の付加

第２通知先が話中や出ない場合に第１通話者の電話器ボタン操作でキャンセルできる

ようにした。

転送先の変更機能の付加

第１通話者と第２通話者の通話中に、第１通話者と本装置との回線を維持したまま第

２通先を変更を変更できるようにした。

内線からの発信の際の動作遅れの解消

信号反転機能のない構内交換機で使用する際の発信制御と転送制御の動作をできるだ

け早く行うようにした。

電話転送装置の設定変更および保守の操作性向上

電話転送装置の設定変更および保守を別のパソコンから行えるようにした。

4.2.3 消防職員を対象とした電話転送機能付き火災通知装置のモニター実験

電話転送機能付き火災通知装置の消防職員から見た場合の有効性、実用性ならびに問題点

等に関する意見を収集するため、前記 4.2.2 で改良を行った電話転送機能付き火災通知装置

を関東圏の４消防本部に持ち込み、指令室で119番通報の対応を担当する消防職員を対象に

モニター実験を行った。 モニター実験は、本装置の機能説明および 5.2.2 に示した３パター

ン（119番転送、自宅状況確認後119番転送、任意先転送）の火災通知のデモンストレーショ

ンを行った後に、119番通報入電の対応や第１通知先役を体験してもらった。なお、本モニ

ター実験は、実際の119番通報等に影響を与えないために、本試作装置、要援護者宅用電話

器、消防署指令台用電話器および構内用電話交換機等一式を消防本部の会議室等に設置して

実施した。モニター実験でのデモンストレーションの状況の例を図4-8に示す。

図4-8　モニター実験でのデモンストレーションの状況の例
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デモンストレーションおよび試用体験の後、通話品質、使用の違和感の有無、職務上の懸

念の有無、本装置の使用を識別するサイン音導入の賛否、本装置設置に際しての許可制・事

前登録制の賛否、既存の自動通報装置と比較した場合の利点と欠点、改良すべき点等につい

て総数23名の意見の収集を行った。使用試験実施の結果は次のとおりであった。

(1) 通話品質

第１通知先の携帯電話での本装置からの自動メッセージの聞き取りについては23名全員が

「聞き取れた」と回答。第１通知先から第２通知先（119番通報）の転送通話については次

のとおりであった。

とても良い：3名

普通：16名

悪い：4名
(2) 使用の違和感

ない：20名

無回答：3名
(3) 職務上の懸念の有無

ある：12名

ない：9名

不明：1名

無回答：1名

懸念される内容としてあげられた事項は次のとおりであった。

第１通話者が介在するので通報の遅れが考えられる

第１通話者の発信地表示が必要

第１通話者がどれだけ状況を把握した上での通報か疑問

第１通話者宛へのコールバック可能時間の吟味が必要

装置設置宅、第１通話者、消防の３者通話ができれば良い

(4) 本装置の使用を識別するサイン音導入の賛否

賛成：22名

反対：1名

反対の理由としては、「事前に指令員に周知が必要であるため」であった。

(5) 本装置設置に際しての許可制・事前登録制の賛否

許可制：0名

登録制：7名

許可制や登録制は不要：15名

無回答：1名

登録制に賛成の理由は次のとおりであった。

システム不具合発生時に対応するため
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消防署で利用者を把握したい

数にもよるが、他の通報との区別が必要と思われるため

一方、登録制や許可制は不要の理由は次のとおりであった。

通報にユーザーの判断があるので不要

個人設置であって法令等の義務付けがないため

だれにでも利用できるように

設置や廃止などのデータの維持管理が大変

(6) 既存の自動通報装置と比較した場合の利点と欠点

［利点］

通話ができること

家族が遠くにいても対応が可能

利用者の制限がない

第１通話者が身近な人で安心できる

［欠点］

第３者が入るため時間のロスがある

直接本人との通話ができない

既存のもので看護士等を擁する組織が仲介する場合、応急的な対応が図られる。

(7) 改良すべき点等

３者通話を可能にする

小型化・軽量化

携帯電話の通信規制時の対策

通話品質の向上

第１通知先の第１候補が電話に出られない場合に第２候補に移行する動作を速やかに

行うべき

救急通報を想定した物をもっと前面に出した方が現実的

以上、指令室で119番通報の対応を担当する消防職員を対象としたモニター実験におい

て、消防への通報に第３者が入ることによる時間的ロスを心配する意見や３者通話機能を望

む意見が多く聞かれたものの、自力避難が困難な人を救助するために任意設置で使用できる

通報警報装置として肯定的な評価が得られた。

4.3 香気による火災警報装置

聴覚障害者に火災を知らせる方法として現在実用的に使用できるものは、表3-12に示すも

ののうち、光（フラッシュランプ、室内照明の点滅）と振動（床、ベッド、枕、ポケット型

無線端末）を用いる方法である。しかし、光を用いる方法は壁や家具などで遮蔽されると警

報として伝わらない。また、振動を用いる方法では振動体が身体に触れていないと警報とし

て伝わらない。 このように、聴覚障害者に火災警報を行う方法として、光と振動による方法
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のみでは日常生活全般において警報を伝達する上で不充分である。一方、表3-12に示すもの

の中でにおい（以降「香気」と表す）を用いる警報の方法は、香気成分が拡散や気流にのっ

て伝搬することから物陰などにも伝わり、振動方式のような機器の携帯等が不要であるなど

の点で音響による警報に近い特長を有する。しかし、現在のところ香気で警報を行う器具等

で市販されているものはないため、我々は株式会社ピクセンおよび日本工機株式会社との共

同研究により、香気による火災警報の実用化研究を行い、香気による火災警報装置を試作し

た。なお、香気による警報方法の問題点として、「空気の流れの影響を受ける」、「香気の

強さの時間的変化がゆるやかな場合その変化に気付かない」等がある。そのため、香気によ

る火災警報は他の警報方式に置き換わるものではなく、生活環境に応じて光による警報、振

動による警報などと組み合わせて用いる必要があると考える。

4.3.1 香気発生装置

火災信号を受けて香気を発生させる方式として、薬剤（ガス発生剤）の熱分解反応によっ

て発生するガスを利用し香料溶液を瞬時にミスト状に拡散させる方式を用いた。 試作した香

気発生装置を図4-9に示す。本装置は点火部に1アンペア以上の電流を通電する事により発熱

体が加熱し、その加熱によって内部に充填されたガス発生剤が熱分解反応を起こしガスを発

生する。なお、ガス発生剤は火薬類取締法には抵触しない“非火薬”組成物である。ガス発

生剤の反応によって発生したガスは、香料溶液を密封した樹脂チューブに圧力をかけ、香料

溶液のほぼ全量を押し出す。押し出された香料溶液は拡散ノズルを通過してミスト状の液滴

となって外部に放出される。 ガス発生剤の反応は非常に速く、通電から香料溶液の放出まで

1秒以内で完結する。また、ミスト状となった香料溶液は装置から約2mの位置まで放出され

る。ガス発生剤および点火部は自動車のエアバッグの膨張機構として使用実績のあるもので

あり、十分な信頼性のあるものと考える。

図4-9　試作した香気発生装置（左）と香気噴霧状況（右）

4.3.2 香気噴霧実験
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香気発生装置の噴霧性状を把握するため、香気発生装置を無風状態に設定した風洞内で作

動させ、香気の強度に応じて信号出力が変化する臭気センサー信号の時間変化を観測した。 

実験に使用した臭気センサーを図4-10に示す。

図4-11に香気噴霧実験の状況を示すとともに、図4-12に実験における香気発生装置および

臭気センサーの配置図を示す。香気発生装置は、噴霧口を床から1.5mの位置で香料溶液が水

平方向に吹き出すように設置した。また、臭気センサーは、香気発生装置の前方1mと2mの

距離に噴霧口より50cm上部ならびに50cm下部、噴霧口の正面から左右に50cm、100cm、

150cm、200cmの位置に合計10基設置した（図4-12中①～⑩）。 

　

風洞横幅
6000

1000
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1000

1500

2000

1000

2000

天井高さ
3000

2000

1000

1500

①、③、⑤

②、④、⑥

⑦、⑨

⑧、⑩

香気発生装置

1000

2000

①、②

③、④

⑤、⑥

⑦、⑧

⑨、⑩

○ 計測点　　　単位 [mm]

○ 計測点　　　単位 [mm]

拡散幅計測（断面図）

拡散距離計測（俯瞰図）

香気発生装置

図4-11 香気噴霧実験状況 図4-12 香気発生装置および臭気センサー

の配置図

本実験装置を用いた測定例として、ペパーミント（重量比95%）と酢酸（重量比5%）の水

溶液12mlを噴霧した時の臭気センサーの信号変化を図4-12に示す。香気の到達時点を“臭気

センサーの信号出力が急激に上昇した時点”と仮定して、図4-12でセンサー信号出力が急激

に上昇している部分（図4-13）に着目すると、噴霧後約18秒で計測点④に到達し、その後⑥

(23秒後)、②(27秒後)に到達し、以後①(30秒後)、⑧(36秒後)、⑦(42秒後)、③(52秒後)、⑤

(58秒後)、⑩(70秒後)、⑨(126秒後)の順で到達したと推定される。
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図4-12　臭気センサーの信号出力例

図4-13　臭気センサー信号出力が急激に上昇する時点の拡大図

噴霧口から等距離にあり、設置高さが噴霧口より50cm高い位置と50cm低い位置の香気到

達の早さを比較すると低い位置の方が早い。これは霧状に噴霧された水溶性香料が空気より

重いためと考えられる。

4.3.3 火災警報用香料

火災警報として噴霧する香料は、次の要件を満たすものとした。

人体に対して有害でない。

有害、有毒との不安を与えない。

燃焼しない。
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注意を引くにおいである。

この要件を満足する香気として、ペパーミント（重量比95%）、ジメチルサルファイド

（生ゴミ臭；重量比3%）、アリルイソチオ（ワサビの刺激成分；重量比2%）を混合した香

料を試作した。火災警報用の香料については、香料の種類や濃度と部屋の広さに対する人の

覚知特性、睡眠状態の人に対する覚醒効果などについて今後検討が必要である。

4.4 携帯メール火災通知用ソフトウエア

ホテルや旅館で火災が発生した場合、客室内の宿泊客に対して、警報ベル（地区ベル）や

非常放送で火災報知するとともに従業員が客室をまわりドアノックや声かけで宿泊客の避難

誘導が行われる。しかし警報ベル、非常放送、ドアノックおよび声かけのいずれも聴覚障害

者に対する警報や合図として適していない。 ホテルや旅館の中には聴覚障害者の火災安全等

を考慮して火災警報やドアノックに連動して灯りが点滅する照明器具やフラッシュランプ、

連動して振動する枕やクッションを準備しているところもあるが費用等の問題から普及して

いない。このような状況から、聴覚障害者に対する火災警報意識アンケート調査において、

ホテルや旅館に宿泊する時に火災を不安に思うかとの設問に対して約53.4%が不安に思うと

の回答があり（表3-11(a)）、ホテルや旅館を含めた施設に聴覚障害者向け火災報知機の設

置の働きかけに対して約71.3%が希望すると回答している（表3-14(b)）。そこで我々は、シ

ステム導入費用や運用費用が負担とならずにホテルや旅館に宿泊している聴覚障害者に火災

警報を行う方法として、携帯電話あてに火災警報を電子メールで配信するソフトウエアを開

発した。本ソフトウエアを用いた火災警報システムの概念図を図4-15に示す。

ホテル従業員が火災発生を確認

登録されているメールアドレスに、
火災通報メールを一斉配信

宿泊者が携帯電話の
振動で受信を確認

火災通報メールの確認により、
火災発生を確認

火災
発生

本システムの一斉通報アイコン
をダブルクリック

避難
開始

火災

発生

＜自火報受信機＞

＜ホテル従業員＞

＜本システム＞の操作

＜本システム＞

＜携帯電話通信会社＞

＜携帯電話＞

＜宿泊者＞

図4-15　携帯メール火災通知用ソフトウエアを用いた火災警報システム概要図
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4.4.1 携帯メール火災通知ソフトウエアの概要

本ソフトウエアは、Windows 98, Windows ME, Windows 2000, Windows XP上で動作する火

災通知専用の電子メール送信ソフトウエアである。 本ソフトウエアをインストールすると

パーソナルコンピュータの起動とともに同時に起動して常駐する。本ソフトウエアが常駐す

るとタスクトレイに専用アイコンが表示される（図4-15参照）。本ソフトウエアのメモリー

使用量は約6MBでありパーソナルコンピュータの大きな負担とはならない。

携帯メール火災通知用ソフトウエア
常駐アイコン

図4-15　携帯メール火災通知用ソフトウエアの常駐アイコン

図4-16 初期設定画面 図4-17 携帯メールアドレス帳画面

本ソフトウエアを使用する際は、ホテル・旅館の名称入力および電子メールサーバーを指

定する初期設定（図4-16参照）と携帯メール火災通知を希望する宿泊者の携帯メールアドレ

スの登録・削除が必要である。 

携帯メールアドレスは図4-17で示す画面で、宿泊者の氏名、携帯メールアドレス、チェッ

クイン日時ならびにチェックアウト日時を登録する。メールアドレスの削除は削除したい登

録行を選択した後に画面上部の「削除」ボタンを押して行う。画面上部の「個別テスト」ボ

タンは、選択したメールアドレスのみにテストメールを送信するためのもので、メールアド

レスの間違いや客室でメール受信ができるか否か等の確認で使用するために設けた。また、

画面右上の「避難訓練」ボタンはアドレス帳に登録されたメールアドレス全てに火災避難訓
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練のメールを送信するためのに設けた。なお、チェックイン・チェックアウトの情報は宿泊

期間が終了しているか否かの色分けに使用するだけであり、火災通知メールを送る・送らな

いの自動判別や、メールアドレス帳からの自動削除などには使用していない。これは、火災

通知メールの送信を 優先とし、また、手動操作を適度に残して本ソフトウエアの操作に不

慣れとなることを防止するためである。

火災通知メールの送信は、宿泊施設従業員のマウス操作により次の２操作で行う。

携帯メール火災通知ソフトウエア常駐アイコンをマウス左ボタンでダブルクリック（図

4-18参照）

一斉警報確認画面のOKボタンをマウス左ボタンでシングルクリック（図4-19参照）

一斉警報確認画面のOKボタンを押すと、図4-20に示す画面が現れてメールアドレス帳に

登録された全メールアドレスに火災通知メールが配信される。

図4-18 火災通知メールの送信開始 図4-19 一斉警報確認画面

図4-20 火災通知メール送信中の画面

4.4.2 携帯メール火災通知ソフトウエア使用時の注意

本ソフトウエアは、電子メールの送信が可能でインターネットプロバイダーに常時接続さ

れたパーソナルコンピュータが必要である。なお、操作は全てマウスで行うため特殊な周辺
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装置は不要である。

また、火災通知メールが携帯電話まで到達する間には、インターネットプロバイダーや携

帯電話通信会社の設備でのデータ処理作業を経るためメール着信に要する時間は不確定であ

る。従って、本ソフトウエアを使用する宿泊施設は試用調査を定期的に行い着信に要する時

間等を把握しておく必要がある。さらに、携帯電話のバッテリー切れや電波不良などで不着

となる可能性のあることを想定する必要がある。このように、本ソフトウエアを用いた火災

通知システムには警報手法として不確実な要素が含まれるため、自動火災報知設備や非常放

送設備の代替ではなく補助するシステムとして扱わなければならない。

4.4.3 携帯メール火災通知ソフトウエアの頒布

本ソフトウエアは、今後、聴覚障害者団体、宿泊施設の業界団体、学識経験者、消防防災

専門家等による性能評価を受けた後、消防研究所のホームページから無料ダウンロードによ

り利用可能とする予定である（平成１８年４月以降は後継組織である消防研究センターの

ホームページにて継続して公開予定）。

4.5 緊急通報機能を有する地域防災情報配信システム

聴覚障害者に対する火災警報意識アンケート調査の結果によると聴覚障害者に対応した火

災警報の希望とは別に、地震や台風などの大規模災害時に聴覚障害者向けの防災情報や避難

情報の提供希望の多いことがわかった。そこで我々はYOZAN株式会社と共同で、火災や急

病を知らせる緊急通報機能を有する改良型地域防災情報配信システムの開発を行った。

地域防災情報配信システムはYOZAN株式会社が開発したシステムで、市町村役場から地

域の防災情報、防犯情報、行政の広報等を文字やイラストで個人宅に設置されたグラフィッ

クパネル端末（可搬式）に表示するシステムである。 改良型地域防災情報配信システムは個

人宅で火災や急病が発生した際にグラフィックパネル端末から他のグラフィックパネル端末

に緊急通報の配信を可能とするシステムである。本システムの概念図を図4-21に、試作した

グラフィックパネル端末を図4-22に示す。

－36－



 

  

防災関係機関 

介護センタ

情報配信局

ページャ 

情報配信局

ページャ ボランティア

 

緊急

アンサーバッ

ク機能により

緊急通報！

下り回線（文字と簡易図） 
・平常時：一般的な地域情報・広報 
・緊急時：防災情報  

上り回線（押しボタン認識）
・平常時：情報確認等 
・緊急時：非常通報

自治体

緊急通報等を

予め登録した

先に同報通報

地域・組織等の

グループ別情報

を同報配信 

イ ン タ ー

ネット 

グラフィック

表示機能

図4-21 緊急通報機能を有する地域防災情報配信システム概念図

図4-22 緊急通報機能を有するグラフィックパネル端末

火災警報システムの無線ネットワーク化
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Ⅰ　調査の概要

１　調 査 目  的 聴覚障害者ならびに聾学校の火災安全に対する意識を把握し、警

報・通報機器開発の参考とする。

２　調 査 項  目

　　　　　　　　（個人対象調査）

(1) 火災不安の有無に関する設問 [Q1,Q2]

(2) 火災遭遇の経験に関する設問 [Q3-Q5]

(3) 火災報知用機器に関する設問 [Q6-Q11]

(4) 消防防災に関する設問 [Q12-Q15]

(5) 回答者の年齢、性別、職業等に関する設問 [Q16-Q20]

(6) 回答者の聴覚障害に関する設問  [Q21-Q25]

(7) 回答者の住居に関する設問 [Q26-Q27]

(8) 日常のコミュニケーション方法や使用機器に関する設問

[Q28-Q34]

(9) 回答者の連絡先 [Q35]

　　　　　　　　（聾学校対象調査）

(1) 回答者の役職に関する設問 [Q1]

(2) 沿革、生徒数、職員数等に関する設問 [Q2-Q6]

(3) 被災経験と火災不安の有無に関する設問[Q7-Q8]

(4) 情報伝達方法等に関する設問[Q9-Q20]

(5) 消防防災に関する設問[Q21-Q23]

３　調 査 対  象
　　　　　　　　（個人対象調査）

1500人

内訳

(1) (財)全日本聾唖連盟会員420人

(2) (社)全日本難聴者・中途失聴者団体連合会会員417人

(3) 聴覚障害者対象の催し物会場での個別調査663人

　　　　　　　　（聾学校対象調査）

107校（日本国内全校）
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４　調 査 時期 平成１５年２月～３月

５　調 査 方  法 調査票郵送ならびに調査員による個別面接聴取

６　調査実施委託機関 株式会社 ワールドパイオニア

７　回 収 結  果

　　　　　　　　（個人対象調査）

有効回収数（率） 1,407人（93.8%）

注）平成14年火災学会発表後に入手したアンケート回答を含む

　　　　　　　　（聾学校対象調査）

有効回収数（率） 84校（78.5%）
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個人アンケート結果
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属性（個人対象調査）(Q16～Q34)

100.0%1,40739664704合計
4.4%622322875歳以上

11.7%1654798265～74歳
20.5%289714214055～64歳
21.3%300315614145～54歳
16.5%23229413635～44歳
14.2%20021118725～34歳
9.2%1292468115～24歳
0.3%401315歳未満
1.8%261736無回答

無回答女性男性
割合（％）合計（人）性別（人）

年齢

年齢・性別 （Q16,Q18）

1,407　　　合計
11合計

米国海外
7070合計

無回答無回答
718101816201032131合計

沖縄鹿児島宮崎大分熊本長崎佐賀福岡九州・沖縄
17101122026151711129合計

高知愛媛香川徳島山口広島岡山島根鳥取中国・四国
102033202021124合計

和歌山奈良兵庫大阪京都滋賀近畿
1956279111合計

三重愛知静岡岐阜東海
20201210171998合計

長野山梨福井石川富山新潟甲信越・北陸
563484261105745619合計

神奈川東京千葉埼玉群馬栃木茨城関東
1018918211830124合計

福島山形秋田宮城岩手青森北海道北海道・東北
地域別人数(Q17)

100.01,407合計
5.881無回答

15.6220大学卒
0.11高専卒
0.11専門学校卒
0.45短大卒

67.2945高校卒
10.3145中学卒
0.69無就学

割合（％）度数（人） 
終学歴(Q19)

100.01,407合計
11.3159その他
17.8251無職
5.679自営業

34.0479会社員
20.3285主婦
6.997学生
4.157無回答

割合（％）度数（人） 
職業(Q20)

－47－



100.01,407合計
4.361無回答

11.7164加齢とともに
0.1175歳以上
0.91360-74歳
3.14345-59歳
2.63635-44歳
3.95522-34歳
2.33216-21歳
1.31813-15歳
7.51066-12歳

12.31733-5歳
15.62193歳未満
34.5486生まれつき

割合（％）度数（人） 
失聴年齢(Q22)

1,40734173444565119799290合計
74260120032715無回答
1041131321324722わからない
94131060107262822191- dB
2323043004637852770-90dB
450215426411140-69dB
111110201140-39dB

聴力レベル
合計無回答不明手帳

なし
6級5級4級3級2級1級障害等級 

障害等級・聴力レベル(Q23,Q24)

1,407394207184622合計
74505316無回答

10440291124わからない
9412598911148291- dB
2323568428770-90dB
45513161140-69dB
1153120-39dB

合計無回答声（話）の判
別可能

高 音 部 ま た
は 低音 部の
識別可能

音 が わ か る
程度

聴力レベル
聞こえの状態

聴力レベル・聞こえの状態(Q24,Q25)

1,407451018515480218733合計
51240241128無回答

2624653058573315同居者なし
1,0941736539273415210同居者あり

無回答
借家・
木造ア
パート

借家･戸
建

借家・マ
ンション

持家･戸
建

持家･マ
ンション

施設
合計

住まい

 同居者

同居者・住まい(Q26,Q27)

3.5%49人4.3%61人無回答
7.0%98人6.5%91人その他

49.5%697人44.6%627人口話（読話）
37.0%520人32.6%459人補聴器
66.5%936人33.5%471人筆談
62.0%872人58.3%820人手話指文字

家の外家の中
日頃のコミュニケーション方法(Q28)
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1.420記載なし
0.11空文字
0.11あらゆる方法
0.11声を大きくゆっくり話してもらう
0.11普通の人と同じコミュニケーション方法
0.11スピーチプロセッサ
0.11補聴器意味分かりません
0.11あまり会話しない
0.11側で話すようにしてもらう
0.11メール
0.11発声
0.11聴導犬がいる

0.11
手話の通じる相手の場合は手話。しかし中途失聴者間では手話が通用し
ない

0.11家では普通に話をする
0.12手話
0.12音声
0.12キュードサイン
0.23一人だからない
0.34大きな声
0.45会話
0.913ジェスチャー・身振り
1.927人工内耳

割合(%)度数（人）方法
家の中でのコミュニケーション方法：その他(Q21-A-その他)

0.811記載なし
0.11SPでわかりにくい
0.11補聴器は試したが合わず、使ってないので不便がある
0.11何もしないであいさつする程度
0.11以心伝心
0.11手話通訳の人に頼む
0.11あらゆる方法
0.11普通の人と同じコミュニケーション方法
0.11口話
0.11キュードスピーチ
0.11キュードサイン
0.11スピーチプロセッサ
0.11補聴援助ｼｽﾃﾑ（ループ等）
0.11トータルコミュニケーション
0.11パソコン通訳
0.11音声
0.11発声
0.11大きな声
0.12携帯で文字を打ち合う
0.12磁気ループ
0.12メール
0.12ノートテイク
0.12OHP
0.12聴覚障害者には手話
0.12空文字
0.45要約筆記
0.46会話
1.217身振り・手振り・ジェスチャー
2.028人工内耳

割合(%)度数（人）方法
家の外でのコミュニケーション方法：その他(Q21-B-その他)
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3789711224224.158聴覚障害者用ラジオ
3959512211284.361ポケットベル
391946372310570緊急通報装置
3759265040167.5106聴覚障害者用緊急放送受信テレビ
3808992662409.1128無線振動呼出器
36389967403810.3145火災感知器
36889039258510.6149難聴者用電話機
3185671662832837.1522メモ帳/簡易筆談器
31153512024020139.9561ドアチャイム
27051210936914744.4625屋内信号装置
27949213429320945.2636聴覚障害者用目覚まし時計
2793581601459654.7770パソコン
2402332011372066.4934携帯電話/PHS
23024020853419566.6937補聴器
15922418861821872.81,024文字放送テレビ(デコーダを含む)
17713420558031177.91,096聴覚障害者用通信装置(FAX含む)

記載なし福祉給付自費購入割合(%)度数
入手方法合計

無
回
答

持っ
てい
ない

持っている
生活で使用している機器(Q29)

100.01,407合計
5.476無回答

30.3427使用していない
28.9407（車の運転など）必要なときだけ
35.3497起きている間はいつも

割合（%）度数（人） 使用状況
補聴器の使用(Q31)

8.71220.91221.830768.7966テレビ
16.32306.79457.981419.1269雑誌
3.6512.83920.228473.41,033新聞

割合(%)度数(人)割合(%)度数(人)割合(%)度数(人)割合(%)度数(人)
無回答読まない（見ない）時々読む（見る）毎日読む（見る）

新聞などは読んでいますか(Q32)

2.636無回答
5.273その他

53.2748字幕付き番組だけ
14.6206音楽
58.3820スポーツ
69.8982娯楽(ドラマ･映画）
33.4470教養番組
89.81,264ニュース

割合(%)度数(人)番組
テレビで見ている番組(Q33)

100.01,407合計
6.794無回答

16.1227加入していない
77.21,086加入している

割合(%)度数(人) 
障害者団体加入(Q34)
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９　火災や防火について（個人対象調査）(Q01～Q15)

100.01,407合計
5.374無回答

21.0295心配しない
73.81,038心配する

割合(%)度数(人) 
火災の心配(Q01)

9.9139その他
33.2467乗り物（飛行機やバス）に乗っているとき
53.4751ホテル、旅館に宿泊するとき
26.2369大きな建物にいるとき
15.4217職場にいるとき
35.5500自宅にいるとき
68.0957自宅で就寝するとき

割合(%)度数(人)
心配する

火災を気にすることがある場合(Q02)

100.01,407合計
2.637無回答

60.0844火災経験なし
37.4526火災経験あり

割合(%)度数(人) 
火災（ボヤを含む）に遭遇した経験（近くで見た場合も含む）(Q03)

100.0526合計
7.238無回答
8.243知らなかった

10.1536時間以内
39.020530分以内
35.618710分以内

割合(%)度数(人)
火災（ボヤを含む）発生からその火災を知った時間(Q04)

(*) 火災（ボヤ）経験者数に対する割合
23.4%123その他
2.1%11消防士訪問
4.0%21非常ベル
4.6%24テレビ・ラジオ
5.5%29電話FAX
7.2%38新聞
8.6%45知人訪問

21.5%113外雰囲気違い
23.4%123におい
25.5%134消防車
38.0%200煙・炎

割合(*)度数(人)
火災（ボヤを含む）を知った方法(Q05)
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3326.614.426割合(%)
465374202366度数(人)

におい

21.314.68.255.9割合(%)
299206115787度数(人)

振動

1912.27.161.7割合(%)
267172100868度数(人)

光

34.525.327.212.9割合(%)
486356383182度数(人)

音増幅

無回答わからない有効でない有効である
火災を知るのに有効な方法(Q06)

3.650その他の臭い
9.5134未経験臭

21.3299刺激臭
32.8461焦げ臭

においでめざめる

6.085その他の振動
43.3609振動時計
50.6712振動ベッド

振動でめざめる

4.056その他の光
20.5288ランプ点灯
41.3581光点滅

光でめざめる

5.071その他の音
24.1339太鼓
2.636ことば
8.2115救急車サイレン
9.8138非常ベル

音でめざめる

割合(%)度数(人)
目覚められると思う方法(Q07)

3.347無回答
3.955ほしくない

92.81,305ほしい
割合(%)度数(人)

聴覚障害者に火災を知らせる機器ができたらほしいですか(Q08)

100.01,305100.055合計
5.16610.96無回答

14.01835.535000円以下
33.543723.6133000円以下
30.339616.491000円以下
17.122343.624負担するなら要らない

割合(%)度数(人)割合(%)度数(人)
Q08でほしいと答えた人Q08でほしくないと答えた人

火災を知らせる機器の維持のために負担できる1年間の費用(Q09)
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100.01,305100.055合計
3.44414.58無回答
6.88912.77その他

53.670045.525給付するべき
8.01053.62値段に関係なく購入
6.2811.81多少高くても購入

21.928621.812あまり高くなければ購入
割合(%)度数(人)割合(%)度数(人)

Q08でほしいと答えた人Q08でほしくないと答えた人
聴覚障害者に火災を知らせる機器が製品化されたら購入しますか(Q10)

3.549無回答
4.462その他

24.2340知人から
55.9786障害者団体
31.0436テレビ
40.0563新聞など
19.8278インターネット
33.5472役所

割合(%)度数(人)
防災（機器やサービス）などに関する情報はどこから得ますか(Q11)

100.01,407合計
2.231無回答

37.0520受けたことない
60.8856受けたことある

割合(%)度数(人) 
防災訓練などを受けたことがありますか(Q12)

16.12276.89577.11,085防災避難訓練の手話通訳
12.41755.67981.91,153TV文字放送緊急報知
14.11988.512077.41,089FAX等による防災情報通知
13.71939.313177.01,083就寝中の緊急報知
20.428710.414669.2974消防･救急車両出動状況確認
17.62488.011374.31,046電子メールで通報

割合(%)度数(人)割合(%)度数(人)割合(%)度数(人)
無回答不要必要

ほしい消防関係のシステム(Q13)

2.130その他
58.6824消防署内の要約筆記や手話講習会の開催
71.31,003ホテルや旅館を含めた施設に聴覚障害者向け火災報知機の設置を働きかけ
74.91,054緊急時にテレビ放送に手話や字幕をつけるようテレビ局へ働きかけ
66.9941災害時の手話通訳筆記通訳派遣
66.0928聴覚障害者用火災報知機給付の働きかけ
50.2707見てわかる防災放送
62.6881災害情報システム確立
66.2932地域住民の聴覚障害者への理解
62.7882聴覚障害者用緊急マニュアル作成
68.4962消防署への通報システムの確立
67.9956防災商品やサービスの紹介

割合(%)度数(人)
消防署、消防行政などにしてほしいこと(Q14)
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クロス集計　
　
アンケートの回答に対して次のクロス集計を行った。

クロス集計-1 有効な火災警報と聴力レベル（問 6－問 23）

クロス集計-2 身体障害の等級と有効な火災警報（問 6－問 24）

クロス集計-3 補聴器の使用傾向と有効な火災警報（問 6－問 31）

クロス集計-4 問 6有効な火災警報と人工内耳使用の有無

クロス集計-5 目覚めるのに有効な方法（音）と聴力レベル（問 7－問 23）

クロス集計-6 目覚めるのに有効な方法（光）と聴力レベル（問 7－問 23）

クロス集計-7 目覚めるのに有効な方法（振動）と聴力レベル（問 7－問 23）

クロス集計-8 目覚めるのに有効な方法（臭気）と聴力レベル（問 7－問 23）

クロス集計-9 補聴器の使用傾向と目覚めるのに有効な方法（問 7－問 31）

クロス集計-10 問 7目覚めるのに有効な方法と人工内耳使用の有無

クロス集計-11 防災訓練への参加と失聴年齢（問 12－問 22）

クロス集計-12 同居者の有無と欲しい消防関係のシステム（問 26－問 13）

クロス集計-13 同居者の有無と消防署、消防行政等にして欲しいこと（問 26－問 14）

クロス集計-14 手話を使っている人と失聴年齢（問 28－問 22）
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クロス集計の差の検定方法　
　
二項分布の推測は、母不良率の推測を用いればよい。大きさ nのサンプル中の不良率 p

の期待値と分散は、

期待値　E(p) = P 　

分散　 V(p) =
P (P − 1)

n

となり、同じ期待値と分散である正規分布に近似すれば、不良率の推測が近似的に行え
る。ここでは、二つの母不良率の差の検定を用いた。

1) 仮説の設定　H0 : PA = PB , H1 : PA ̸= PB

2) 大きさ nA , nBのサンプル中の不良個数 rA , rBより、それぞれの不良率 pA , pBを
求める。

3) 不良率の平均　 p̄ =
(rA + rB)

(nA + nB)

4) u =
(pA − pB)√

p̄(1 − p̄) ·
√

1

nA

+
1

nB

5) |u| ≥ 1.96ならばH0を棄却する（危険率 5%で二つの母不良率に差がある。）。

　
参考文献　品質管理、谷津進、朝倉書店 (1988)
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クロス集計-1 有効な火災警報と聴力レベルのクロス集計（問 6－問 23）

縦軸の項目は、警報種類に対してある聴力レベルの人の答えを表している。例えば、縦
軸の項目の「におい　無回答」とは、

・
に
・
お
・
いによる警報方法に対して聴力レベルを答えな

かった人の意見を表している。聞こえにくさの程度は 91- dBのグループが最も重い。聴
力レベル 0-39dBの人数が少ないため、ここでは主な比較の対象から外した。
音増幅では、「音増幅　 70-90dB」に対して「音増幅　 91- dB」が u=3.43となり、有

効と感じる人の割合に有意な差があった。聞こえにくさが上がるに連れ、有効と感じる人
の割合が減少した。
光での警報では、聴力レベルと有効と感じる人の割合には、有意な差はなかったが、聞

こえにくさが上がるに連れ、有効と感じる人の割合が増加した。
振動では、「振動　 70-90dB」に対して「振動　 91- dB」が u=2.92となり、有効と感

じる人の割合に有意な差があった。聞こえにくさが上がるに連れ、有効と感じる人の割合
が増加した。
刺激臭や未経験臭では、聴力レベルと有効と感じる人の割合には、有意な差はなかった

が、聞こえにくさが上がるに連れ、有効と感じる人の割合はわずかに現象傾向を示した。
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有効な火災警報と聴力レベル（問 6－問 23）
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5

12
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27
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5

17

81
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35

42

0% 20% 40% 60% 80% 100%

音増幅　0-39dB 　

音増幅　40-69dB　

音増幅　70-90dB　

音増幅　91- dB　　

音増幅　わからない

音増幅　無回答　　

光　0-39dB　

光　40-69dB 

光　70-90dB 

光　91- dB　 

光　わからない

光　無回答　　

振動　0-39dB　

振動　40-69dB 

振動　70-90dB 

振動　91- dB　　

振動　わからない

振動　無回答　　

におい　0-39dB　

におい　40-69dB 

におい　70-90dB 

におい　91- dB　　

におい　わからない

におい　無回答　　

有効　　　 有効でない 分からない 無回答　　
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クロス集計-2 身体障害の等級と有効な火災警報のクロス集計（問 6－問 24）

身体障害の等級の違いにより有効と感じる火災警報に違いがあるのかを集計した。
縦軸の項目は、警報の種類に対してある身体障害の等級の人の答えを表している。例え

ば、縦軸の項目の「におい　無回答」とは、
・
に
・
お
・
いによる警報に対して身体障害の等級を

答えなかった人の意見を表している。身体障害の等級は、５級および６級の人数が少ない
ため、１級から４級までの比較を主に行った。障害の程度は１級が最も重い。
音増幅では、「音増幅　１級」に対して「音増幅　３級」が u=4.37、「音増幅　１級」

に対して「音増幅　４級」が u=6.23となり有効と感じる人の割合に有意な差があった。
音増幅では、障害の等級が上がるほど有効であると言う意見が有意に現象する。光では、
「光　１級」に対して「光　３級」が u=1.56となり有効と感じる人の割合にある程度大
きな差があった。その他「振動」、「におい」では、身体障害の等級と有効と感じる意見の
間に有意な差はみられなかった。
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身体障害の等級と有効な火災警報（問 6－問 24）
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

音増幅　1級　　

音増幅　2級　　

音増幅　3級　　

音増幅　4級　　

音増幅　5級　　

音増幅　6級　　

音増幅　手帳なし

音増幅　不明　　

音増幅　無回答　

光　1級　　

光　2級　　

光　3級　　

光　4級　　

光　5級　　

光　6級　　

光　手帳なし

光　不明　　

光　無回答　

振動　1級　　

振動　2級　　

振動　3級　　

振動　4級　　

振動　5級　　

振動　6級　　

振動　手帳なし

振動　不明　　

振動　無回答　

におい　1級　　

におい　2級　　

におい　3級　　

におい　4級　　

におい　5級　　

におい　6級　　

におい　手帳なし

におい　不明　　

におい　無回答　

有効　　　 有効でない 分からない 無回答　　
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クロス集計-3 補聴器の使用傾向と有効な火災警報についてのクロス集計
　　　　　　（問 6－問 31）

１日の中でどのように補聴器を使っているかにより、火災警報がどのようなものであれ
ば警報に気がつくと感じているかを集計した。
縦軸の項目は、有効な火災警報の種類に対して補聴器の使用傾向別の人の答えを表し

ている。例えば、縦軸の項目の「におい　補聴器無回答」とは、
・
に
・
お
・
いによる火災警報に

対して補聴器の使用に無回答であった人の意見を表している。
音増幅による警報では、補聴器を起きている間はいつも着けている人と使用していな

い人では有効と感じる人の割合が u=5.04と大きく有意に違いが出た。補聴器を使用して
いない人では、有効と感じる人の割合が非常に少ない。光による警報では、補聴器の使用
頻度により有効と感じる人の割合で有意な差はなかった。振動による警報では、補聴器を
起きている間はいつも使用している人と必要なときだけ使用する人を比べた時、u=1.92

で有意とまではいかないが、それに近い違いがでた。
・
に
・
お
・
いによる警報では、補聴器の使

用頻度が低いひとほど有効と感じる割合が増加した。補聴器を起きている間はいつも使用
している人と使用していない人の間では u=1.97で有意に差がでた。補聴器を使用してい
ない人の方が、有効と感じた割合が多かった。

補聴器の使用傾向と有効な火災警報（問 31－問 6）

9448328 31825126237 2932142423811710512519
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0% 20% 40% 60% 80% 100%Q06音増幅　補聴器いつもQ06音増幅　補聴器必要時Q06音増幅　補聴器不使用Q06音増幅　補聴器無回答Q06光　補聴器いつもQ06光　補聴器必要時Q06光　補聴器不使用Q06光　補聴器無回答Q06振動　補聴器いつもQ06振動　補聴器必要時Q06振動　補聴器不使用Q06振動　補聴器無回答Q06におい　補聴器いつもQ06におい　補聴器必要時Q06におい　補聴器不使用Q06におい　補聴器無回答 有効　　　 無効　　　 分からない 無回答　
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クロス集計-4 問 6有効な火災警報と人工内耳使用の有無でのクロス集計

人工内耳を使用している人とそうでない人によって、火災警報として何が有効であると
感じているかを集計した。人工内耳を使用している人の抽出は、自由記述欄やその他の欄
への記述内容に依った。
縦軸の項目は、有効な火災警報の方法に対して人工内耳使用の有無別の人の答えを表

している。例えば、縦軸の項目の「におい　人工内耳なし」とは、
・
に
・
お
・
いによる火災警報

に対して人工内耳を使用していない人の意見を表している。
音増幅では人工内耳使用の有無によって、有効と感じる人の割合に、u=2.38で有意に

差があった。振動による警報では、人工内耳使用の有無によって、有効と感じる人の割合
に、u=2.44で有意に差があった。光と

・
に
・
お
・
いについては、有効と感じる人の割合に有意

な差はみられなかった。

問 6有効な火災警報と人工内耳使用の有無
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

Q06音増幅　人工内耳あり

Q06音増幅　人工内耳なし

Q06光　人工内耳あり

Q06光　人工内耳なし

Q06振動　人工内耳あり 

Q06振動 　人工内耳なし

Q06におい　人工内耳あり

Q06におい　人工内耳なし

有効　　　 有効でない 分からない 無回答　　
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クロス集計-5 目覚めるのに有効な方法（音）と聴力レベルのクロス集計
　　　　　　（問 7－問 23）

縦軸の項目は、目覚めの方法に対してある聴力レベルの人の答えを表している。例え
ば、縦軸の項目の「太鼓　無回答」とは、太鼓の音に対して聴力レベルを答えなかった人
の意見を表している。聞こえにくさの程度は 91- dBのグループが最も重い。聴力レベル
0-39dBの人数が少ないため、ここでは主な比較の対象から外した。
非常ベルでは、「非常ベル　 40-69dB」に対して「非常ベル　 70-90dB」が u=3.83、「非

常ベル　 40-69dB」に対して「非常ベル　 91- dB」」が u=9.13となり有効と感じる人の
割合に有意な差があった。聞こえにくさが上がるに連れ、有効と感じる人が有意に減少
した。
救急車のサイレン音では、「救急車サイレン音　 40-69dB」に対して「救急車サイレン

音　 70-90dB」が u=3.05、「救急車サイレン音　 40-69dB」に対して「救急車サイレン音
　 91- dB」」が u=6.42となり有効と感じる人の割合に有意な差があった。聞こえにくさ
が上がるに連れ、有効と感じる人が有意に減少した。
ことばでは、「ことば　 40-69dB」に対して「ことば　 91- dB」」が u=3.21となり有効

と感じる人の割合に有意な差があった。聞こえにくさが上がるに連れ、有効と感じる人が
有意に減少した。
太鼓の音では、聴力レベルの違いにより有効と感じる人の割合に有意な差はなかった

が、聞こえにくさの程度が上がると有効と感じる割合は減少した。
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目覚めるのに有効な方法（音）と聴力レベル（問 7－問 23）
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0% 20% 40% 60% 80% 100%非常ベル　0-39dB　非常ベル　40-69dB非常ベル　70-90dB非常ベル　91- dB　非常ベル　わからない非常ベル　無回答　　救急車サイレン　0-39dB　救急車サイレン　40-69dB救急車サイレン　70-90dB救急車サイレン　91- dB　救急車サイレン　わからない救急車サイレン　無回答　　ことば　0-39dB　ことば　40-69dBことば　70-90dBことば　91- dB　ことば　わからないことば　無回答　　太鼓　0-39dB　太鼓　40-69dB太鼓　70-90dB太鼓　91- dB　太鼓　わからない太鼓　無回答　　 有効　　　 有効でない
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クロス集計-6 目覚めるのに有効な方法（光）と聴力レベルのクロス集計
　　　　　　（問 7－問 23）

縦軸の項目は、目覚めの方法に対してある聴力レベルの人の答えを表している。例え
ば、縦軸の項目の「光点灯　無回答」とは、光の点灯に対して聴力レベルを答えなかった
人の意見を表している。聞こえにくさの程度は 91- dBのグループが最も重い。聴力レベ
ル 0-39dBの人数が少ないため、ここでは主な比較の対象から外した。
光の点滅では、「光点滅　 70-90dB」に対して「光点滅　 91- dB」が u=2.05となり、有

効と感じる人の割合に有意な差があった。「光点滅　 40-69dB」に対して「光点滅　 91-

dB」」が u=1.83となり有効と感じる人の割合に有意とは言えないがある程度の差があっ
た。聞こえにくさが上がるに連れ、有効と感じる人の割合が増加した。
光の点灯では、聴力レベルと有効と感じる人の割合には、有意な差はなかった。

目覚めるのに有効な方法（光）と問 23聴力レベル
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

光点滅　0-39dB　

光点滅　40-69dB

光点滅　70-90dB

光点滅　91- dB　

光点滅　わからない

光点滅　無回答　　

光点灯　0-39dB　

光点灯　40-69dB

光点灯　70-90dB

光点灯　91- dB　

光点灯　わからない

光点灯　無回答　　

有効　　　 有効でない
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クロス集計-7 目覚めるのに有効な方法（振動）と聴力レベルのクロス集計
　　　　　　（問 7－問 23）

縦軸の項目は、目覚めの方法に対してある聴力レベルの人の答えを表している。例え
ば、縦軸の項目の「振動時計　無回答」とは、振動時計に対して聴力レベルを答えなかっ
た人の意見を表している。聞こえにくさの程度は 91- dBのグループが最も重い。聴力レ
ベル 0-39dBの人数が少ないため、ここでは主な比較の対象から外した。
振動するベッドでは、「振動ベッド　 70-90dB」に対して「振動ベッド　 91- dB」が

u=2.76となり、振動ベッド　 40-69dB」に対して「振動ベッド　 91- dB」が u=3.13とな
り有効と感じる人の割合に有意な差があった。聞こえにくさが上がるに連れ、有効と感じ
る人の割合が増加した。
振動時計では、聴力レベルと有効と感じる人の割合には、有意な差はなかったが、聞こ

えにくさが上がるに連れ、有効と感じる人の割合が増加した。

目覚めるのに有効な方法（振動）と聴力レベル（問 7－問 23）
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

振動ベッド　0-39dB　

振動ベッド　40-69dB

振動ベッド　70-90dB

振動ベッド　91- dB　

振動ベッド　わからない

振動ベッド　無回答　　

振動時計　0-39dB　

振動時計　40-69dB

振動時計　70-90dB

振動時計　91- dB　

振動時計　わからない

振動時計　無回答　　

有効　　　 有効でない
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クロス集計-8 目覚めるのに有効な方法（臭気）と聴力レベルのクロス集計
　　　　　　（問 7－問 23）

縦軸の項目は、目覚めの方法に対してある聴力レベルの人の答えを表している。例え
ば、縦軸の項目の「未経験臭　無回答」とは、未経験の

・
に
・
お
・
いに対して聴力レベルを答え

なかった人の意見を表している。聞こえにくさの程度は 91- dBのグループが最も重い。
聴力レベル 0-39dBの人数が少ないため、ここでは主な比較の対象から外した。
焦げ臭では、「焦げ臭　 40-69dB」に対して「焦げ臭　 91- dB」が u=1.69となり、有

効と感じる人の割合に有意とは言えないがある程度の差があった。聞こえにくさが上がる
に連れ、有効と感じる人の割合が減少した。
刺激臭や未経験臭では、聴力レベルと有効と感じる人の割合には、有意な差はなかった

が、聞こえにくさが上がるに連れ、有効と感じる人の割合はわずかに増加傾向であった。

目覚めるのに有効な方法（臭気）と聴力レベル（問 7－問 23）
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

焦げ集　0-39dB　

焦げ集　40-69dB

焦げ集　70-90dB

焦げ集　91- dB　

焦げ集　わからない

焦げ集　無回答　　

刺激臭　0-39dB　

刺激臭　40-69dB

刺激臭　70-90dB

刺激臭　91- dB　

刺激臭　わからない

刺激臭　無回答　　

未経験臭　0-39dB　

未経験臭　40-69dB

未経験臭　70-90dB

未経験臭　91- dB　

未経験臭　わからない

未経験臭　無回答　　

有効　　　 有効でない
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クロス集計-9 補聴器の使用傾向と目覚めるのに有効な方法のクロス集計
　　　　　　（問 7－問 31）

１日の中でどのように補聴器を使っているかにより、目覚ましに有効と考えられる方法
がどのようなものであると感じているかを集計した。「補聴器いつも」の表現は、起きて
いる間はいつも使用していることを表す。就寝中は、外しているのが原則である。
縦軸の項目は、目覚めるのに有効な方法に対して補聴器の使用傾向別の人の答えを表

している。例えば、縦軸の項目の「未経験臭　補聴器無回答」とは、未経験な
・
に
・
お
・
いによ

る目覚ましに対して補聴器の使用に無回答であった人の意見を表している。
非常ベルの音では、「補聴器いつも」に対して「補聴器必要時」と「補聴器不使用」が

u=3.79と u=2.24となり有効と感じる人の割合に有意な差があった。救急車のサイレン音
では、「補聴器いつも」に対して「補聴器不使用」が u=2.48となり、有効と感じる人の
割合に有意な差があった。太鼓の音では、「補聴器いつも」に対して「補聴器不使用」が
u=2.04となり有効と感じる人の割合に有意な差があった。光の点滅では、補聴器の使用傾
向による有効と感じる人の割合に有意な差は見られなかったが、「補聴器いつも」に対し
て「補聴器必要時」が u=1.86となり、有効と感じる人の割合に大きめの差が認められた。
振動ベッドでは、「補聴器いつも」に対して「補聴器不使用」がu=1.94となり、有効と感
じる人の割合に大きめの差があった。その他の方法では、補聴器の使用傾向により、その
方法が有効と感じる人の割合に有意な差は見られなかった。太鼓の音、光の点滅、ランプ
の点灯、振動時計、焦げ臭では、「補聴器必要時」の人が有効と感じた割合が高かった。
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補聴器の使用傾向と目覚めるのに有効な方法（問 7－問 31）
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Q07非常ベル　補聴器いつも

Q07非常ベル　補聴器必要時

Q07非常ベル　補聴器不使用

Q07非常ベル　補聴器無回答

Q07救急車サイレン　補聴器いつも

Q07救急車サイレン　補聴器必要時

Q07救急車サイレン　補聴器不使用

Q07救急車サイレン　補聴器無回答

Q07ことば　補聴器いつも

Q07ことば　補聴器必要時

Q07ことば　補聴器不使用

Q07ことば　補聴器無回答

Q07太鼓の音　補聴器いつも

Q07太鼓の音　補聴器必要時

Q07太鼓の音　補聴器不使用

Q07太鼓の音　補聴器無回答

Q07光点滅　補聴器いつも

Q07光点滅　補聴器必要時

Q07光点滅　補聴器不使用

Q07光点滅　補聴器無回答

Q07ランプ点灯　補聴器いつも

Q07ランプ点灯　補聴器必要時

Q07ランプ点灯　補聴器不使用

Q07ランプ点灯　補聴器無回答

Q07振動ベッド　補聴器いつも

Q07振動ベッド　補聴器必要時

Q07振動ベッド　補聴器不使用

Q07振動ベッド　補聴器無回答

Q07振動時計　補聴器いつも

Q07振動時計　補聴器必要時

Q07振動時計　補聴器不使用

Q07振動時計　補聴器無回答

Q07焦げ臭　補聴器いつも

Q07焦げ臭　補聴器必要時

Q07焦げ臭　補聴器不使用

Q07焦げ臭　補聴器無回答

Q07刺激臭　補聴器いつも

Q07刺激臭　補聴器必要時

Q07刺激臭　補聴器不使用

Q07刺激臭　補聴器無回答

Q07未経験臭　補聴器いつも

Q07未経験臭　補聴器必要時

Q07未経験臭　補聴器不使用

Q07未経験臭　補聴器無回答

有効　　　 有効でない
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クロス集計-10 問 7目覚めるのに有効な方法と人工内耳使用の有無でのクロス集計

人工内耳を使用している人とそうでない人によって、就寝中の目覚ましの方法として何
が有効であると感じているかを集計した。人工内耳を使用している人の抽出は、自由記述
欄やその他の欄への記述内容に依った。
縦軸の項目は、目覚めるのに有効な方法に対して人工内耳の有無別の人の答えを表し

ている。例えば、縦軸の項目の「未経験臭　人工内耳なし」とは、未経験臭による目覚ま
しの方法に対して人工内耳を使用していない人の意見を表している。
ことばによる目覚まし方法では人工内耳使用の有無によって、有効と感じる人の割合

に、u=2.3で有意に差があった。ランプ点灯による目覚まし方法では、人工内耳使用の有
無によって、有効と感じる人の割合に、u=2.1で有意に差があった。振動ベッドによる目
覚まし方法では、人工内耳使用の有無によって、有効と感じる人の割合に、u=2.7で有意
に差があった。その他の方法については、人工内耳使用の有無によって、有効と感じる人
の割合に有意な差はみられなかった。

問 7目覚めるのに有効な方法と人工内耳使用の有無
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

Q07非常ベル　人工内耳あり 

Q07非常ベル　人工内耳なし

Q07救急車サイレン　人工内耳あり

Q07救急車サイレン　人工内耳なし

Q07ことば　人工内耳あり

Q07ことば　人工内耳なし

Q07太鼓 　人工内耳あり

Q07太鼓 　人工内耳なし

Q07光点滅　人工内耳あり

Q07光点滅　人工内耳なし

Q07ランプ点灯　人工内耳あり

Q07ランプ点灯　人工内耳なし

Q07振動ベッド　人工内耳あり

Q07振動ベッド　人工内耳なし

Q07振動時計　人工内耳あり

Q07振動時計　人工内耳なし

Q07焦げ臭　人工内耳あり

Q07焦げ臭　人工内耳なし

Q07刺激臭　人工内耳あり

Q07刺激臭　人工内耳なし

Q07未経験臭　人工内耳あり

Q07未経験臭　人工内耳なし

有効　　　 有効でない
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クロス集計-11 防災訓練への参加と失聴年齢のクロス集計（問 12－問 22）

失聴年齢によって、防災訓練や避難訓練に参加した経験に差があるのかどうかを集計し
た。全体の 63％が訓練を受けたことがあると回答している。5歳未満で失聴した人が多
いため、この人たちの訓練を受けたことがある人数の多さで、全体平均が上がっている。
失聴年齢が上がるに連れ、40％くらいに下がってしまう。

防災訓練への参加と失聴年齢（問 12－問 22）
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

生まれつき

0～5歳未満

5～10歳未満

10～15歳未満

15～20歳未満

20～25歳未満

25～30歳未満

30～35歳未満

35～40歳未満

40～45歳未満

45～50歳未満

50～55歳未満

55～60歳未満

60～65歳未満

65～70歳未満

70～75歳未満

75歳以上

合計

失
聴

年
齢

Q12防災訓練受けたことあり Q12防災訓練受けたことなし
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クロス集計-12 同居者の有無と欲しい消防関係のシステムのクロス集計
　　　　　　（問 26－問 13）

聴覚障害者が欲しいと思う消防関係のシステムは、同居者がいる場合といない場合で
違いがあるのかを検証した。
縦軸の項目は、欲しい消防関係のシステムの種類に対して同居者のある人またはない

人の答えを表している。例えば、縦軸の項目の「防災避難訓練の手話通訳　同居者なし」
とは、防災避難訓練時における手話通訳者の派遣に対して同居者はいないと答えた人の意
見を表している。
「防災避難訓練時における手話通訳者の派遣」については、u=2.41で同居者の有無に

より有意な差がみられる。同居者なしの方が「必要」と答えた人の割合が低かった。その
他の質問項目については、差はみられなかった。

同居者の有無と欲しい消防関係のシステム（問 26－問 13）

826188758187844203851204909209861188

828282822525252511511511511523232323 99999999292929298989898926262626 58585858
161616166767676723232323

186492215215130154321273716651

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%Q13電子メールで通報　同居者ありQ13電子メールで通報　同居者なし Q13消防･救急車両出動状況確認同居者ありQ13消防･救急車両出動状況確認同居者なしQ13就寝中の緊急報知　同居者あり Q13就寝中の緊急報知　同居者なし Q13FAX等による防災情報通知同居者ありQ13FAX等による防災情報通知同居者なしQ13TV文字放送緊急報知　同居者ありQ13TV文字放送緊急報知　同居者なしQ13防災避難訓練の手話通訳同居者ありQ13防災避難訓練の手話通訳同居者なし 必要　　 必要ない 無回答　
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クロス集計-13 同居者の有無と消防署、消防行政等にして欲しいことのクロス集計
　　　　　　（問 26－問 14）

聴覚障害者が消防署、消防行政等にしてほしいことは、同居者がいる場合といない場合
で違いがあるのかを検証した。
縦軸の項目は、消防署、消防行政等にしてほしいことに対して同居者のある人またはな

い人の答えを表している。例えば、縦軸の項目の「消防署内の要約筆記や手話講習　同居
者なし」とは、消防署内の要約筆記や手話に関する講習会の開催に対して同居者はいない
と答えた人の意見を表している。
「緊急時の対応マニュアルを作成し聴覚障害者へ説明する」(u=2.25)、「地域住民の聴

覚障害者への理解を広める」(u=1.96)、「災害時の手話通訳、筆記通訳の派遣体制を確立」
(U=3.33)、「緊急時、テレビに手話や字幕をつけるように働きかける」(u=2.38)について
は、同居者の有無により有意な差がみられる。同居者なしの方がそれぞれの項目で「必
要」と答えた人の割合が低かった。その他の質問項目については、有意な差はみられな
かった。

同居者の有無と消防署、消防行政等にして欲しいこと（問 26－問 14）
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Q14防災用品やサービスの紹介　同居者あり

Q14防災用品やサービスの紹介　同居者なし

Q14消防署への通報システムの確立　同居者あ

り

Q14消防署への通報システムの確立　同居者な

し

Q14聴覚障害者用緊急マニュアル作成　同居者

あり

Q14聴覚障害者用緊急マニュアル作成　同居者

なし

Q14地域住民の聴覚障害者への理解　同居者あ

り

Q14地域住民の聴覚障害者への理解　同居者な

し

Q14災害情報システム確立　同居者あり

Q14災害情報システム確立　同居者なし

Q14見てわかる防災放送　同居者あり

Q14見てわかる防災放送　同居者なし

Q14聴覚障害者用火災報知機給付の働きかけ

同居者あり

Q14聴覚障害者用火災報知機給付の働きかけ

同居者なし

Q14災害時の手話通訳筆記通訳派遣　同居者あ

り

Q14災害時の手話通訳筆記通訳派遣　同居者な

し

Q14緊急時にテレビ放送に手話や字幕　同居者

あり

Q14緊急時にテレビ放送に手話や字幕　同居者

なし

Q14ホテルや旅館等に聴覚障害者用火災報知機

同居者あり

Q14ホテルや旅館等に聴覚障害者用火災報知機

同居者なし

Q14消防署内の要約筆記や手話講習　同居者あ

り

Q14消防署内の要約筆記や手話講習　同居者な

し

必要　　　 不要　　　
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クロス集計-14 手話を使っている人と失聴年齢のクロス集計（問 28－問 22）

日常的に手話を使っている人は、問 28の回答から「手話・指文字」を選んだ人の合計
である。手話を使っている人は、全体の 80％である。15歳未満で失聴した人の 80％以
上が手話を使うことができる。失聴年齢が上がるにつれ手話を使う人の割合が低下し、60

歳以上では 30％ほどになる。

手話を使っている人と失聴年齢（問 28－問 22）
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生まれつき

0～5歳未満
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10～15歳未満

15～20歳未満

20～25歳未満

25～30歳未満

30～35歳未満

35～40歳未満

40～45歳未満

45～50歳未満
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55～60歳未満

60～65歳未満

65～70歳未満

70～75歳未満

75歳以上

合計

失
聴
年
齢

－ 73 －



　
考察

• 補聴器を使用している人でさえも、音による警報には期待していない。
（クロス集計-3）

• ・に・お・いについて補聴器の使用頻度により有効と感じる人の割合に変化が少ない。
（クロス集計-3）

• 光、振動は補聴器を使わない人のほうが有効と感じる人が減ってくる。
（クロス集計-3）

• 就寝中に目覚められそうな方法としては、「光の点滅」、「振動ベッド」、「刺激臭」が
聞こえにくい人ほど有効と考える人の割合が増加する。（クロス集計-6,7,8）

• 同居人の有無と問 13、問 14について。同居人がいる場合には、外からの情報の伝
達に同居人を頼る気持ちがある。同居人がいない場合は、自分で外からの情報を得
る手立てを日頃から準備している。そのため、同居人がいない人の方が、システム
やサービスを必要としない人がわずかに多い。（クロス集計-12,13）

• 義務教育終了以降に失聴した人では手話を利用しない人が多い。（クロス集計-14）
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個人アンケート　記述式回答欄の記述内容一覧

　次ページ以降に個人アンケート中の記述式回答欄に記述された内容を列記する。

　なお、本報告書への掲載にあたっては、回答者の表現を尊重するために､できる限

り回答原文に忠実とした。そのため、注意はしているが不適切な表現があっても容

赦いただきたい。
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火災を心配する理由(Q1)

ランプの違いに気づきにくい (2人)
気づかなかったらどうしようかと？など (2人)
聞こえないとどこに避難したらよいかとまどう (2人)
火の回り方、逃げ場が分からないところで (2人)
手話できる人が身近にいないと不安 (2人)
聞こえないと町内放送が分からない (2人)
もし起こった場合心配がある (3人)
電話できないため (3人)
火事になったら困るから (3人)
外出で家を空けるとき (3人)
家が木造建築のため、（築３３年以上（老朽化）） (3人)
自宅 (3人)
補聴器を体よりはずすと聞こえない (3人)
放送とかアナウンスが分からない (3人)

以前一人ぐらしの時に向い（隣）のアパートが火事になったので真夜中に。それから注意するように
なった (3人)

隣、近辺の火事の通報が気づかないとき (3人)
高齢になったので (4人)
高齢者となりましたので、外出の時など確認している (4人)
忘れやすいタイプなので、お風呂の火とか (4人)
ガスのニオイが気になる (4人)
ろうあ者主婦だけ生活をしているから (4人)
外出中に自宅が火事になると連絡がもらえない (4人)
ホテルに（独りで）泊まるとき (4人)
一人の時は全く気が付かない (4人)
一人で寝ているとき (4人)
自宅で火災が起きたときすぐに電話で通報できない (4人)
アパートに住んでいるため (5人)
マンション（団地）暮らしなので、被害に遭われることもある (5人)
漏電が発生する心配がたびたびある (5人)
東海大地震の恐れ (5人)
家族がろうなので気を使う (5人)
情報がほしい (5人)
一度体験した (6人)
万一のため (6人)
類焼が怖い (6人)
集合住宅に住んでいるので (6人)
寝ている間は聞こえないので (7人)
自分だけでなく他人にも迷惑をかけるから (7人)
持ち家だから (7人)
近所で火事が発生したので不安 (7人)
気がつかない間に火がでているかもしれないので (7人)
地震の場合、どのように対処したらよいか？ (8人)
音に気づかず、聴者より発見が遅くなってしまうおそれがあるから (8人)
料理でガス、火、油を使うので (9人)
消防署に通報できない (9人)
タバコ (10人)
火災などのことはテレビなどでも見ますから (10人)
ガス漏れの心配 (10人)
誰だって常識じゃないですか (11人)
火事が恐いのは普通 (11人)
特に冬の間だけストーブとかの消し忘れだったら心配してます (11人)
寝てる間は気づかず分からなくて不安 (12人)
いつ発生するか分からないから (16人)
放火増加 (17人)
警報ブザーの音が聞こえないので (22人)
一人暮らしなので (27人)
（就寝中）火事が起こってもサイレンが聞こえないからすごく不安 (27人)
生命財産を心配する (30人)
火の消し忘れが心配 (34人)
情報の問題（聞こえないということで少ない） (46人)
耳が聞こえないから (108人)
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聞こえないので、バイブレーションの音が大きなメーカーを欲しい (1人)
火災の音が聞こえないので、聴者の通訳者が必要 (1人)
近所からの連絡がない (1人)
何となくかんじることもある (1人)
音の聞き分けができない (1人)
すぐTELをかけられない。メールでは遅いと思う (1人)
建物の中に居ると外の警報が分からない (1人)
疲れている時がある (1人)
何があったのか分からない (1人)
防災無線で放送があるが内容が分からない (1人)
お湯が沸騰してても気づかず (1人)
家にいればわからない (1人)
警報がないから（家庭用） (1人)
通報警報機が必要になると思う。 (1人)
ゆらゆらしたかのように感じて分かるが時々気をしないと思っている (1人)
ＦＡＸ連絡網を持っています (1人)
留守番の時 (1人)
通報警報機が必要になると思う (1人)
警報機が見て分かるようなものがないため (1人)
警報機器がすべて音声であるので (1人)
夜間は全く災害があっても分からない (1人)
今住んでいる住宅は独身老人が多いので心配です (1人)

火災が一番怖いし、自宅から火を出した場合、周りにも迷惑がかかるから。またホテル等宿泊の時
火災発生情報が入りにくいから (1人)

難聴（老人）共にあるため、？？に隣の火災が気づくことなくもう一歩で危ないところだった (1人)
就寝中何か起こったときわからない (1人)
鼻がわるいので就寝してる時すごく心配 (1人)
聴覚障害者に適した設備がない (1人)
寝るとき常に火災を用心している (1人)
私は人工内耳で夜寝るときはスピーチプロセッサを外します。外したら何も聞こえない (1人)
子供が大きくなり、私たちろう夫婦になったので不安です (1人)
夜中一人でいるときが心配 (1人)
一人暮らしの老人の方又若い方へ機器がないと心配 (1人)
隣人とのコミュニケーションがないため (1人)

家族といるときはまだ大丈夫だが旅行など外出先でもしものことが起こった時、ちゃんと情報を把握
できるかどうか心配 (1人)

就寝時は補聴器をはずすので (1人)
視覚障害もあるため余計 (1人)
今のアパートで火事が起きたら、すぐに知らせてくれる人がいない (1人)
設備がきちんとしてないから (1人)
いつ近所で火事が起こるか分からないから (2人)
危ないから (2人)
火事に対して (2人)
高層マンション（１１Ｆ）に住んでいるので心配です (2人)
木造住宅 (2人)
木造アパートが古いので (2人)
火気を常時使用しているから (2人)
近所で火事があったため (2人)
毎年冬になるとあちこちで火事がよくおこるので (2人)
ちょっと心配してるから (2人)

近、火事が多いから (2人)
家族が心配 (2人)
冬はストーブ使用のため火災の心配あり (2人)
パニックになったらどうしよう (2人)
家が古いため (2人)
家が隣接しているので、万が一の時が心配である。 (2人)
風呂の空だき (2人)
ガスを弱火にしてそのまま忘れたりすることがあるので、音がきこえなくて (2人)
障害があるため (2人)
家族が居ないとき火災があってもわからない (2人)
昼間誰もいないから (2人)
火災警報装置がない (2人)
様子がわからないから (2人)

－78－



着物のお手入れ業をしているため。キハツ類も使う (1人)
老親を介護しているから (1人)
物忘れがひどくなってきているから (1人)
公園が近くにあって花火や火をつかう時があるので (1人)
近所にレストランや食堂など飲食店が多いので (1人)
地区の役員として活動しているので (1人)
町内自治会の勧めによる (1人)
商店街にいるので心配です (1人)
今までに何回も火事・小火の経験あり (1人)
共稼ぎのため自宅が無人になる時間帯がある。職場はビル３階で逃げ遅れることはないか (1人)
ケガを (1人)
年寄りの多い共同住宅のため (1人)
自宅から避難所までの道 (1人)
周囲に迷惑をかけるので (1人)
2,3度ある (1人)
自分及びとなり近所の火事はとても心配 (1人)
棟続きの住宅（市場） (1人)
日中、留守にすることがおおい (1人)
暖房機器を使う機会が多い (1人)
寝るときコンセントを抜くなり、常に火災用心をしている (1人)
家事をしているから (1人)
年をとるにつれ、物忘れが多い (1人)

町内・学区で情報班をしているので訓練とか会議に参加したり、緊急に必要な道具を持っている (1
人)

生活の基盤がなくなる (1人)
隣家が食堂で常に火を使用してるので (1人)
年と共に注意力が落ちる (1人)
自宅の物、資料紛失不安のため (1人)
テレビとか目で見える、色々サイレンはだめ (1人)
以前に延焼で火事を経験しているので (1人)
見たことが何回かあるから (1人)
大学内では災害時の情報保障が徹底されておらず、不安 (1人)
何も準備していないし、考えていても行動することがないため (1人)
大損失は多大なり (1人)
喫煙者である人が入居してしまった (1人)
火災訓練を守る (1人)
高齢のためガスの消し忘れなど (1人)
外出前に、ガスを使用した後 (1人)
夫婦とも耳が不自由なので (1人)
火災になったときどうやって通報すればいいかわからない (1人)
連絡がこない (1人)
ろうあ者夫婦ですから気を付けるようにしています (1人)
現在の警報機器が音で伝えるため無意味 (1人)
補聴器をはずしていると火事があっても分からない (1人)
音は聞こえないし、鼻が悪いために臭いが分からずガス漏れが恐ろしい (1人)
夫婦とも聴覚に障害を持っているため。 (1人)
難聴者ゆえ (1人)
聞こえが悪いので何を言っているのか分からない。 (1人)
自宅や乗り物に乗っているとき (1人)
音に気づかず、聴者より学研が遅くなってしまうおそれがあるから。 (1人)
大災がおきても聞こえないので気がつかないと思うから。 (1人)
隣室（家）からの延火に気づかないと困る。地震やガス爆発などによる火災も含む (1人)
隣の家の火事が聞こえないので (1人)
自分が気づかない限り何が起こるか分からないから (1人)
自分でなく、子供、父母から火災の知らせの確認・連絡 (1人)
火事だと分かる装置がない (1人)
緊急連絡（２４時間体制） (1人)

周囲で火事があっても、見たときはともかく、見えない時は火事があったとしてもそれを知るすべが
なく逃げ遅れる (1人)

聴覚障害者用防火システムが設置されれば幸いです (1人)
聞こえないのでいざというときの対応が心配 (1人)
各消防署のＦＡＸ番号が今でも分からないから (1人)
消防よりＦＡＸがありました (1人)
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分からない (1人)
非常口が分からず逃げ遅れる心配がある (1人)
けが (1人)
火災や事故など心配する (1人)
子供がいるから (1人)
地震が起こったとき (1人)
電気コードを抜いてないか心配 (1人)
電化製品がいつショートするか分からないから (1人)
寮で集団生活しているから。 (1人)
年寄りの多い共同住宅のためいつ火災を受けてもおかしくないので気になります。 (1人)
けがの心配 (1人)
煙草の火 (1人)
仕事上 (1人)
危機意識が高いため (1人)
独り暮しの老女なので何時も用心しています。 (1人)
同じ団地の3階が火事になった経験があった。私は5階 (1人)
何も準備していないし考えても行動することないため (1人)
警報が聞こえるか (1人)
自分たちが巻き込まれるのと困る (1人)
非常口がない (1人)
タイマー付きガスコンロでも危ない気がするから (1人)
どこから火がでるのか分からないから (1人)
火の元になる物が自分の周りにたくさんあるから (1人)
日頃から用心のため (1人)
火気使用中は留意する。しかし高齢となり注意力が低下することは心配 (1人)
両親が高齢なので (1人)
電気火災が増えているから (1人)

自分の家が燃えてしまうと住めなくなるから。今の自分の部屋が気に入っているので、燃えると困る
(1人)

会社の塗装工場に入るとき怖い (1人)
家と家の間があまりないので火の走りが早いので気づくのが遅いと危ないと思ったから (1人)
近所で小火騒ぎ (1人)
阪神大震災があったから (1人)
戦争で半焼 (1人)
気にすることがあっても、火災のチェックをしています (1人)
引っ越した後、場所がわからない (1人)
整備あり (1人)
台所・風呂・ストーブは火のタネなので目が離せない (1人)
地域 (1人)
子供が親と離れている時、分からないと思うから (1人)
隣に可燃物が沢山放置されているため (1人)
家の周りは火事が起こりやすく火事の用心運動が盛ん (1人)
対岸の火事ごとではない！ (1人)
近いうちに大震災を起こすかもしれない (1人)
災害に遭わないために逆に心配 (1人)
年老いた父が居るので (1人)
隣がアパート（木造）があり火事などあったら怖い (1人)
天災の時の火災が怖い (1人)

時に大きな建物又はデパート、エレベーターに乗るときはやはり怖いです（何か起きた起きた時） (1
人)

灯油 (1人)
大丈夫なのかどうか。。。 (1人)
自宅の構造上心配する (1人)
近所の友人宅で火事があってから注意するようになった (1人)
避難の方法が分からないので (1人)
においだけわかる、またいつも気をつけている (1人)
どうか心配はしている (1人)
家族は火にはかなり用心しているが私があまり用心していないため (1人)
報告しないと困る (1人)
夜戸締まり (1人)
火災は起こしても起こされても大きな損害になる (1人)
消防団に所属していたから (1人)
消したかどうかの確認必要 (1人)
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おじいさんがいるから (1人)
いつ起きるか分からないし、大切な身をなくしたくないから (1人)
何か起きたらどうなるかと不安をもつと大変 (1人)
日常的に火を使う事が多いため (1人)
近くの空き地でぼや (1人)
マンションなので他の階で火災があったら分からないこと (1人)

近となりの市営アパートでぼやがあったから (1人)
絶対にないと言う保障はない (1人)
家がなくなったら住むところがない (1人)
阪神淡路大震災の経験 (1人)
自宅となり、協力くれない（情報提供） (1人)
住んでいる周りが大学生で男性多い（煙草の投げ捨てなど） (1人)
考えた事ない (1人)
外出時に心配 (1人)
各種のマスコミから (1人)
めったに起こらないので (1人)

火災を心配しない理由(Q1)

身につけているから (1人)
悪いことは考えない主義なので  (1人)
昼間、家族がいるから (1人)
寮は火の気があまりないから (1人)
ガス禁止 (1人)
心配しても仕方ないと思うので (1人)
耐火住宅だし、火の元には気をつけている（自宅では） (1人)

タバコを吸う家族がいない。ストーブは電動で自動消火する。身近にあって心配なのはガスだけ  (1
人)

留守番がいるので、私が外出していても安心  (1人)
田舎ですし、家のそばに川があるから。けれどいつもガスやストーブなどには気を遣っている  (1人)
聞こえない不便で (1人)
家にお知らせランプ付いているし、管理も付いているし、自治会会員になっているので (1人)
家の回りで火災が多い (1人)
普段はあまり気にしないがもしも起きたら心配です (1人)
消火器があるから (2人)
気にしない性格だから (2人)
においがわかる (2人)
身近に燃えるものがない (2人)
家族からの情報提供がある（だが、ホテル宿泊時は心配している） (2人)
料理以外で火気を使うことは少ないため (2人)
タバコを吸わない (2人)
家の回りは気が付いたら助けてくれます  (2人)
思わない (2人)
火災は起きないという自信があるから (2人)
そんな事はないと思っているから。親がいるから。 (2人)
いつ何が起こるのかわからないから (2人)
身近ではないので (3人)
他の家族が全員健聴であるから (3人)
警報機器があるから (3人)
自宅で火の取り扱いをしないので (3人)
わからない (4人)
火の管理はきちんとやっている。（あくまで自分手の及ぶ範囲） (4人)
日頃、火災も起きてないし、ガスの元栓なんかもチェックしてるから (4人)
火災経験がないから (5人)
特に心配にはならない (13人)
経験がないから困ったことがない (15人)
いつも気をつけているから（確認をちゃんとする） (33人)
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福祉センターが自宅に近いので (1人)
息子がいるから (1人)
現実味がないため (1人)
身近に燃えるものがない (1人)
全くないわけではない (1人)
何かあれば大家さんがくるから (1人)
そんなことは起こらないと思っているから (1人)
火災よりも地震が起きたときが心配  (1人)
心配してもしようがない (1人)
料理にガスを使用しないから (1人)
寮は火の気があまりないから (1人)
大学内では電磁器を使っているのでほとんど気にしていない。 (1人)
火を使うものは置いてない (1人)
山の中で住居 (1人)
携帯による災害情報サービスに加入しているから (1人)
煙を出さないように注意している (1人)
日頃注意しているから (1人)
あまり意識しているとまとな生活ができなくなりそう (1人)
人生に一度あるかないかのことだからあまり考えたことがない (1人)
自分自身で守ればいい (1人)
気にしてたらナーバスになるから (1人)
ガスではなく電気だから (1人)
一戸建てで類焼の心配もなく万一自家で発生しても逃げだしは容易  (1人)
のー天気だから。何かあれば、大家さんが来るから。 (1人)
日常的ではないので普段は忘れている (1人)
隣地では火災が起きたことがないです (1人)
あまり気にしてないというよりも実感がない (1人)
情報ニュースがある (1人)
鈍いから (1人)
関心が薄い (1人)
私はのんびり屋ですから（笑） (1人)
近所が助けにくるから (1人)
人は死ぬときは死ぬ。だから特に考えてない (1人)
情報保障があるから。周りの友人がいるから (1人)
普段は忘れている (1人)
実家の近くに住んでいる (1人)
近くに兄妹が住んでいる (1人)

火災を気にすることがある場合(Q02その他）

消防車を見た時 (2人)
地震が起きた時 (2人)
アロマテラピーなど火を使うとき (2人)
自宅で入浴の時 (2人)
車を運転する時 (2人)
ガス・暖房機など (2人)
学内にいるとき (2人)
トイレ途中 (2人)
ストーブ・ガスコンロ (3人)
料理・電気を使うとき (4人)
エレベーターの中にのっている時  (5人)
一人の時 (6人)
地下街・映画館・地下鉄 (6人)
どんな時でも (8人)
外出しているとき (41人)
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山火事 (1人)
隣のアパートで火災あり (1人)
両親がいなく一人で家にいるとき (1人)
火災現場近くにいるとき、科学工業団地にいるとき (1人)
ガスやサリン (1人)
避難場所の確保 (1人)
地下鉄 (1人)
まとめて言えば公共施設 (1人)
あらゆる場で気になる (1人)
少年期。実家の前（製材所）が全焼 (1人)

独身時代、鉄筋4階建アパートの1階マージャン店で朝プロパン爆発、自分は一人で4階にいた。 (1
人)

どこにいても火災は恐いので心配。 (1人)
聞こえないのは全部に不安があります。 (1人)
火に関する物全て (1人)
近所に空き家がある時 (1人)
気にするならどこにいても同じこと (1人)
皆無 (1人)
ゴミを燃してる時  (1人)
学校にいるとき (1人)
家にいる時、自分の持っている店を気にします  (1人)
煙 (1人)
聞こえないからよくみること大切です (1人)
ニュースで出ていたとき (1人)
あらゆる時、音に関するもの全て (1人)
何か知らなかったことがあるとき (1人)
通勤の時 (1人)
自分の家が火災にあった (1人)
電車走行中事故に遭ったとき (1人)
起こらない時は気にしません (1人)
火災用具など取り付けしたことがない (1人)
30階以上のビルにいるとき (1人)
近所が火事の場合分からないことがありうる (1人)
暖房機器を使っている時 (1人)
急いで出かけるとき火を消し忘れたかと思う (1人)
いろいろな場所で寝てる時 (1人)
エンジンの過熱について事故発生しないように (1人)
心配ない (1人)
車通勤中 (1人)
自宅を出る時の火気確認 (1人)
一人でいるとき。 (2人)

火災の経験事例(Q03)

車で通りかかったら時にたまたまみたことがある (4人)
団地で別の棟の火災を見た  (4人)
天ぷら油によるボヤ (4人)
向の家が小火になったり、近くの家が燃えているのを見た (5人)
隣家が小火にあってすごくあわてた  (5人)
工場火災 (8人)
タバコの小火 (8人)
隣家が焼けた。 (16人)
近所の火事 (99人)
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近くの納屋が焼けたとき、養ざん部屋で中は蚕を飼っていた (1人)
第一発見者になったが、代わりに電話してもらった (1人)

？？持ち出す事も出来ず。そばにあるやかんを一つ持って逃げたことがある。日頃から分かってい
るのにその場でパニックになってしまう (1人)

近所のアパート住人の失火（寝煙草？）でコタツ周辺を焼いたとの事だが、現場を見てない  (1人)
小学校の時、造船所が火災で火の粉がまいあがり怖かったのをおぼえています  (1人)
神社が火事。台所でやかん湯を火をつけて長時間空だきしてしてしまった。 (1人)
バス放火の時目の前にいた  (1人)
関東大震災 (1人)
宿に泊まったとき隣部屋で、灰皿のタバコが燃え、ベルが鳴った。自室まで煙が入った  (1人)
外が見えないので (1人)
ガス漏れで爆破、少し離れていたけどドアがはずれた (1人)
火災のおそろしさを身近に感じる (1人)
小学の時近所で火事があり就寝中の所をたたき起こされて避難の準備をしたことがある  (1人)
官舎近くの倉庫 (1人)
近くの風呂屋から (1人)
すぐ隣の化学品が燃えた。道がせまく消防遅れた  (1人)
親戚の家のとなりから出火した  (1人)
同じ団地の３階（私は５階）が火事になった経験がありました (1人)
ビジネスホテルの地下のスナックバーから小火。 (1人)
自宅マンションの向かいの一軒家で火事が起きた (1人)

学生時代に目の前にあるライターがガス漏れして引火してしまい半分ボヤ騒ぎ、アメリカにいた時も
電子レンジが爆発 (1人)

店で食事をしていたときに、調理場でボヤがおこりました。 (1人)

自宅マンション。自宅一人で火災警報システムで知る。視覚障害を持っているため、予め階段の数・
方向など知っていたため何とか大丈夫だった。マンションは３Ｆなので低層で良かった  (1人)

寮にいた時、食堂から火が出たため避難したが、なんと事件発生後３０分たってもろう者が出てこな
いので寮長が慌てて呼びに来た (1人)

アメリカの大学寮でボヤがあった (1人)
近所の自営店が家事になった  (1人)
去年６月、自宅の２つ前の家が火事になったこと (1人)
煙 (2人)
自宅から出火 (2人)
自宅 (2人)
ガス消し忘れ (2人)
アパート・マンションの小火  (2人)
歩いてて偶然通りかかった  (2人)
自宅が火事 (2人)

仕事帰りの途中、外は暗いのに家の周りが明るくなっているのをみておかしいと思ったら、火事に
なっていた  (2人)

自宅でお風呂の空だき（水を張ってたけど、知らないうちに水漏れしててからっぽになっていた）  (2
人)

ストーブに服がかかったため小火がでた (2人)
自宅が火事 (2人)
消防車が来る時の音が聞こえたので見に行った (2人)
自宅が放火された (2人)
家屋の火災を何度も見た (2人)
子供の花火遊びでぼやになったのを見た  (2人)
会社で、会社の近くで (2人)
自宅から３軒目が全焼した  (2人)
自宅のマンションの上の階で火事が起きた (2人)
近所の家が半焼 (2人)
やかん・風呂 (3人)
阪神淡路大震災 (4人)
直接経験ないが、消火に加勢した  (4人)
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子供の時 (1人)

子供のいたずらで前の家から火が出た。住んでいる自分のアパートに燃え移るとは思わなく眺めて
いたら屋根に燃え移った (1人)

通学した学校が漏電により火災になった (1人)
隣家からの出火で部屋中水びたしになった (1人)
知人の実家が火災で全焼 (1人)

自宅マンションの１階が火事に。非常ベルが聞こえず、ずっと在宅していた。他の住人は避難してい
た  (1人)

木造アパートの火災 (1人)
５０年余り前、もらい火を。 (1人)
夜中は先は分からない。昼は気配 (1人)
自宅で神棚にあるろうそくが倒れて、聞こえなかったことでぼやになった。 (1人)

千代田線「国会議事堂駅」で降りたら、小火で煙がホームに充満していた。怖かった。ホームに降り
る時前をみていなかったのでホームに降りて慌てた。 (1人)

類焼 (1人)

深夜に隣の店から、何か焦げているようなにおいがし、外を見たら炎が見えた。火の回りがすごく早
く荷物も出せなかった (1人)

元栓を止めなかったので火事になりかけた。小火で済んで、それ以来気をつけている (1人)

ずっと前の夏の夜あまりに室内が暑いので目を覚ましたら、下の部屋から火が出ていてすぐ人に知
らせた  (1人)

登山の途中であり (1人)
料理の油に火がついて消えずだんだん広がる (1人)
家のまわりで燃えやすいものがたくさんあった。 (1人)
古い家であっという間に消えた (1人)

自宅近く１００メートルくらいの倉庫を改造したりリサイクルショップがあっという間に燃え尽きた。風
向き悪ければ我が家も。 (1人)

川向こうのマンションの一室が全焼  (1人)
昼間だったし、主人がいたのでよかった (1人)
以前の家で小火がでた。その頃は聞こえた (1人)
子供の時３回火事に遭っている (1人)
事故が起こったことがあるだけ (1人)
肉屋が骨処分をしていて火の始末を忘れた (1人)
建物からけむりがあった  (1人)
健聴であったときの仕事が高圧ガス製造であったので、爆発、火災はかなりあった  (1人)
町内の集合住宅全焼 (1人)

夜中に近くの８世帯アパートが火事で家の前に消防車が並んで人が沢山行き来しているのに分か
らず気配で目覚めた時は消えた所だった (1人)

同じ住宅で小火があったが分からずあとで妹のＦＡＸで知った怖いと思う (1人)
今はないけど、昔修理工場が近くにあった時火事になった所をみたことがある  (1人)
まだ健聴の時、となりが全焼。私宅のカベ一部と天井を火が走った (1人)
職場の近くで (1人)

独身時代、鉄筋４階建てアパートの１階麻雀点で朝プロパン爆発、自分は４階に居た。いやなにお
いとけむり。しばらく体中の震えがとまらなかった (1人)

子供の頃、近くの映画館の火事と数年前近くの自宅の火事 (1人)

自宅で就寝中、近くの映画館の火災があった事を（補聴器をはずしていたため分からないので）知
らなかった (1人)

天ぷら鍋をかけっぱなしで天井を焼いたことある (1人)
まだ若い時、木工場が火災にあった (1人)
買い物に行った途中道路が渋滞してたので何だろうと思ったら住宅が燃えていた  (1人)
近所の家の石油ストーブが倒れて  (1人)
子供の頃、近くの浴槽が火事になった  (1人)
通勤途中、家に火事を見たことが何回かある (1人)
家の近くでの火災で消防車などが多く出動していた現場を見ていました。 (1人)
空き地の小火 (1人)
子供の時掘りごたつから火がでた。そのときは近くの畠に外出中であった  (1人)
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煙が出てるのに気づいてその現場に行ってみた (1人)
アパートに住んでいた頃、二階で小火があった。 (1人)

先日家の裏で火を付けて自殺がありました。その時の夜は補聴器を外して寝てましたので、何か
あっても分かりませんでした (1人)

在職中、昼休みに加熱器の電源の切り忘れで高熱のため発火した。 (1人)

高層住宅で不審火による自転車・バイク放火事件による小火があり、建物全体の警報が鳴った。１
０階にいた私たちは就寝、聴者の息子（当時二歳）も熟睡。全く気が付かなかった。 (1人)

車の電気系統の小火 (1人)
油と石油 (1人)
裏山が火事になった (1人)
野次馬 (1人)
ボイラー (1人)
確かに黒いけむりが目の前に真っ暗、生き心地がなかった  (1人)
幸いに家族は聴者なので教えてくれる。もし、聴者がいなかったらどうするか・・ (1人)
自宅の風呂の火が燃え移ったがすぐ消した (1人)
朝出勤時に通りかかった (1人)
ガス漏れ、タバコの消し忘れ (1人)
職場内で、溶接の火花が危険物に引火した (1人)
自分のいる市で大火事になった  (1人)
台所のガス使用時、油に引火 (1人)
山火事を見た。また近所も火事があったのを見た (1人)
近所のパン屋が火災になったのをみた (1人)
非常ベルが聞こえない (1人)

１キロほど離れた所から黒い煙があがり、気になって行った。同じ聴覚障害者の家のとなりから火
災が発生。当人は気づかないままテレビを見てた。発生から１５分後、消防士がガラス戸を割って、
知らせたのを目撃した。 (1人)

元勤務先の近くで火災。発生した職場の人の動きで気づいた (1人)

お店の近くの一軒家から強い火が上がったが子供は無事助かった。しかし、雪のような火がふって
いた (1人)

妹宅の隣の家が小火になったが、延焼はまぬがれた  (1人)
高速のトンネルの中で交通事故 (1人)
たき火の不始末から枯れ草を燃やしてしまった (1人)
実家に隣の風呂屋の火が燃え移った (1人)
駐車場で火事 (1人)
近くの団地で火事がありました  (1人)
たぶん、幼い時仙台駅で火事があった (1人)
鍋に火をかけっぱなしで出かけた (1人)
マンションの非常階段・踊り場で小火にあった  (1人)
煙がでて、真っ赤に燃えていた  (1人)
カンボジアで何度も見た (1人)
カーテンが燃えて、すぐ消した (1人)
近所でガスが充満し爆発しそうになった (1人)
毎晩、戸締まり・火の用心をしている (1人)
コンセントに火が出たとき (1人)
隣のアパートが燃えた (1人)
家で家事の火を消し忘れた (1人)
料理で小火（揚げ物） (1人)
某市の駅前の商店街 (1人)
自宅だと（外出中に）大変になると思うと心配  (1人)
学生の頃の近所の同級生の家が火事に遭ったのをみたことがある (1人)
寝ているとき、アパートの人が全員外に出ていて気づくのが遅かった (1人)

５年ほど前にバスに乗っている時にバスストップしてしまいビルの前にガス管工事中で、この日は工
事してなかったが工事の不始末だったかビルが小火になり外側と内側が燃えた  (1人)

夜中一時頃、２階の洗濯干場に行って川の向こうの木が燃えていた所を見た。隣の人に言って話し
た。その人が電話で火事があったことを連絡してくれた  (1人)
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兄の家が火事になった (1人)
となりの自宅 (1人)
学校内での発生 (1人)
近所のごみステーション (1人)
料理中火があがった (1人)
たき火、放火 (1人)
家で飼っていた犬に教えられた  (1人)
お隣さんの火事で一部被害 (1人)
プレハブが火事 (1人)
天ぷらから出火 (1人)
ビル火災を間近に見た (1人)
蚊取り線香の火が布団に燃え移った  (1人)
近所に原因不明の火災 (1人)
隣の製材所から引火 (1人)
料理中はしに火が燃え移った (1人)
ガス爆発 (1人)
向かいの家がガス漏れで火事になり、自分の家にも煙が入ってきた (1人)
勤務先の会社内 (1人)
漏電 (1人)
前に聴覚障害者向けのドアチャイム発火により火災しました (1人)
近くを通りかかった  (1人)
近くで火事を見て大変恐かった (1人)
学校 (1人)
偶然見かけた  (1人)
戦中 (1人)
遊ぶとき (1人)
森林公園 (1人)
やじ馬 (1人)
散歩のとき煙の立っている家を見た (1人)
消防団員だったので (1人)
自宅が焼けた。アイロンの不注意。 (1人)
町へ行く途中 (1人)
子供時代住んでいた家の向かいの方で幸いに小さくてすんだ (1人)
近所で火事。家の中の家具を外へ運ぶなどの大騒ぎだった  (1人)
自宅の前の家 (1人)
近くの科学の実験をしている会社があり、そこの倉庫が火事になった  (1人)
阪神大震災 (1人)
同じ町の家屋の火災を見た  (1人)
野原の畑、家・留守時、ストーブ始末・油漏れ (1人)
近所で火事でも・・・ぐっすり寝ていたので、朝近所の人から聞いて知った (1人)
近くの紙製品に火が移ったこと (1人)
近くのマンションで火災  (1人)
マッチやコンロに襲われる (1人)
遠く離れた所だったが、煙がよく見えた (1人)
隣のアパートの２階に小さな爆発があった (1人)
寄宿舎の小火騒ぎ (1人)
私の住んでいたマンションの前のビルが火事  (1人)
火事現場を見かけた (1人)
自宅１キロくらい先で小火があったが全く知らなかった。夕方家人に聞いてびっくりした  (1人)
以前住んでいた家の隣から出火して消防車がくるまで気が付かなくて、怖い思いをした  (1人)

ガス屋さんがガスを開いたままにして帰っており夕方食事を作ろうとおもったら、ガスコンロからぼっ
とひが燃え上がった。 (1人)

自宅建物の不審火 (1人)
近所で父親と障害で寝たきりの息子さんが焼死した事件があったから (1人)
すぐ裏のお寺が完全に燃えてしまった  (1人)
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自宅アパート (1人)
目の前の家が朝たばこの火から火災 (1人)
私宅 (1人)
自宅のガス台で母が魚を焼いていた時、箸に火が燃え移った　 (1人)

３年前家の前の家家族旅行。近所の知らせず留守にて独り他人さんに留守を頼んでたとき。私家
の車庫前まで火事がきてた（一家全焼） (1人)

以前住んでいたアパートの隣のアパートでガス自殺があって (1人)
隣の建物でぼや (1人)
宿泊したホテルの隣のホテル (1人)
近所の大学の寮で火災があった  (1人)
アパートの一室 (1人)
てんぷら中火がついた  (1人)

火災（ボヤを含む）を知った方法(Q05その他）

家人が帰宅して話してくれた  (1人)
周りの人が騒ぎ出した。 (1人)
自治会の知人より (1人)
目の前で起こった出来事  (1人)
いろいろありました (1人)
聞こえないからよく見ること (1人)
自宅の隣の人から知らせに来た (1人)
仕事中、外を見て人々が騒ぎ・・・びっくりした (1人)
外出して帰ったら人が集まっていた (1人)
影で知った  (1人)
ポケットベルで団員に通知のシステムがあった (1人)
子供が小さかったのでおぶって表にいた  (1人)
大家さんの通報 (1人)
父親が聞こえたから (1人)
朝起きて近くをみてわかった (1人)
何気なく買い物に行こうとエレベーターを降りたら、人だかりだった  (1人)
現場に直接、通りかかって (1人)
風呂場で煙りが入っているのに気づいた。おかしいと思って外を除いたら火事だと分かった  (1人)
火を見て知った (1人)
昔だが知人に協力してもらった  (1人)
やったことないから分かりません (1人)

近所といっても家はそれぞれ離れたところに一軒一軒と建っているのでそのときは、早く気づいた近
所の人が大事で知らせてくれた (1人)

聞こえないのは全部に不安があります  (1人)
息子が会社より帰ってきたとき (1人)
道路をはさんだななめ前だったので火が自分の家にもくるのではとすごく怖い思いをした。 (1人)
アパートの大家さんから (1人)
店内にいた客が外に出たため、雰囲気に合わせて出た後に消防車が来て分かった  (1人)
マンションは非常ベルのランプ付き (1人)
家族 (2人)
家族に起こされた  (2人)
自分で気づいた  (2人)
家の猫が異常に騒ぎ知った (2人)
周りの状況 (2人)
知らせてくれたり (2人)
非常フラッシュベル  (2人)
親が知らせてくれた (3人)
家族 (20人)
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メールで連絡があった（携帯） (1人)
息子から聞いた (1人)
先生からの報告（学校内の火事） (1人)
携帯メール (1人)
警察の訪問で (1人)
両親 (1人)
子供たちが教えてくれた (1人)
父が助けにきた。 (1人)
夜中起こされて (1人)
妻が健聴者だったのが幸い (1人)
メールで連絡があった。 (1人)
自宅の窓から見て知った (1人)
部屋の中に非常ベルがある  (1人)
たまたま振り返ったら (1人)
回覧版で知った (1人)
近所の人が教えてくれた  (1人)
人が集まっていた (1人)
犬の鳴き声 (1人)
パチパチという音 (1人)
人が教えた。 (1人)
メールでインフォ青森からのサービスで知った。 (1人)
FAX (1人)
家内にたたき起こされた。 (1人)
起床後、自宅を出てから消防自動車や人出の様子があり、近所の人からお知らせがあった。 (1人)
母が起こしてくれた (1人)
姉兄から (1人)
人だかり (1人)

音増幅で火災発生を知らせる方法が有効と思う理由(Q06-音増幅-有効である-理由)

規則的に長くすれば (1人)
就寝中、普通の目覚まし時計では分からない (1人)

全て、全国統一した内容で火災発生を知ると便利。でないとほとんど目でたよっているので一体何
がどうなのか不安が先に走る (1人)

電話 (1人)
テレビとか付いてないとき有効 (1人)
身体で感じる (1人)
夫も家にいるので (1人)
100ｄｂだから (1人)
90db以上だから (1人)
音で判断できるから (2人)
残存聴力 (2人)
個人差がある (2人)
だいたい聞こえる (2人)
人の声も聞こえるし、音も聞き取れる (2人)
耳で伝える (3人)
分かりやすい (4人)
非常時が分かる音（サイレン） (4人)
聞こえる音なら。重低音とか  (4人)
人工内耳を付けている時はよい (5人)
難聴者に有効だと思う (10人)
かなり大きい音だときこえるので (18人)
補聴器使用してるときによい (21人)
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私の場合高音だと分かる (1人)
低音の太鼓のような地響きがあるのが良い (1人)
どんな音なのかよくわからない (1人)
ただ単に音を大きくしただけでは戸惑うだけだと思う (1人)
何かに集中していても非常ベルは聞こえる (1人)
全て目と体で感じるから (1人)
しかし、発生場所の感知は不可 (1人)
有効だけども聴者にはうるさい？  (1人)
火災発生特有の音ならいい (1人)
忙しくて回っているので (1人)
何があったかわかる (1人)
プロセッサをはめている時は音で分かる (1人)

音増幅で火災発生を知らせる方法が有効でないと思う理由(Q06-音増幅-有効でない-理由)

音は耳に入っても聞き分けられない。156 (1人)
聞こえる音量が限られているから (1人)
何処から音が聞こえるのかわからない (1人)
ろうあ者にいくら音を大きくしても同じ (1人)
家では補聴器をはずしている人が多いのでは？  (1人)
効果が低い (1人)
にぎやかな場所では気づかない (1人)
伝わる人もいれば伝わらない人もいるから (1人)
意味不明 (1人)
感音性難聴には、その内容は分からない (1人)
音が聞こえるかどうか分からない (1人)
音に慣れていない (1人)
耳が聞こえるので必要ない (1人)
音に頼ってないので意味がない (1人)
乗り物の中では分からない (1人)
どの程度か不明 (1人)
経験していないので何とも言えない (1人)
消防車・救急車のサイレンが聞こえるから (1人)
目覚めやすいから (1人)
余程の大音響でないと聞き取れない (1人)
音の情報は意味がない (1人)
慌てるとわからない (1人)
火災であることを他の災害と明確にできない (1人)
耳鳴りがあるから聞き難い (1人)
90デシベル以上は無理 (1人)
音の判別が難しい (2人)
音では気づかないことが多い (2人)
耳の不自由だと無理 (2人)
何かと間違える (2人)
何の音か不明だから (2人)
うまく伝わらないと思うから (2人)
分かりにくい (2人)
100ｄｂ以上だから (2人)
うるさいだけ (3人)
補聴器をつけていないため (3人)
ねていたらわからない (4人)
色々な音があってわからない (5人)
何の音かわからない (8人)
補聴器をはずしている時は分からない (16人)
音が聞こえないので (158人)
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音増幅で火災発生を知らせる方法が有効か否かわからない理由(Q06-音増幅-わからない-理

由)

高い大きな音は聞き取れるがガンガンなってかえって指示の言葉など聞き取れない (1人)
遠くにいるとき (1人)
寝てたら分からない事があるから (1人)
若干は分かるが期待薄 (1人)
他の人がいるとそれが騒音になると思う。 (1人)
ろうの人はわかるでしょうか (1人)
必要なし (1人)
能力がない場合もある (1人)
増幅しても分からない (1人)
聴覚障害のためあまり有効でないと思う (1人)
補聴器は使用してない。音が大きくても意味不明 (1人)
増幅すればある程度聞こえるが一歩間違えると騒音の可能性あり (1人)
聴者しか分からない (1人)
高い音のような聞き難い音は困る (1人)
音をためしてみたが聞こえなかった (1人)
起きている時と寝ている時では違うから (1人)
音の内容が分からないと (1人)
サイレンでは無理 (1人)
息子が消防関係でしることができる (1人)
自覚がないと聞こえない (1人)
ケースバイケース (1人)
音の内容が分からなければ不安 (1人)
音に関しての感性が乏しいので (2人)
やってみないとわからない (2人)
音増幅とは？ (2人)
どのような音なのか分からないから (2人)
あまり音に敏感ではないため、鳴っていてもほっておく (2人)
雑音に紛れる (2人)
その時の体調によって聞こえたり聞こえなかったりするから (2人)
全く聞こえない人にはだめ (2人)
時と場によりけり。これとはいえない (3人)
どんな風に感じるか分からない (3人)
寝ている時は気づかない (3人)
音の識別ができない人には何かわからない (3人)
音だけでは分かりにくい (3人)
音の大きさによるため (4人)
聴力に個人差がある (6人)
音を判断できるか (7人)
他の事と区別できるか (9人)
体験なし (9人)
確実に聞こえるとは限らない (10人)
補聴器をはずすと聞こえないから (13人)
聞こえないから (32人)

光で火災発生を知らせる方法が有効であると思う理由(Q06-光-有効である-理由)

聞こえないからいつもそうしている (5人)
その方がろう者に向いてる（聴覚を使わずに分かるから） (7人)
赤いランプ (8人)
聴覚障害者にとっては必須 (11人)
フラッシュカメラ並みならOK! (12人)
一番良いと思う (17人)
就寝時に有効 (18人)
起きている時は光でも良い (21人)
分かりやすい (49人)
視覚で分かるから (165人)
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近光・振動で分かる機器が増えているから (1人)
しかし、発生場所の感知は不可 (1人)
勤めている会社に付いてる。（私もほしい） (1人)
前方で光れば分かる (1人)
目立つ (1人)
光の方法に工夫したらわかるかも (1人)
光の強弱等に関係する (1人)
分かるように早く避難して安心するため (1人)
人にもわかる (1人)
車の光なので分かる (1人)
単独では心配 (1人)
蛍光灯などを点灯すると分かる (1人)
光の色を決めて小火が出たときなどに光れば分かりやすい (1人)
レーザーで目に当てる (1人)
良いことだけど、寝ていたら分からない (1人)
体全体でわかると思う (1人)
良いと思うが実物を見ないとわからない (1人)
夜は分かりやすい (1人)
一人で留守の場合 (1人)
光の発信方法を工夫する必要がある (1人)
色違いで知らせると良い (1人)
視覚の範囲が広い (1人)
光のみは難しいが音と一緒なら効果は高い (1人)
独りで家に居ても、発光で危機を知ることが出来る (1人)
光だけではなく光と文字がいいと思う (1人)
寝ていたら無理 (1人)
常に目で見るためで個人差あるけど私の場合は一番すぐ分かる感じ (1人)
目覚まし時計を使っているから (1人)
同時に警告が出せればよい (1人)
どこにでもおいてあるから (1人)
電子メールに使えるかもしれません (1人)
火災と書かれたものではなくついたりきえたりしたほうが良い (1人)
刺激がある (1人)
早い段階で感知できれば (1人)
建物やその辺りなら (1人)
慣れているから (2人)
一定より点滅のほうがよい (2人)
音の代わり (2人)
振動と併用がいい (2人)
経験済みなのですぐわかった (2人)
個人差がある (2人)
分からないこともあると思うが (2人)
感知するのが早いので (2人)
注意喚起になる (2人)
わかりやすい上に注意する (2人)
何かの異変を感じられると思う (2人)
火災を知らせるサイレン（サイン）等なら (2人)
家の中などで光ればわかりそう (2人)
はっきり分かるか？ (2人)
見やすいところで知らせやすい (2人)
自分は難聴です (2人)
身体で知ることができる (2人)
寝てる場合は無理 (2人)
もっともインパクトがあるから (2人)
色で危険だとすぐにわかるから (3人)
耳が聞こえない (3人)
日中なら有効 (3人)
分かると思う (3人)
電光文字システム、電光発信は聞こえない人に確実 (3人)
強い光なら (3人)
お知らせランプ (4人)
強ければ強いほど気づく (4人)
光に敏感（電灯でも目が覚める） (5人)
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全部あればいいけどハード面に難がある (1人)
高原に気付けば音より有効 (1人)
聴覚障害者にとって有効 (1人)
光の種類を決めておくと良いかも (1人)
体感できる (1人)
ホテルの部屋の中なら有効 (1人)
パトライトやフラッシュベルが必要 (1人)
昼でも夜でもわかる (1人)
ただし就寝時はむり (1人)
夜間に有効 (1人)
非日常だから (1人)
光の色を他のものと変えるなら (1人)
あらかじめ光の種類を知っていれば有効 (1人)
普段は良い (1人)
有効と思うが光が見えないと意味ないかも。 (1人)
はっきり分かるようにする (1人)
天井・各部屋・トイレ・ふろ全て必要 (1人)
警報機の音がかき消されることがあるから有効 (1人)
有効だが、光が見えないと意味がないかも (1人)
全国で同じ色の光を決めたらどうか？ (1人)
インターホンを何度もならしてもらう (1人)
目が覚める (1人)
たまにみるだけ (1人)
光なら大丈夫 (1人)
有効ですがやはり難しい (1人)
補聴器を外したときに必要 (1人)
感覚が強いから (1人)
光で察知できる場所が限られている (1人)
お風呂入浴中に万一何かあったときに便利 (1人)
非常ベル（音）が聞こえないから (1人)
予測です (1人)
明るいから (1人)

光で火災発生を知らせる方法が有効でない思う理由(Q06-光-有効でない-理由)

範囲が狭いし、資格に制限がある (1人)
場所によっては光が分かり難い (1人)
カメラのフラッシュや雷と間違えそう。 (1人)
ドアチャイムなども光で伝わるしくみをとっている。 (1人)
視野に障害にある人は意味がない (1人)
たまにみるだけ (1人)
これから新開発のメーカーがほしい (1人)
ドアベル・ＦＡＸなどで分かりにくい (1人)
わからないから (1人)
後が見えないので (1人)
経験していないので何とも言えない (1人)
煙で見えない (1人)
何の合図かわからない (1人)
見逃してしまうときがある (1人)
光だけでは判別無理 (1人)
就寝時は無理だが、昼間は有効 (1人)
気づかない (2人)
聴覚障害だから (2人)
火と光を間違えるかもしれない (2人)
夜は効果あり、だが日中は効果なし (4人)
明るい場所だと気づかない (5人)
光のある所にだけに居るとは限らない (6人)
昼間光がでても気づかない (7人)
寝ている時には分からない (17人)

光で火災発生を知らせる方法が有効か否かわからない理由(Q06-光-わからない-理由)
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熟睡中にお知らせランプの目覚ましでおきる事もあるが、より安全なのは振動ではないかと思う (1
人)

家の内にいるとき分からない (1人)
その時の体調によって聞こえたり聞こえなかったりするから (1人)
光の色にもよるし周囲の環境にもよる (1人)
どこからきたのか分からない場合もある (1人)
家の中にいると訪問なのか紛らわしい (1人)
フラッシュのような強い光なら分かるかも (1人)
煙で見えるので (1人)
夜は効果あり、だが日中は効果なし (1人)
なんの為の光か区別できれば分かるが (1人)
気のせいに思うから (1人)
光だけでは情報不足でかえって不安が増える（パニック）のでは？ (1人)
火災発生を知らせる環境が整わない (1人)
気にしない (1人)
光のみでは難しい (1人)
寝てる時の向きが反対側に寝たら無理かも (1人)
火災の場所が分からない (1人)
どんな光なのか識別できないため×　工夫すれば有効になるかも (1人)
似たようなものも多いから (1人)
難聴ゆえ (1人)
目で見るのは分かりやすい。寝ているときは×問題はいろいろなところにないと困る (1人)

全て、全国統一した内容で火災発生を知ると便利。でないとほとんど目でたよっているので一体何
がどうなのか不安が先に走る (1人)

忙しくて回っているので (1人)
障害物で遮断されるかも (1人)
身体が疲れているときはわからない (1人)
ケースバイケース (1人)
戸外にいるときは気づかない (1人)
視界に入らない事もある (2人)
経験がないので分からない (2人)
気づかないときもありそうだから。 (2人)
日光条件によっては認識できないかも (2人)
他の事と区別できるか (2人)
その場にいなければ (2人)
時と場によりけり。これとはいえない (3人)
火で光りが見えないと思うが。 (3人)
昼の場合は少し無理 (5人)
その光の発生している方をみていないと気づかないと思う (5人)
体験なし (6人)
光が届く範囲でないとわからないからどちらともいえない (6人)
寝ている時は無理 (20人)

振動で火災発生を知らせる方法が有効であると思う理由(Q06-振動-有効である-理由)

振動のみでなく上記二点（音・光）と同時使用であるならグッド (4人)
目覚ましに利用しているのでそれと同じように (4人)
お知らせランプ (4人)
確実でしょ (4人)
音より振動なら分かる (4人)
多分分かると思う (4人)
同時に警告が出せれば良い(視覚的情報) (5人)
気づかないこともある (6人)
聞こえない者にとっての感知 (7人)
聴覚障害者にとっては必須 (8人)
一番良いと思う (10人)
強い振動なら分かる (10人)
身につけていれば (11人)
振動に敏感だから (12人)
耳が聞こえないから (16人)
分かりやすい (50人)
就寝中に有効 (55人)
身体でわかる (114人)
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一番安全に伝わる気がするから (1人)
日常生活で使っているから (1人)
珍しい振動なら気づくかな (1人)
経験済みなのですぐ分かった (1人)
どこでもわかるものなら (1人)
光で点滅するとか　デパートとか (1人)
朝分かるけど夜気づきません（睡眠中） (1人)
起こして分かる (1人)
あるとなおありがたい (1人)
就寝・自宅などに大きな音が必要 (1人)
地震を感じるのは早い (1人)
寄宿舎で火災訓練ではこういう方法だったかよくわかった (1人)
何かものを持ってわかる (1人)
朝起きる時や赤ちゃんの泣き声 (1人)
人が走るから (1人)
分かるように早く避難して安心するため (1人)
なんとなく (1人)
地震には敏感なのでぐらっときたら良く分かる (1人)
他の人に伝えてもらう (1人)
ホテルのベッドならこれが一番 (1人)
ホテルの部屋の中なら有効 (1人)
注意喚起のため必要 (1人)
プロセッサを外して寝たとき (1人)
補聴器をはずしている時に役立つ (1人)

全て、全国統一した内容で火災発生を知ると便利。でないとほとんど目でたよっているので一体何
がどうなのか不安が先に走る (1人)

じっとしてる時はよい (1人)
腕か枕の近くに振動発生の機器が製造されればと願います (1人)
緊急時に良い (1人)
身近だから (1人)
病院などで振動呼出器を使った経験からろうの人でも分かるから (1人)
機器を使用している (1人)

近光・振動で分かる機器が増えているから (1人)
太鼓を使用していて十分な効果 (1人)
振動ベッド (1人)
携帯とかベッドシェーカーでいつも経験してるから (1人)
独自のバイブで。メールには有効 (1人)
携帯や腕時計によるものならOK (1人)
携帯で国・県・地方自治体より発信していただく (1人)
携帯緊急メールによりバイブレータがついているから (1人)
電子メールに使えるかもしれません (1人)
ポケベルや携帯電話使用の時に有効 (1人)
いいと思う (1人)
身体で感じていつもとちがう異常な事態だと判断できるから (1人)
聴覚障害者に有効 (1人)
非常ベル（音）が聞こえないから (1人)
光より有効 (1人)
個人差がある (2人)
慣れているから (2人)
地震と思われるくらいなら分かる (2人)
地震が起きるから (2人)
一人で留守の場合でも分かる (2人)
何かの異変を感じられると思う (2人)
どこに居ても分かる (2人)
振動時計に伝えるシステムがあったほうが分かると思います (2人)
腕時計型バイブレーション (2人)
良く効くから (2人)
効果的 (2人)
寝ている時は振動でないとわからない (2人)
聴覚を使わないから (2人)
体に響くから (2人)
近くなら、（例えば隣の部屋まで） (3人)
早く気づく (3人)
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光が分からない場合振動の方が効果的な時もある　 (1人)
携帯をポケットに入れているため (1人)
身につけている事が前提となる (1人)
火炎と関係がない (1人)
疲れすぎている時気づかないこともある (1人)
しかし、発生場所の感知は不可 (1人)
あまり役立たないが他にない (1人)
体がしびれる (1人)
振動でもいいがその後の行動がわからない (1人)
自分だけしか分からない (1人)
火災を知らせる機器があれば有効 (1人)
単独では心配 (1人)
完全とは言えない (1人)

振動で火災発生を知らせる方法が有効でない思う理由(Q06-振動-有効でない-理由)

余計に不安をあおる (1人)
びっくりするので心臓に悪い (1人)
無効 (1人)
これから新開発のメーカーがほしい (1人)
耳が聞こえるので (1人)
案内的には無理 (1人)
鈍感だから (1人)
何の合図かわからない (1人)
慌てると多分わからない (1人)
方法が分からない (1人)
経験していないので何とも言えない (1人)
何かに夢中になると気づかないことがある (1人)
目覚まし時計（振動式）でもたまに振動に気づかない事がある (1人)
寝返りができない。体から離れやすい (1人)
深い眠りのときは分からないから (1人)
就寝時はどうか (1人)
忙しくて回っているので (1人)
周囲の騒音・振動でかき消されることがあり得る (1人)
いつも身につけているかどうか (1人)
その場にいないと分からない (1人)
間違いやすい (1人)
地震と間違えるかもしれないが光と一緒だと有難い (1人)
携帯などで振動するものが多いので混同してしまう (2人)
火災であることを他の災害と明確にできない (2人)
いつも携帯できるわけではない (2人)
わかりにくい (3人)
振動するものからはなれていれば役にたたない。全体の振動は地震と間違える (3人)
自分が動いている時は気付かない (5人)
そういう機械を毎日身につけなくてはいけないのは効果的ではない (5人)
時には地震と間違われる (18人)

振動で火災発生を知らせる方法が有効か否かわからない理由(Q06-振動-わからない-理由)

どういう振動なのか分からないから (2人)
気づく時と気づかない時があるから (2人)
どのようなものなのか想像がつかない (3人)
経験してないので分からない (3人)
場所によると思う (3人)
時と場によりけり。これとはいえない (3人)
体に身につけてないと分からない (4人)
立動いている時は気づかない (4人)
はなれる所なら分からない (4人)
気づかない時もある (4人)
体験なし (5人)
就寝中に気づくか不明 (6人)
地震と勘違いしそう (15人)
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振動の機材をいつも身につけない (1人)
その時の体調によって聞こえたり聞こえなかったりするから (1人)
微妙である。驚かす事にもなるので心臓に悪いかな (1人)
状況による。家や外など (1人)
何の振動なのかあいまい (1人)
わかりにくい (1人)
光＋振動なら確実 (1人)
器具を身からはなしたとき (1人)
１００％対応できない。携帯できるものがないから (1人)
お知らせランプ（来客用）も振動だから紛らわしい (1人)
何のための振動か区別できれば分かるが (1人)
自宅外から知らせたりするのはどうかと思う (1人)

起床している時は光が便利。いつもベッドで寝るとは限らないので、気づかない可能性がある。 (1
人)

効果的であるのかどうか (1人)
深い眠りは無理 (1人)
気にしない (1人)
場所が離れているとどこにあるのか分からない (1人)
周りに迷惑では？ (1人)
バイブのリズムを変えることで何かの効果はあるかも (1人)
外で明るい時だとカメラなどあるため (1人)
起きている居るときにどうか (1人)
他の事と区別できるか (1人)
機械の仕組みにもよる。気づかないかも (1人)
聞こえません (1人)
振動系の物はよくわからない (1人)
自覚がないと無理 (1人)
身体が疲れているときはわからない (1人)
やってみないとわからない (1人)
振動で伝えた後、火事だということを文字で表してくれるなら分かるかもしれない (1人)
眠っていても気づくことが出来る (1人)
目覚ましでも起きられない人がいます (1人)
ケースバイケース (1人)
分かる人と分からない人がいるから (1人)
個人差があると思う (1人)
かなり強い振動が必要であろう (2人)

特殊なにおいで火災発生を知らせる方法が有効であると思う理由(Q06-特殊なにおい-有効

である-理由)

匂いは色々識別できる (2人)
鼻はまだよく分かる (2人)
良いと思う (2人)
これなら多分大丈夫　一番分かりやすいと思う (3人)
ニオイは気が付きやすいかも (3人)
耳が聞こえないので (3人)
におえばわかると思う (4人)
感覚も強いから (4人)
いつもとちがうにおいがすれば分かりやすい (5人)
何かの異変を感じられると思う (5人)
焦げるニオイが有効 (5人)
よくわかる (6人)
異変に気づきやすい (6人)
特殊なにおいなら (7人)
匂いに敏感だから (7人)
寝ていても分かる (8人)
鼻がいいから (8人)
分かりやすい (10人)
鼻でわかる (18人)
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あるとなおありがたい (1人)
いつも匂いで気が付きます (1人)
ガスのにおいも効果がある (1人)
ガス漏れですぐ分かる (1人)
きな臭かったらすぐ分かるから (1人)
しかし、発生場所の感知は不可 (1人)
すぐわかりそう (1人)
すごーくくさい臭い (1人)
その匂いを覚えれば便利では？ (1人)
そよーと小火 (1人)
とっさの場合何の匂いかわからない (1人)
ニオイのわかる人には伝わる (1人)
悪臭で気絶するほどの匂い (1人)
一度だけ煙と匂いで気づいたことがある (1人)
雨が降ってきたのも土の匂いで気づく (1人)
音の代わりに知らせる効果は大！ (1人)
何だろうと気になり外を見ると思うから (1人)
何もきにすることなくすぐに分かるから (1人)
火災で分かる匂いなら (1人)
火災のにおいが得意である (1人)
火災の体験から (1人)
気がつく可能性はあるはず (1人)
気持ち悪くなるので×。こげくさいにおいで気をつけてみる？ (1人)
気付くと思う (1人)
起きているときはわかる (1人)
強い匂いなら分かる (1人)
近くにいれば (1人)
犬が私の肩をたたく (1人)
効果的と思う (1人)
耳が悪いので夜中などによい (1人)
周囲の状況がいつもと違えば分かる (1人)
就寝中に有効 (1人)
臭いで危険？という感覚があるから (1人)
少し不安 (1人)
寝ていて光で感じられなかった時に役立つはず (1人)
他に振動は作れないから (1人)
体に感じる (1人)
知覚にいないと分からないが (1人)
聴覚以外視覚・嗅覚・全身でなら大丈夫と思う (1人)
匂いにはいろいろあるから (1人)
燃える臭いなら分かる (1人)
判明がわかる (1人)
分かるが、時間がかかり怖い (1人)
平常時はOK (1人)
夜は無理だが日中なら (1人)
予測です (1人)
嗅覚で分かる (1人)
どんなときでも分かる (2人)
異臭なら分かるかも (2人)
煙のにおいを感じるから (2人)
個人差があると思う (2人)
今までにない匂いなら分かる (2人)

特殊なにおいで火災発生を知らせる方法が有効でない思う理由(Q06-特殊なにおい-有効で

ない-理由)

わかりにくい (5人)
寝ているときは分からないと思う (5人)
臭いでの判断は難しいのでは (5人)
風邪の時は分からない (9人)
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聴覚障害者にとって有効 (1人)
余計に不安をあおる (1人)
変 (1人)
火災なのか犯罪なのか区別がつかなそうだから (1人)
人間は犬みたいに嗅覚は良くない (1人)
外だと全くだめ (1人)
臭いで判断できるとは思わない (1人)
合わない (1人)
臭いの種類が確認できない (1人)
光のほうが良く分かる (1人)
臭いだけでは分かるはずない。 (1人)
臭いで体に以上を感じるのは体質的に望ましくない (1人)
刺激的だと具合が悪くなるかもしれない。 (1人)
臭いによっては頭痛がしたり、気分が悪くなったりするので、有効とは言い難い。 (1人)
離れてると気づかない (1人)
すぐに分かるとは限らないから (1人)
どこでもOKなのか？ (1人)
ニオイでわかるのは無理 (1人)
耳が聞こえるので (1人)
料理している時は分からないと思う (1人)
意味がよく分からない (1人)
経験していないので何とも言えない (1人)
不要 (1人)
気づくが正しい情報は取れないと思う (1人)
一般の人が色々なニオイに敏感になっており適切ではない (1人)
匂うとわかればいいと思う (1人)
慌てると多分分からない (1人)
タバコを吸う人がいるので分かりづらいように感じる (1人)
ニオイの感じがないような気がする (1人)
家の隣に手話通訳者がいるから (1人)
眠りが浅ければ気づくと思う (1人)
様々なにおいがありふれているため、異常時の匂いと判断しにくい (1人)
火事かどうかの区別つかなくなる (1人)
気持ち悪い。他の臭いと識別できるか疑問 (1人)
花粉症の時は嗅ぐことできない (1人)
ガスもれと間違うかも (1人)
パニックじょうたいにあって、匂いを火災に結びつけるのは困難 (2人)
千差万別　風の方向にもよる (2人)
身体に悪影響 (2人)
広範囲に必要では (2人)
交通事故で嗅覚をやられています。ニオイはほとんどわかりません (2人)
毒ガスと間違えたら (2人)
個人差による (3人)
誤解を招く（焼き魚のにおいなど） (3人)
嗅覚障害 (3人)
アレルギー性鼻炎だから (3人)
鼻づまりの時が多い (3人)
煙の匂いで分からなくなる (3人)
好きでない (4人)
わからない時もある (4人)
他のニオイと判別しづらいのでは (4人)
鼻の悪い人には無理では？ (4人)

特殊なにおいで火災発生を知らせる方法が有効か否かわからない理由(Q06-特殊なにおい-

わからない-理由)

どんなにおいかわからないから (8人)
風邪の時はどうか (9人)
鼻が悪いので (13人)
経験がない (16人)
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気にしない (1人)
実際の経験においでわかるようになった (1人)
近所に匂いが漏れたときどう思われるか心配 (1人)
匂いをあまり気にしないから (1人)
変なニオイがしたとき (1人)
有害なものと混同しやすいので避けるべき (1人)
何の臭いかわからない (1人)
人が多い場合は分からない (1人)
聴覚障害だから (1人)
火元場所がハッキリしない (1人)
実験してみる価値はあると思う (1人)
火災の煙で匂いがかき消されてしまうのでは (1人)
車道前に家があるので (1人)
においにはかなり敏感なので (1人)
テレビに字幕 (1人)
密閉空間が多いのでは (1人)
臭いでは逃げ遅れてしまうのではないか (1人)
時間的に手遅れになることも (1人)
においが届くのに時間がかかる (1人)
においだと頭が痛くなる (1人)
犬ではない (1人)

全て、全国統一した内容で火災発生を知ると便利。でないとほとんど目でたよっているので一体何
がどうなのか不安が先に走る (1人)

あらかじめ体験させておかないと分からない (1人)
難しい (1人)
そのニオイを前もって覚えておけば分かるかもしれませんが、においにもいろいろあるし (1人)

初から知ってるならともかく (1人)
それが火災か分からないから (1人)
どのにおいが危険なのかを理解することができない (1人)
何のための匂いか区別できれば分かるが (1人)
いざの時は分からない (1人)
鼻の病気の人は大変 (1人)
花粉症で敏感ではない (1人)
鼻炎なので分からない (1人)
忙しくて回っているので (1人)
起きている間は大丈夫と思う (1人)
身体が疲れているときはわからない (1人)
※質問事項の内容が自分の目だけが頼りになっている視点 (1人)
※全体を通して、火災装置のある部屋にいれば有効だがいない場合× (1人)
視覚的に分からないから (1人)
就寝時には有効かも (1人)
今のところは体験なしでわからない (2人)
いやかも (2人)
あまり効果はないと思う (2人)
分からない (2人)
火災の匂いかどうかまぎらわしくなる (2人)
状況にもよる (2人)
火事で燃えると他の匂いも出て混じってしまうため (2人)
イメージがつかめない (3人)
時と場によりけり。これとはいえない (3人)
不快感を与える (3人)
風向きによるため×　天候も。 (3人)
寝ているときは感じるかわからない (3人)
何のニオイだったか忘れてしまう可能性がある (4人)
やってみないとわからない (4人)
どんなしくみなのかイメージできない (5人)
わかりにくい (5人)
誤解しちゃいそうだから (5人)
嗅覚のにぶいひとにとっては効果なし (5人)
他の事と区別できるか (6人)
よく鼻がつまるので (6人)
個人差があると思う (7人)
そのにおいが何か判断できるか (7人)
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見えないから (1人)
場所が広いとダメだと思う　普段のニオイの中でガスとかは違うので分かると思う　 (1人)
鼻に感じられる。これはあくまで起きているときの話 (1人)
臭いに鈍感な人もいるし、周知も困難では？ (1人)
その時の体調によって聞こえたり聞こえなかったりするから (1人)
どちらともいえない。かえってパニックに陥ると思う (1人)
臭いによる (1人)
臭いは苦手 (1人)
きつい臭いはだめ (1人)
古い家なら分かるが新しい家だと分からない (1人)
どのくらいの臭いなのか想像できない (1人)
これ以上変な臭いはいやです (1人)
分かる人も入れば分からない人もいるから (1人)
知覚にばらつきがありそう (1人)
特殊な臭いなら可かもしれない (1人)
希には分かるだろうか (1人)
深い眠りは無理 (1人)
気づく時と気づかない時があるから (1人)
飲料店や塗料を扱う所では効果があるのか (1人)
アレルギーなどの体質によっては大変なことになりかねない (1人)

音で目覚める方法に対する意見(Q07-A-その他)

ケータイ (1人)
耳元で大声を出してもらう (1人)
聞こえない (1人)
効果ない (1人)
音では無理 (1人)
玄関をたたく音 (1人)
爆発のよう (1人)
寝ているときは気がつかない (1人)
起こしてもらう (1人)
携帯電話 (1人)
強い音 (1人)
低い音の振動 (1人)
子供がいる (1人)
隣の人に鍵をたのむ (1人)
慣れない (1人)
隣の家の人 (1人)
鼓膜がやぶれるほどの音 (1人)
自身の感性 (1人)
ぐっすり寝てるときは無理 (1人)
かみさんの声 (1人)
ゆすって起こしてもらう (1人)
拡声器 (1人)
音声で手をかける (1人)
平常鳴らないため (1人)
身辺においていた場合に (1人)
自然に目覚める (1人)
全然だめ (1人)
難しい (2人)
走る足音 (2人)
大きい音 (2人)
かなり長い時間ならしてくれたら (2人)
体に響く (2人)
補聴器なしだと全くわからない (3人)
全くきこえない (4人)
わからない (5人)
聞こえない (9人)

光で目覚める方法に対する意見(Q07-B-その他)
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光だと自分は起きない　 (1人)
明るい蛍光灯くらいの光 (1人)
寝ているときは気がつかない (1人)
不便なベル (1人)
左右上下に動く (1人)
浅い眠りなら (1人)
実際の体験上必要 (1人)
苦手 (1人)
けたましいサイレンランプで数回繰り返ししていたら可能 (1人)
光・ランプが目の前だったらOK。しかし背を向けていたら全く効果なし (1人)
たまにみるだけ (1人)
目の前でストロボ (1人)
太陽の光 (1人)
お知らせランプ (1人)
スタンド電灯で時間を知らせる (1人)
赤外線 (1人)
音との同時 (1人)
聞こえないから (1人)
目覚まし時計で毎日起きる (1人)
蛍光灯の点滅 (1人)
長時間 (1人)
部屋全体が光の点滅 (1人)
部屋が明るくなれば自然に目覚める (1人)
寝ているのに光とはどういうことなのか理解不能 (1人)
子供がいる (2人)
無理です (2人)
自然に目覚める (2人)
テレビのタイマーで画像が写る (2人)
パワーランプ (2人)
深い眠りの場合は分からない (2人)
カーテンの隙間からの陽射し (2人)
わかりにくい (3人)
眠っていると気づかない (3人)
フラッシュ (4人)
強い光 (4人)

振動で目覚める方法に対する意見(Q07-C-その他)

ビックリして起きる (1人)
人の動き回る気配 (1人)
重度聴覚障害者にはこれしかないと思う (1人)
カベ板やガラス戸を叩く音は分かる (1人)
強いのは良い (1人)
一般のベッド (1人)
寝ても感じない気がする (1人)
平常は適当な時間に目覚める (1人)
できそうだが試したことがないので (1人)
床振動 (1人)
かなりの強度を要する (1人)
振動と音の二重が望ましい (1人)
眠っているとき (1人)
自動的なシステムできるように (1人)
ゆりおこしてもらう (1人)
シルウォッチ (1人)
地震のゆれ (1人)
振動腕時計であれば何とかなる (1人)
携帯メールによる (2人)
電流用時計・マッサージ (2人)
ベッドが動けば体が動くので (2人)
バイブレーター (2人)
お知らせランプ (3人)
まくら（振動式） (6人)
携帯の振動 (12人)
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持ってない (1人)
地震のような横揺れ (1人)
人に起こしてもらうのと同様の感覚 (1人)
雷なら起きられる (1人)
時計では分かりにくい事もある (1人)
人が起こしてくれる (1人)
扇風機の風 (1人)
携帯TEL (1人)
時計に限らず身につけるもの (1人)
携帯できるものが望ましい (1人)
実際の体験上必要 (1人)
経験がないので分からない。 (1人)
眠りの深さにもよる (1人)
緊急用の振動があれば分かる (1人)
扇風機時計 (1人)
どんな種類があるか (1人)
わかりません (1人)
オールルーム (1人)
よほど弱くなければＯＫ？ (1人)
振動ベッド体験ないが有効だと思う (1人)
私の場合はこの方法がよいと思う (1人)
大きな振動 (1人)
たまに起きる (1人)
ベッドで寝てるためすぐ目覚められるためにもいいと思う（振動ベッド） (1人)
良い製品があれば (1人)
雨戸の柱を鉄の棒で何度も叩くと地響きによって気づくかも知れません (1人)
物の落ちる大きな音 (1人)
ゆり起こしてもらう (1人)
使わない (1人)
わかりやすいから (1人)
家族におこしてもらう (1人)
聞こえないから (1人)

においで目覚める方法に対する意見(Q07-D-その他)

鼻が悪い (1人)
朝料理の臭い (1人)
臭いで起きた事がないから (1人)
実際の体験上必要 (1人)
犬が一緒に寝ているので犬の動きで分かる (1人)
聞こえないから (1人)
無理 (1人)
焦げ臭いにおいに敏感 (1人)
ここまで来たら手後れでしょう (1人)
一度寝たら起きない (1人)
半分くらい分からない場合がある (1人)
聞こえないからよくみること (1人)
隣の家からのにおい (1人)
目に刺激を感じる (1人)
匂いだけしか頼れない (1人)
熟睡しているとよほどのニオイでないと分からない (1人)
寝ている時でも臭さは分かるが (1人)
香水類（自分の嫌いなにおい） (1人)
期待薄 (1人)
目覚められるか問題です (1人)
変だと思う (1人)
身体的にあまりよくないと思う (1人)
子供が知らせてくれる (1人)
よくかぎつけたにおい (1人)
においもいいのですが、布団の中に入っていれば気づかない (1人)
体験ないからわからない (2人)
寝ていても気が付かない場合ある (3人)
わからない (8人)

－103－



家内から起こしてくれる (1人)
鼻が悪い人には効果ない (1人)
煙 (1人)
煙草吸っているから自身には気がつかない (1人)
寝ているときは気がつかない (1人)

聴覚障害者に火災を知らせる機器ができてもほしくない理由(Q08-ほしくない理由)

まだ危険を経験していないからかも知れないが、火事がおきた場合、臭いや体感でわかる。知らせ
る機器より音声情報が分かる機器がほしい (1人)

わからない (1人)
家族が一緒なので要らない (1人)
実際に起こってほしくないから (1人)
今のところなにがよいか不明 (1人)
火災を出さないように心がける (1人)
健聴者と同居 (1人)
音声で分かる (1人)
家族のある人とない人では違う。一人のときとなりが火事になったら分からないが。 (1人)
あたりまえ (1人)
今のところ欲しくない (1人)
まず体験して自分にとって有効かを確認しておく必要あり (1人)
今はまだ健聴者と一緒だから (1人)
自分の判断が一番 (1人)
まだ今は主人がいるから一人になったらほしい (1人)
聴導犬と生活している (1人)

必要な機器だとは思うけど火災を知らせるだけの機器は帰って邪魔。TVとか携帯、ＦＡＸなど・・・身
近な物を火災を知らせる機器に加えた方がベストだとおもう (1人)

経費がかかりそう (1人)
鼻はいい方だが光のほうがよい (1人)
やっぱり自分がわかるのがいいと思う (1人)
心配 (1人)
父母が聴者だから (1人)
アパートの中で機器を作っているので、設置できません (1人)
犬が一緒に寝ている (1人)
娘と一緒だから (1人)
就寝時は振動第一 (1人)
二つくらい機器があります。都営アパート (1人)
あり (1人)
家の中ならスプリンクラー対応。ガス漏れ報知器あり。ガスなど自動消火式。 (1人)
あります　光の点滅 (1人)
環境的に心配ない (1人)
聴力がないと命が奪われやすい (1人)
怖い、遅れる不安がある (1人)
聞こえる人がいるから (1人)
お金がかかるから (1人)
第二回も認めないから（福祉事務所） (1人)
聴覚障害者のみ対象とするのでなくすべての人に使えるものを (1人)
火災に遭えばその時に応じて行動をとる (1人)
補聴器で生活できているのでほしいと思わない (1人)
しくみが分からないので (2人)
必要性を感じてない (2人)
いらない (3人)

聴覚障害者に火災を知らせる機器が製品化されたら購入しますか(Q10-その他)

生命に関わることですから行政からの援助が望ましい (3人)
一部負担してもいい (3人)
できれば行政・自治体側で給付してほしい (4人)
健聴の家族と同居なので必要なし (5人)
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火災だけでなく緊急通報道具は必.要 (1人)
聞こえない物が生命を守る為に、一般の人以上に負担するのはどうかと思うが (1人)
区役所の福祉身体障害者課に負担していただきたい (1人)
投入され、まわりの経過状況を見て決めたい (1人)

お知らせランプと二つの併用は邪魔だし、ベッドはすでにあるので振動ベッドがあっても購入しない
と思う。お知らせランプとの併用を。 (1人)

値段が安く購入できればほしい (1人)
リースでもいいと思う (1人)
効果が高ければ考えるが効果の薄いのは買わない (1人)
公営住宅また新築住宅ならはじめから付けておくべきでは？ (1人)
実際見て、やってみないと分かりません (1人)
機器の件分かりません (1人)
息子夫婦と同居 (1人)
実際に起こって欲しくないから (1人)
とても必要なら購入する (1人)
延焼の心配のないところなので、自宅から失火しないように注意すればいいだけ (1人)
今もガスなど、加熱で光と音で知らせる (1人)
火災をださないように心がけている。隣家が離れている (1人)
当たり前 (1人)
音声でわかるから (1人)

各自の程度に合わせなくてはならないので、軽度から重度まで、とにかく個人で購入出来る程度の
価格にしてほしい (1人)

家族と生活が一緒になれば不便ではないが一人なら必要 (1人)
主人がいるので何かあればおこして、その時考える (1人)
家族構成や年齢、生活状況によって考慮してもらいたい (1人)
助成金の対象項目を増やしてほしいと思います。 (1人)
一人暮らしになったら考える (1人)
家族が健聴なので安ければ (1人)
一時的に自分の意志に購入できるくらいならよい (1人)
携帯性を重視したい (1人)
火災だけでなく災害時すべてに適応できるなら考えるかも (1人)
現在市場内に設備あり（自分の部屋にベルあり） (1人)

機器の欠点も理解した上で使うことになるはずなので、期待しても効果ないとき無駄遣いになる (1
人)

自分では購入しないが、良い機器ならば人に勧める (1人)
必要に思わない (1人)
現在パテライトを設置した生活をしている (1人)
障害者用の機器は高価なため、低所得の障害者は購入が難しい (1人)
しばらくして良くなってから (1人)
東京ガスは今、便利になっています (1人)
健聴者は払わないのに障害者は払うのはおかしい不平等 (1人)
バリアフリーとは安心できる事が条件であり、国が整備をするべきだと思う。 (1人)
無料を希望 (1人)
高額のものであれば自治体で補給を！ (1人)
お金を払うのはいや (1人)
ガマンする必要はないと思う (1人)
いくらかでも補助があればいいと思う (1人)
行政、自治体で給付されるべきたが給付されない場合は自費で購入する (1人)
自治体で半分くらいの金をだすといい (1人)
全額給付希望だが、それが難しい場合は何割かでも給付を (1人)
障害者にはお金を負担して欲しい (1人)
自分の許される範囲で購入する (1人)
日常生活用具制度に入れて欲しい (2人)
福祉機器を無料にしてほしい (2人)
福祉関係など (2人)
機器の内容にもよる (2人)
今のところは (2人)
値段より自分に合っているかどうかを見てから (2人)
行政で給付すべき (2人)
給付するべき (2人)
自己負担はおかしい (2人)
行政自治体に少しでも給付して欲しい (2人)
安価であれば全額負担でもよい (2人)
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高額であれば自治体で補助を！ (1人)
金額をみて考える (1人)
家族が知らせてくれるので普段は必要ない。一人のときは必要だが頻度を考えると？ (1人)
家族と相談してみる (1人)
内容によって自分に合ったものならほしいと思う (1人)
福祉事務所に日常生活用具制度に入れてほしい (1人)
商品の説明をしてもらわないと良く分からない (1人)
まず実物を見てから判断する (1人)
日常生活用具として (1人)
法律で義務づけることが必要 (1人)
自分で使って分かるのなら検討する (1人)
セコムのようなシステムであれば納得できる。 (1人)
一人住いになるとやはり心配なので購入したい。 (1人)
必要感がある場合 (1人)
2世帯同居なので無理して購入は控えたい。 (1人)
現品を見て決める (1人)
使いやすければ購入する。振動腕時計など手間がかかるものならいらない (1人)
肢体不自由な人に車いすやスロープ設置するように何らかの公費負担があってしかるべき (1人)
自分にとって有効かを確認しておく必要あり (1人)

防災（機器やサービス）などに関する情報はどこから得ますか(Q11-その他)

防災センター (1人)
今までの情報は少ない (1人)
学校の先生なので (1人)
その時によってどこから情報が入るかは分からない (1人)
施設職員から (1人)
回覧板など (1人)

今のところこれという製品がＰＲされていないということは製品の開発が遅れているということか？
(1人)

梅雨時期とか地震とかが起きたとき、非難する場所が書かれた緊急災害情報のＦＡＸが市役所や
消防所から届くようになりました。 (1人)

補聴器店 (1人)

福祉展示などだが身障センターや福祉センターには聴障のための機器や説明がほとんどない！ (1
人)

文字放送にて (1人)
今このアンケートで知ったのです (1人)
CS放送をあてにしている (1人)
分からないから説明しください (1人)
消防署からのＦＡＸが月一回あり、それで情報収集 (1人)
地元の協会 (1人)
障害者関係の本 (1人)
市政だよりなど (1人)
都営アパート (1人)
消防署 (1人)
サークル (1人)
カタログ (1人)
自治体 (1人)
聴覚情報センター (1人)
町内・学区 (1人)
雑誌や聴覚障害者関係の機関紙 (1人)
障害者のイベント (1人)
ワールドパイオニア (1人)
家族から (2人)
知らない (2人)
どこからもサービスなし (2人)
いくおーる (2人)
マンションの管理組合 (2人)
専門雑誌 (3人)
聴覚障害者用の防災に対する情報はほとんどありません (3人)
携帯電話 (3人)
情報なし (4人)
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防災訓練などを受けたことがありますか(Q12-受けた場所)

消防組合、手話通訳と一緒に参加 (1人)
聴覚障害者生活支援センター (1人)
川崎で避難訓練 (1人)

梅雨時期とか地震が起きたとき、避難知り場所が書かれた緊急災害情報のＦＡＸが市役所や消防
署からとどくようになりました (1人)

病院入院中 (1人)
帯広、救急隊員 (1人)
家（旅館）で消防局の人 (1人)
学区の防災訓練 (1人)
宇治市社協 (1人)
だいぶ前の９月１日に町会で、代々木公園に行って (1人)
足立区など (1人)
練馬区光が丘消防署 (1人)
一回だけ (1人)
受けましたが、２回目からは欠席でした (1人)
区役所から知らせてくれます (1人)
サークル (1人)
新宿職能センター (1人)
年二回の避難訓練 (1人)
老人会（豊島区）の防災訓練 (1人)
トット文化館で消防署に (1人)
行政の (2人)
日曜教室 (2人)
協会主催・市主催 (2人)
消防局 (2人)
中部日曜教室 (2人)
聴言センター（京都） (2人)
センター (2人)

ろう学校。ただ全ての説明が口話でやっているため、誰のためなのか今思うと疑問である。機器を
回避するためにも手話で説明する義務があるはず (2人)

防災の日 (2人)
近所 (2人)
聴覚障害者センター (2人)
市福祉団体 (2人)
立川防災館 (2人)
市民による手作りの防災訓練 (2人)
マンション (2人)
技短で　消防士の人たちから (3人)
消防団 (3人)
役所 (3人)
身障センターでの避難訓練として消防署から (3人)
自宅住居地区で共同防災訓練 (3人)
消防学校 (3人)
防災センター (4人)
マンションの自治会 (4人)
福祉センター (5人)
団地の行事で (6人)
施設訓練 (7人)
福祉施設 (8人)
ろう学校 (8人)
障害者団体 (13人)
区の消防訓練 (24人)
市 (25人)
聴覚障害者協会行事 (42人)
消防署（消防士に) (51人)
地元（自治会）消防士をよんで (72人)
学校で＜消防士＞ (162人)
職場での避難訓練 (199人)
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都営住宅 (1人)
防災会館 (1人)
仕事先で福祉センター (1人)
情報提供センター (1人)
東海自身がいつ起こるか分からないから至急体制を整えなければいけない (1人)
行政、防災の火 (1人)
ゆうあい館 (1人)
短大 (1人)
消防署のFネットFAX網 (1人)
手話サークル (1人)
市民大会 (1人)
避難広場 (1人)
自治団体 (1人)
障害者だけの講習会 (1人)
年に一度町会であるが、どうやって出ればいいか分からない。 (1人)
集合住宅 (1人)
在住地 (1人)
体育館へ運動に行ったとき (1人)
市民による手作りの防災訓練 (1人)
寮 (1人)
岡崎ろう学校で実施 (1人)
消防署のPRセンター (1人)

中野区役所の福祉課と消防士の指導（手話通訳付き添い）を年一度受けています。アパートで。 (1
人)

中学校で障害福祉課に受けました (1人)
近くの公園 (1人)
いきいきふれあいセンター (1人)
団体事務所 (1人)
忘れた (1人)
地域の自主防災訓練 (1人)
昔やったが今はやってない年一回はやってほしい (1人)
生活訓練事業で学びました (1人)
自身が消防団に入っていた１５年間 (1人)
避難広場 (1人)
公営住宅 (1人)
神奈川横須賀市三浦市 (1人)
昔　戦争中 (1人)
セサミ団体から (1人)
出初め式 (1人)
団体関係 (1人)

聴者にも聴障者に対してどのように配慮するべきかマニュアル作成、配布してほしい (1人)
交通機関における聴覚障害者への放送システムの確立 (1人)
緊急時の手話通訳、筆記用具の派遣体制を確立（災害時でない） (1人)
新しく出来る施設（etc）に行政のほうから指導 (1人)
携帯メール、携帯電話を持っていない人もいるのでその場合は？ (1人)
火災など近くに住んでいる聴覚障害者への情報通知や避難勧告を (1人)
大地震などの時、どこへ避難したらよいのか知りたい (1人)
手話通訳は簡単に覚えられると思ったら、間違いだとということを知っておくべき (1人)
GPSみたいにどこにいても１ｋｍ以内での火災等の特定機器オート・オンシステム機 (1人)

Q14のシステムやサービスは必要であるが行政に甘えるのではなく自分の身は自分で守る様に
常々工夫しPRが必要と存知ますが助けてくださることは嬉しい。感謝しています (1人)

聴覚障害者がどこに住んでいるかの確認と緊急連絡方法の確認 (1人)
近所のは誰かが知らせに来てくださるように (1人)
電光文字でホテル・デパートなど大型の建物には知らせる設備がほしい。駅など (1人)

消防署が役所と連携して、ろうだけでなくすべての世帯の状態を知っておいたほうが対応が早いの
では？ (1人)

緊急通報システムが登録制になっていること (1人)
聴覚障害と視覚が重複するため選択肢が今いちピンとこない (1人)
消防行政にろう者のコーディネーターを設置してほしい (1人)
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消防署・消防行政などに検討してほしいこと、全体を通じて不満、不便ことなど(Q15)

群馬ではメール化がない (1人)

市民の中に聴覚障害者がふくまれていることを認識し、聞こえる人と対等なサービスを提供すべき
である (1人)

特になし。でも突然地震が起こったもの６・７の場合はちょっと心配するかもしれない。万一の場合は
準備する方が良いと思う (1人)

今まで聴覚障害者団体が消防署・消防行政などに要望を言ってきたと思う。しかし、システム的にま
だまだ配慮されていない事が多いと思う。消防署や行政に聴覚障害者を採用し、うちから働きかけ
てみたらどうか。 (1人)

アメリカのように障害者用部屋（ホテル）を法で決めてほしい (1人)

タイマー付きガスコンロを愛用している。しかし、店頭でなかなか見つけることができない。メーカー
のサポートも行って欲しい。 (1人)

人による呼びかけが必要 (1人)
聴覚障害者を含み、重複障害者に対してのサービスも考えて欲しい。 (1人)

ろう者がいる地元としてふれあいのある場所を紹介して欲しい。人間として隣人を愛せよの運動が
あればいい (1人)

筆記通訳を理解してほしい (1人)
近くに消防署があるが以前は２年に１回の割に家庭訪問あったがここ何年もそれすらなし (1人)

地震、洪水などで避難場所での指示はメガホンでなくプラカードのような太字で知らせてもらいた
い。 (1人)

手話通訳者は同じ非常事態に動かない場合もある（前例として阪神大震災）ので、消防隊員や関係
者にも手話・口話・筆談を覚えていただきたい。 (1人)

消防署の地域で、聴障者の存在の把握が十分なされておらず、安全保障が確保されていない。
もっと把握、緊急システム化を大至急やってほしい (1人)

聴覚障害者が災害のときとり残されることのないようにしてほしい (1人)

アメリカはもう手話と筆談と態度（みてわかる身振り）だったので安心しました。（警察も救急車も同じ
です。）口話は読みとれません。理由は消防隊員のしころが邪魔で見えないのです。ですから手話
を覚えてください。 (1人)

防災訓練、市区町村主催の場合は手話通訳をつけていただきたい。また、防災関連の催しにもあ
れば楽しみもあるし、親しみもわくと思う。未だに消火器の使い方が分かりません (1人)

聴覚障害者がその地区にいることを把握し、何か起きたとき手話通訳派遣など制度を確立できたら
(1人)

足立区ろう協は区との災害協定を結んで毎年、区との話し合いや訓練に参加しています。緊急用
の連絡（急病）等がまだ十分でなく、又消防隊員への聴障者対応、コミュニケーション方法などの指
導を徹底してほしい。緊急用にすぐに手話通訳を呼ぶ事はできないので。 (1人)

災害の発生を携帯メールで緊急に文字連絡できるシステムを作ってほしい (2人)

手話通訳士が必要。火災だけでなく地震・火山などの災難が起こっても安全に出来る装置が欲し
い。 (2人)

携帯メールで連絡できたらと思っています。出動状況もお知らせしてくれれば、少しは安心できる (2
人)

１１９携帯メール全国普及 (2人)

通訳が必要なことから防災訓練が行き届かない。災害情報が全く入らないのでいつも不安（特に一
人で居るとき）。家族が留守の時は眠れないことが多い。旅行中も災害の発生情報が分からずおち
おち眠れない (2人)

自分の住んでいる地域の聴覚障害者を把握して火災などを知らせてくれるシステムを作って欲しい
(2人)

聴覚障害者がその地区にいることを把握し（４１７）、何か起きたとき手話通訳派遣 (2人)
火災発生近くなら振動で伝えるものか携帯メールで知らせて欲しい（携帯はもっていないが） (2人)
ＦＡＸで緊急を知らせるシステムを希望 (2人)
耳の不自由を見捨てないこと、まじめに検討にはいること (2人)

手話通訳、要約筆記はぜひ必要。ただはっきり話してもらうだけで（慌てた話し方をしない、発音が
不明瞭でない、語尾があいまいに流れない、高揚のある話し方）、難聴者にとって内容がつかみや
すくなります。 (2人)

学生の時にボヤ騒ぎで避難した時とアメリカで実際に避難した時の消防署の対応が違いすぎます。
(2人)

消防署隊員の手話習得が必要 (2人)
せめて、ファクスでお知らせいただければありがたい (3人)

現在、聴覚障害者は携帯メールの使用者が多い。ＦＡＸだけでなく携帯メールでも通報できると便利
(3人)

聴覚障害者を対象とした手話・要約筆記をつけた防災教室 (3人)
聞こえの保障をしてください (4人)
ろうあ者として携帯メールを専門に通報システムを作って欲しいです (4人)
Q14の通り (8人)
手話を覚えて欲しい (10人)
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聴覚障害と視覚障害（弱視夜盲）のためまだ防災点で不足の点を感じます。非常ベルとまたは連絡

現在まで殆どかえり見られなかった。障害者の中で も関心が乏しい。（対象外）生命に関わる問
題であり、今後熟考すべき点多し。 (1人)

聴覚障害者に対する理解心を持って、現場では親切に扱い、不安を与えないように教育をはかって
欲しい。声が出るから健聴者ろ間違えやすくショックを受けることがある。消防署も要約筆記を習得
すると良い (1人)

経験がないので具体的に考えたことがない (1人)

耳が遠く、独り暮らしの高齢とて、寝ているときが一番不安です。光でそしてニオイで火災を知るより
は外にない？とて火災が一番心配です。よって、外部から知らせてもらうより他になく、いつも外より
入れるようにかぎをかけなくてねています (1人)

救急車に乗ったときなどに要約筆記が欲しい急な時ほど安心です。高齢化社会になるほど、聴覚
障害者が多くなってきます。白い紙で大きめの字で、黒いペンでハッキリと描いて欲しいです。医者
も看護婦さんもかいてほしいのです。聴覚障害者は説明されていることがハッキリ (1人)

あらかじめ、病院などのカードを聴覚障害者が所持出来るようにする (1人)

ＦＡＸによる１１９番システムは実現しているが、逆に消防署からの防災情報などがない。また、就寝
中などの時近所に火事が起きた場合、知らないままにいることを考えると怖い。消防署からの逆通
報システムが必要 (1人)

三重県にはメール・ＦＡＸ１１０番があるが広く広報をしてほしい (1人)

夜中に突然ぜんそく発作が起きた。１２時、タクシー乗車。四日市市立病院へ行った。耳の不自由
なものが病気になりつらかった救急車を隣の家へ行ってかけてもらったが出動中でした。ＦＡＸ番号
を教えてもらった後からのことでした。 (1人)

聴覚障害者は情報障害者とも言われているので、避難場所に情報表示装置を設置したほうが良
い。情報表示装置は電気を使うようなので、自家発電バッテリーとか、太陽電池タイプが良いと思わ
れる。例「弁当を配布しますので並んでください」「手話通訳がいます」などの表示 (1人)

私は一戸建てですから、火災報知器がありません。ろう者用の火災報知機をつくってほしい。 (1人)
携帯メール番号を消防署に設置していただければどこでも便利なため。あれば欲しい (1人)
緊急通知機の設置がないと不便です。今住んでいる建物は設置しないので。 (1人)

消防署などへ通報する時は携帯メールかＦＡＸがあれば幸いです。また、文章が苦手な人の場合は
１つだけボタンを押すだけですぐ来てくれるならいいんだけどね。 (1人)

家の回りでの火災時の通報、状態説明など (1人)

火事が起こった時すぐ電話で知らせますが来るまでに時間が長すぎる。場所どこでなどいちいち
FAXするのは控えて欲しい。いちいちすると余計時間がかかってしまう。 (1人)

も一番要望することは、災害がおきた時、すぐに情報を確保できるようにしたい。そ例として、携帯
によるメールが一番良いと思う。聴覚障害者として、携帯は必要不可欠なのでメールが迅速に伝
わってくるはず。それだけでも、聴覚障害者にとっては多いに助かります。 (1人)

ホテルなどの大きな施設では皆がパニックになって逃げると思うので、周りの人に聞くのは無理。
（以前、事故で山手線が止まってしまったが、駅員に聞きたくても大勢人がいて聞けず、家族に連託
して分かった。）だから周りの人に聞かなくても自分で確かめられるような情報システムが欲しいで
す。 (1人)

携帯電話のメール、情報ステーションを使って情報がすぐ得られるようにしてください。トンネルなど
で電波が届かず、携帯が使えない時、車内などで文字放送ができるようにしてください。（できれば
駅員など全てのサービス業に関わる人には手話を覚えて欲しい） (1人)

確かに火災が起きた時はとても不安です。家族と自分の鼻だけが頼りです。 (1人)
災害情報を電光掲示板で伝える自販機をふやしてほしい。 (1人)

いざ災害が起きたときに、情報が取り入れにくい。もっと情報が取り入れられるようなものが欲しい。
避難などの誘導を放送でやる事が多いのでなにをすればいいのか分からない。 (1人)

外出先で救急車をよびたい時にどうすれば良いのでしょうか。 (1人)
スムーズに連絡できる方法と近所で火災が発生したときの通報システムの確立 (1人)

聴覚障害者に対する理解を深めて欲しい。聞こえない又は聞こえにくい人々の為の防災システムを
考えて欲しい (1人)

警察署の隣に連れられているが交流し、聴覚障害者の理解を求めたい。 (1人)
携帯メールへの防災情報の発信 (1人)

健聴の家族と同居の場合は不便さを感じないだろうが独身者の場合は不安が大きい（耳からの情
報がはいらないので） (1人)

地域の障害者、特に聴覚障害者にはもっと気配り配慮がほしい (1人)

私は中途失聴なので手話がわかりません。講習会へも行ったけど日常使わないので忘れてようお
ぼえません。やはり文字で頭の中に入るのが一番です。 (1人)

携帯電話・PHSは震災などの非常事態にパンクしてつかえなくなるおそれがあると言われている
が、そういう事態にならないようにして頂きたい (1人)

光の点滅は赤でなくても、青でも悪くないと思う。青の方が分かりやすいのでは。（私個人的な感覚
として）（外国を見るとあおのほうが多いみたい） (1人)

早急に対応願います (1人)

同じ聴覚障害者であっても、難聴とろうあは行動パターンに違いがある。その辺りも含めて、うまく対
応できるようにしてほしい。 低でも、そういうことがあるという心得・知識として持ってもらいたい。
(1人)
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春日井市、携帯メールにて災害情報をもらっている。またＦＡＸなどの告知も。しかし避難訓練の時
の要約筆記はまだ。不安 (1人)

行政が詳細を把握して配慮してもらえるのは心強いですが、これを町内会にまで発展させ近隣の協
力を得られる体制が必要 (1人)

以前はＦＡＸで消防を依頼できるシステムがあった。しかし今ではあてにならない。この状態を改善し
てほしい。安心感を (1人)

Q14で全て当てはまると書きましたが、限られた予算内ですべてやることは難しい。とすれば、何を
優先してほしいかにしぼられます。具体的には１，災害時での対応に関する情報保障特に災害現
場でのコミュニケーション及び情報の確立。２、災害発生時の通知方法の確立 (1人)

公共の建物などは緊急事態を文字で知らせるシステムを取り入れて欲しい。ホテルなど宿泊すると
きはいつも不安がある。各部屋に光と文字による緊急情報システムをいれてほしい。 (1人)

Q14の１０項目にあるようにホテルなどに聴覚障害者向けの火災報知器の設置して頂けるように痛
切に感じます。難聴者ばかりが一室に泊まった場合また難聴者が一人部屋で泊まる万一災害が発
生しても外からの連絡や館内放送・室内電話など全くきこえないので（部屋の中で (1人)

緊急時は一生に一度あるかないかくらいだと思いますが聴覚障害者対応システムがないといざとい
う時に犠牲になるのが障害者です。平時には殆ど使わないからと言って、不要なわけではなく安心
のために必要なのですから行政も積極的にシステムを構築拡充していってほしい。 (1人)

非常時の難聴者の講習（通訳付き）２?３回終わりました消防署へのＦＡＸ（ワンタッチ）も設定済みで
して規定用紙も各人５枚づつ消防署から配布されています (1人)

聴覚障害者向け今後いっそうの良い機器類をつくられますようお願い申し上げます (1人)
周りに頼らなくても安心して確かな情報を得られるよう行政にお願いしたい (1人)

市内の聴覚障害者の住居を把握して近所の火災などを通報してほしい。火災報知器の目で見て、
また振動で知ることのできる機器開発をしてほしい (1人)

私は主人と二人暮らしですが主人は半身不随で私は電話は聞き取れない。主人がもし倒れたらど
うしようと不安いっぱいです。そんな時自宅から直査閲消防署に火事・急病とボタン一つで居場所
が分かるようなシステムは出来ない物かとかねがね思っております (1人)

携帯で１１０番出来るようにしてほしい。中途難聴は聞こえないけどしゃべれます。緊急の場合は電
話しかないとき一方的に話すことになります。いたずらとまちがわれやすいこともそういうことも考え
てください。市営住宅などの通報の仕方を難聴者などにしどうしてほしい 294 (1人)

消防署の方々が防災訓練に来られますが説明とか講習などよく聞こえず困ることが多い。後で友人
などに聞いても詳しく分からない。説明など板書してくださるとありがたい。前もって要約して書いて
くださっているのは嬉しい。説明書など配布があるとわかりやすい (1人)

屋内信号装置を来客を知るために使用したが来客がなくても、光るので見てもらったら光の反射に
よるものだといわれたが、このままでは使う気になれない。ちゃんと反応する物にしてほしい。 (1人)

老人性難聴になって１０年あまり立ちます。年々きこえにくくなっているのです。チャイムも救急車も
わかりません。電話はベルはよくわかりますがいざ話すと光方のいわれることがきこえません。この
頃は留守番電話に切り替えてます。ＦＡＸのみでの会話です。けいたいが良 (1人)

聴覚障害者は社会の色々な行政・福祉の網から落ちこぼれています。火災通報システムをできる
だけ早く設置してほしい (1人)

音についてですが、私は高音がだめで低音がよくわかります。が一言難聴者といってもいろいろな
タイプがある。（低音がだめで高音がいい人もいる）例えば、救急者のサイレンの音はほとんど分か
らない。すぐよこにくれば分かるが、殆ど多分分からないということをしってほ (1人)

聴覚障害者だけの防災訓練は（ろう者は知りませんが）今までに聞いたことも体験したこともありま
せん。一度ろうあ者の方と一緒に人命救助法の講習を受けたことがあります。しかし実際問題とし
て難聴者にどんな訓練の方法があるのか、消防署、行政のお方も思案されること (1人)

この世には耳の聞こえない人がいると言うことを覚えていて欲しい (1人)
年に一回家庭訪問してください。訪問時にＦＡＸや電話で前もって伝えて訪問してください (1人)

私は も火事をを恐れております。地震等は振動で分かることで大丈夫ですが、当方一人暮らしの
為、この火事が恐怖となっております。就寝する時も補聴器をすれば、防げますが、補聴器をずっと
しておくのは外耳道の炎症を起こすおそれもあり、現に耳がかゆいことが起こり (1人)

昔と違って、現在の都会の生活は都会の砂漠のような感じがします。昔は向こう３軒両隣と言って、
和気あいあいで、子供も大人も交流の輪が広がって、、、表玄関出たところに縁台を出して、詰め将
棋や碁などを大人も子供まで一緒にしたり、朝から晩まで日が暮れるまで子供 (1人)

ＦＡＸでの消防署への連絡・対応等は西宮消防署は福祉事務所と提携してできていると思います。
ただ、外出先でのＦＡＸがない場合などの緊急事態時の対応も考えて、携帯メールなど普及してい
るので、一般の聴障者（団体に加入してない）にも、広めて欲しいと思います (1人)

難聴者マークの普及が十分できてない (1人)
人工呼吸法の説明、実施（要約筆記付き）、緊急時の対処法（病人・事故） (1人)

難聴者家族の場合火災が起きた場合分からない時があるから、消防署から難聴者へ速やかに連
絡が取れる方法を考えて欲しい (1人)

道路上、特に車を運転しているとき、サイレンがよく聞こえない。どうしたら早く気づくことが出来るよ
うになるかなど早く確実に察知できるシステムがほしいです。 (1人)

聞こえないので、目で確認するのでどんな時でも、どんな場所でも書きだしてほしいと思います。聴
力障害者がどこに住んでいるか。消防署でも常に認識して欲しいと思います。 (1人)

などについてもっとそれぞれの障害を合わせた体制を望みます。 (1人)
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近所の火災が分からないので分かるような設備がほしい。また、火災に関しての通知（消防署）が
不便 (1人)

今まだ無防備で少し不安がある。近くに消防関係で相談できるところなどありましたらお願いしま
す。 (1人)

我が家には行政から防災無線機が取り付けております。子供がいたときはその無線機から聞こえ
てくるものを全て手話で教えてくれましたが、今は大人になってそれが宝の持ち腐れとなってしまい
ました。危険と思われることは是非ＦＡＸでしらせていただきたいです。 (1人)

いざというときの伝達方法を明確に出来るようになってほしい。また通報時のシステムを作って欲し
い。 (1人)

消防法でホテル・旅館などのドアチャイムや緊急通報装置（光で知らせる）を取り付けするよう指導
してほしい (1人)

消防関係で難しい言葉が出てきたときにその意味を説明してくれるとありがたいです (1人)

区に住んでいるろう者の人数を把握したくても（協会に入っている人数だけしか）区役所から教えて
くれないから無理です。災害のことを考えるとやっぱり不安です。せめて、ろう者の人数を把握して
から消防署と話し合いたいです。 (1人)

通勤・通学途中、万一火災になった時対応はどうしたらいいか？例えば、地下鉄で走行中、火災が
起こった場合、地下で携帯電話の通話、メールでの送受信できない所が多くあるので、きちんと連
絡しないと分からない (1人)

以前杉並区に住んでいた時、毎年一回消防署の方が聴覚障害者の家庭訪問を実施してくださった
のに、隣の練馬区へ現在住んでいても区内の消防行政はいったい何も情報が得られません。安心
できないです。東京都の中でも平等に実施して欲しいです。 (1人)

出張の多い仕事なので各地の行政や消防署の連絡をとるのにどういうシステムをとったらよいの
か、今でも分からない。今でも緊急が起こったときは 寄りの消防署によって知らせるという原始的
な方法をとっている (1人)

緊急連絡先教えてもらってない (1人)
体制が不明瞭 (1人)
阪神大震災で分かったが、ろうあ者に対する配慮が足りない (1人)
ことばでは書き尽くせない (1人)

手話通訳者の設置という内容を理解する上で聴覚障害者のバリアフリーをもっと学習していただけ
ればありがたい (1人)

見ても分からないことから対応が遅れているので、必要のあるものは全てにわたって給付・援助をし
てほしい (1人)

ＦＡＸなど置いてない方が多いので聴覚障害者にいるか家族の中に確認してほしいです (1人)
今のところＦＡＸの番号のみ知らされている (1人)
聴覚障害者も雇えるように (1人)
今までこのようなものはない。早く設備給付を (1人)
署との交信に健聴者との差が大きい (1人)
緊急ボタンが欲しい（赤色） (1人)
防災システムを設置して欲しい (1人)
就寝時における通報（目覚めさせる）の普及。避難方法の周知（難聴に有効な） (1人)

行政と地域の聴覚障害者団体・手話通訳者団体・手話サークルなどによる防災システムを確立さ
せ運用化させるようにしてください。行政にも働きかけは必要ですが消防署としても意欲的に取り組
んでください。 (1人)

地下鉄での火災が日本でも起きたらどうしたらよいのでしょうか。 (1人)

サークルで１年に１回は消防署員にきてもらい説明会を開いているのでその時は出席して話をきく
ようにしている (1人)

２年前、世田谷区にある消防署は１年間の手話講習会で終わってしまいました　残念！ (1人)

健聴の主人と同居しているので何かあれば主人が知らせてくれる。でも自分では火の用心を心が
けている。 (1人)

消防車が走行する時、警音が聞き取れない。耳の聞こえる人も車の中では聞き取りにくいので、
ピーポーのほかに電波などで車の中に光信号が出るようにしてほしい (1人)

現在、消防に関する状況が良く分からない。障害団体に消防に関する情報を働きかけて欲しい (1
人)

大きい声でハッキリいってくれれば分かります。 (1人)
ＦＡＸの通報のみでどんなことをやっているのか地元のろう協にＰＲを (1人)
情報保障の確立をお願いしたい (1人)
なんでも安全なシステムが欲しい (1人)

聴覚障害者のための防災通知システムや緊急状態を知らせるサービスが少ない。命に関わる事件
があった時に困る (1人)

火災の心配は多々ある (1人)

ＦＡＸはつながらない時、連絡が遅れる時があるので通常のTEL連絡で、会話が不自然だったら火
災等を疑い対策を考えてほしい (1人)

ＦＡＸによる連絡はとてもありがたい　赤磐郡 (1人)

笛、防犯ブザーを携帯するよう消防署などに働きかけてほしい安い品を給付するとか検討してくださ
い (1人)
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市で防災訓練して感じた事は、耳が聞こえないだけで普通の人と見られて悲しい苦しい思いをし
た。たびたび訓練をしてほしい (1人)

特になし。でも突然地震が起こったとき、6、7の場合は少し心配するかもしれない。万一の場合は準
備するほうがいいと思う。 (1人)

緊急通報ｼｽﾃﾑが登録制になっていること。消防署が役所と連携してろうだけではなくすべての世帯
の情報を知っておいたほうが対応が早いのでは (1人)

聴覚障害者を初めすべての障害者に対してりかいしていただきたい。ここから始めないと先に進ま
ない！ (1人)

２４時間緊急通報システム (1人)
台風接近、雪に巻き込まれ不通などの情報がない (1人)
難聴者団体による消火訓練（防災避難訓練） (1人)

聴覚障害者に対してのコミュニケーションを深めていきたい。ろう盲がいるとどうしたらよいか？確認
してみたい (1人)

私は聴覚障害者のために、いつ何時でもどこでも手話通訳者がいれるようにしたい (1人)
消防署に対して、緊急事態のお知らせ（TVの文字放送によって消防署専門にしてもらいたい） (1人)

私としては新しい機械をつくるのではなく今ある身近なもの（パソコン・携帯・テレビなど）の通信機器
にろう者でもすぐに分かるように情報を提供していったほうが効果的だと思う (1人)

隣の人たちにも「こういう物がある」と指導した方が良いと思う (1人)

万一、自宅で火事になったら、呼びかけのTELができない。隣に災難があったら気づかないかもしれ
ない (1人)

障害者に対する対応について考えてほしい。特に通報や通信といったコミュニケーションを。 (1人)
火災を伝えるときは視覚で伝わるようにしてほしい (1人)
セコムの体制のように、携帯での情報保障・緊急連絡・対応処理とかあってほしい (1人)
火災報知器の件、屋内は天井で光りの点滅の設置がほしいです (1人)

手話通訳としての専門職、設置することが基本的な考え方だということをまず知って欲しい。消防・
行政関係者が手話通訳者とは何か理解することが必要。それが分からないといろいろ問題をおこ
すし、解決するために労力が要るということをしっていただきたいと思う。 (1人)

火災だけでなく地震対策も対応を考えて欲しい。火災・地震が起きたとき素早く現場に来てほしい。
急病が起きたとき、救急車を呼びたいとき、ＦＡＸ設置すれば至急連絡できるように対応して欲しい
(1人)

E-mailで連絡や問い合わせが出来る体制を是非お願いします。 (1人)

毎年防災訓練を行っているが障害者向けの連絡・訓練・通報など全くない。必要時、一番困るのが
障害者であることを分かってもらえない。健康な家人といつでも一緒にいるとは限らない。情報を正
確にいつでもわかるほうほうを確立してほしい (1人)

現在６級ですが、長い間聴力検査していない。今はかなり落ちてるはず。無料で定期検査できると
いい。音は聞こえるが言葉が分からない。音だけで等級をきめないでほしい (1人)

以前役場で聞いたのですが、火災時などのＦＡＸ情報は障害者の等級によってということでしたが障
害の等級にかかわらず連絡がほしい (1人)

聴覚障害者なので、情報・説明・内容など分かりやすくて読めるような設備があってほしい (1人)

色んなシステム、機器他のPRが足りない。消防署、消防行政で研修の場を開き、聴覚障害者にとっ
て必要なこと・不安なことなど勉強してほしい (1人)

突然の災害には不安を持っている。対策には行政と職場・地域の具体的な計画や説明を十分する
ように、聴覚障害者対策を願いたい (1人)

鳥取県では警察に関しては緊急メール１１０番が設置されましたが、消防に関しては検討中。緊急
メール１１９の設置をお願いしたい (1人)

消防署への救急時のシステムを申請したら単独でなくほかに介助してくれる人が必要とか。今は申
し込みには時間がかかりすぎたりで色んな面で面倒くさいというかもう少し簡単にやってほしい (1
人)

一人暮らしの聴覚障害者の場合と家族同居の聴覚障害者では事情が違うと思います (1人)

難聴者はサイレンが聞こえないときがあり、昔道路通行（車運転中）どなられた。耳が悪いと言った
がさんざん文句を言われた。謝ったが、救急車・消防車でも止まっている時でもサイレン・ストロボ光
を出してください (1人)

昼間はそれほど必要に思えませんが、夜間は暗いだけに不安になる。災害が起きたとき、通報・連
絡方法を事前に周知させマニュアルブックなど配布するのもよい (1人)

私の住んでいる地域に関しては耳より会にて講演をお願いする程、仲良くなった方ばかりで、いろい
ろ私たち聞こえないものへの理解が深まっている方だと自負しています。初めて私自身救急車にお
世話になったこともあってコミュニケーションについて考えさせられた訳で (1人)

事態発生には正常な気持ちで対応できない。手話通訳者不在が想定される。消防関係者は常に聴
覚障害者と対応することを考え、「はい」「いいえ」で答えられるカードを常備して現場にかけつける
よう配慮されたい。 (1人)

特に地震など怖いし火災になった時、ＦＡＸを流して欲しい。 (1人)

聞こえなくなってまだ２ヶ月ですので、現在の所あまり考えが浮かびません。何でも行政に頼るだけ
でなく自分のことですので身近な人達に助けて頂きながらくらしていこうと思います。 (1人)

消防署の管轄内の聴覚障害者の人数と所在地を把握してほしい。（特に一人暮らしの聴覚障害者
の存在に注意を払って欲しい） (1人)
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通報ｼｽﾃﾑを確立して欲しい。 (1人)
情報がはっきり伝わらないのでろうにもわかるようにして欲しい。 (1人)

消防だけでなく救急車もメールで知らせるようになりたい。もし、自分の家が火事になったときとかに
たまたま近くに人がいないとなると、1分でも手後れはいやだ。 (1人)

障害者に対する対応について考えて欲しい。特に、通報や通信といったコミュニケーションを。 (1人)

私は去年まで一般の学校のみに登校していたのであまり分かりませんが、一般の人へも含めて早
く正しい情報を伝えるインフラ、ｼｽﾃﾑを作るべきだと思います。 (1人)

電子・携帯メールで連絡できれば便利だと思う。 (1人)
火災が起きた場合いち早く知らせるｼｽﾃﾑがあったほうが良いと思う。 (1人)
手話を覚えて欲しい。 (1人)
月か年に一度消防訓練をしたほうが対応も早く出来ると思う。 (1人)

e-mailによる通報も受け付けて欲しい｡聴覚障害者が常にいる施設に聴覚障害者のための緊急事
態発生装置の設置を義務化して欲しい。地域での防災訓練のときには常に手話通訳か要約筆記を
派遣して欲しい。 (1人)

見回りをして欲しい。 (1人)

言葉を話せない人や電話の出来ない人には火災発生通報器にも検討するべきだと思う。ろうのひと
を見ると聴覚障害者のための設備を使っていないので、使いにくいのかとも思う。 (1人)

聴覚障害者対応の生活機器にどのようなものがあるのか良く知らないのでもっとあらゆる方法で口
コミを広げて欲しいと思いました。 (1人)

手話サークルと共存して手話が使える人を増やして欲しい。情報をすばやく伝える方法も (1人)

火災のとき連絡方法をはっきりして欲しい。FAXだけでなくメールで連絡できる、現在どこにいるのか
教える事ができるなど (1人)

通信ｼｽﾃﾑの機能も大事だが、デザインを浴してほしい。そうすれば買いたいと思う (1人)
火災があって消防車等が一本道に停まった場合の迂回方法の表示があればよい (1人)
緊急時は必ず文字など音声以外に情報を得られるｼｽﾃﾑを確立してほしい (1人)
生活環境の構築を目指し、さらにその上で火災に対するｼｽﾃﾑがあればうれしい (1人)

周りがパニックになったとき聞ける状態ではなくなる。何が起きたのか障害者が自分で判断できるよ
うな緊急機知を避難場所につけられたらいいと思う。 (1人)

電子・携帯メールで連絡したくてもできないので人に頼む事があった。自分でできるシステム作りを
して頂きたいと思った。近所で火災が起きた事の認識についていつも後れがち。気づかずに生活し
ているのは本当に恐ろしい。 (1人)

一昔に比べれば障害者に対してなにをしなければならないかとの問題意識が出てきているのでそ
れなりの進歩があるかと思う。現在の緊急通報ｼｽﾃﾑはあるがＦＡＸのみなので範囲が狭すぎる。ど
こでも使えるようにしてほしい。 (1人)

就寝時に緊急事態を知らせるサービスがあれば安心だと思う。（強力なフラッシュ付き）。発生時文
字放送をしてほしい。 (1人)

これから詳しく知りたいと思う (1人)
聴覚障害者のための緊急ｼｽﾃﾑの確立。消防署内での要約筆記講習会の開催 (1人)
FAXや携帯による119番の整備およびＰＲに勤めてほしいと思います。 (1人)
聴覚障害者に対していかなる方法で報知するかを早急に検討されたい。 (1人)

救急車、消防車のサイレンに気づかない。もっとはっきり分かるようにライトをつけてほしい。緊急時
救急、消防ｼｽﾃﾑ聞こえない話せない人も119だけで出動してほしい。 (1人)

機械が必要なのに高価で買えないといるのはおかしい。 (1人)

防災訓練はほとんどの場合健聴者が対象になっている。話の内容が分からないのであきらめてい
る。 (1人)

中途失聴、難聴者への災害情報伝達がいつも不十分な気がする。文字を使った情報保障を考えて
ほしい。 (1人)

１、町内会・自治会では積極的に防災訓練を行う。２、訓練を通して全体のコミュニケーションを深め
る。３、すべての障害者が訓練に参加できるように整備してほしい。 (1人)

ＦＡＸの番号を知りたい (1人)

町内のどこに障害者が住んでいるか把握してほしい。災害時緊急時は、プライバシーとかの問題外
(1人)

中途難聴になって初めて昨年家の近くで火災があり、家族に教えられた事で分かった。一人でいた
ら分からなかった時のことを考えるとぞっとする。消防行政に検討してほしくなった。地域の役員さん
等に連絡して火災を教えてほしい (1人)

近くに住んでいても誰も教えてくれない。市政だより見ても書いていない。火災発生の情報を知らせ
てほしい。 (1人)

なるべく多く防火・消防・避難訓練を行ってほしいと思う。 (1人)

よく体の不自由な年寄りが焼死との新聞テレビなどで見るけど、火災などの時にどうかして連絡な
どしてほしい。 (1人)

近所の方々は私が聞こえない人だとの思いで殆どの方が挨拶しかしてくれません。災害の時平常
から親しく接していないため災害の時期待できないと思う。 (1人)

火災発生その他緊急時には一斉警報ｼｽﾃﾑを行って、地域における災害を防止するよう住民の安
全計画をするようにしてはどうか (1人)
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聴覚障害者用防災システムと消防署への防災情報通知システムなどの設置をお願いします。 (1

前から何回も交渉している地域のろう協の運動があったが、お願いしてもすぐできないのが不満で
ある。 (1人)

消防署の管轄によってサービスが違うのはおかしい (1人)
緊急FAXしたとき返事が白紙でFAXされた。返事よりも早くきてほしい (1人)
台風接近、雪に巻き込まれて不通などの情報がない (1人)
専用とあれこれ考えるよりは万人に使えるシステムを考えたほうがメリット大 (1人)

施設などに火災ランプ、電光掲示板の拡大を。聴覚障害者の為の防災対策マニュアルの作成を (1
人)

聴覚障害者はすべてが情報保障が不可欠という事を念を入れて、完全に聞こえる人とも対等な情
報を提供するようにお願いします (1人)

いつ何処にいても何が起こったか分かるシステムがほしい (1人)
地域で防災訓練がある時通訳を付けてほしい (1人)
地区のどこに聴覚障害者がいるか確認しておいてほしい (1人)
消防の人たちに手話を出来るようになってほしいです (1人)

119番通報について、TELでは場所を言わなくても通じるが、FAXは必ず場所を書かなくてはならな
いので不便 (1人)

自治会など防災避難訓練がある場合手話通訳を付けるように義務づけてほしい。聴覚障害者がい
る世帯に参加を呼びかける (1人)

緊急時でも消防隊員だけでなく常に手話通訳者は常在してほしい (1人)
焦ったときでもパニックにならず消防署に連絡できる方法を知りたい (1人)
救急車乗務員に手話を覚えてほしい (1人)

「火災のとき家を壊して入ってきても文句を言うな」という誓約書を書かされたが、火災でなかった場
合どうするのか。また、障害者のみを対象に制約を取ろうとしたようだがなぜか (1人)

火災用FAX番号を付けてほしい (1人)
消防署からいままで聴覚障害者向けの防災商品サービスの紹介していないから不満です (1人)
正しい情報を見える文字放送で流してほしい (1人)
情報通知を視覚的可能なあらゆるききで流す手段を確立してほしいと思う (1人)

地震が起きたときテレビで速報が流れるが、地元消防署に登録している聴覚障害者に対しても、
FAX網で流してほしい (1人)

消防本部が責任をとって緊急連絡（Fネット）してほしい (1人)
東海大地震が起きたとき行政は聴覚障害者のための配慮はどこまで考えているのか (1人)
救急隊員はろうあ者に手話で対応できるようにしてほしい。 (1人)
消防署の人たちに手話、口話を分かってほしい (1人)
緊急時に判断できるよう防災訓練を年数回くらいしてほしい。 (1人)
この意識調査からはたして今後のシステム計画に反映されるのか (1人)

メール・FAXにしても現在通報しても一方通行的なやりとりにやる可能性がある。緊急時にこそ即時
に返答を得ることができるようなシステムがほしい。 (1人)

火災発生における連絡体制の確立 (1人)

携帯電話でのメールによる連絡の円滑化、火災のみならず地震に対しても同様の対策を望む (1
人)

自宅などに火がついた時に、パニックになってしまってすぐにＦＡＸ・メールする余裕がないと思う。だ
からパニック状態になっても通報できるようなシステムを考えるべき。（exp.携帯で項目を選択し発信
するだけで通報できる等;自宅の個人情報ﾃﾞｰﾀを管理とか) (1人)

障害者に対する防災ｼｽﾃﾑが体系化されていないと、住宅を探すときにも不便が生じる。家主にとっ
ては障害者を入居させない口実を与える事になる。また、音による防災ｼｽﾃﾑが普及しているが、こ
れを音＋光に変えてほしい。 (1人)

消防士が手話で来たらいい。すぐに筆段で対応できたらいい (1人)
無視とばかにされている事が多い。手話を使う事が大切 (1人)
消防署がよく考えてくれることは都心が多いが、田舎のほうはどのように対応してくれるのか。 (1人)
消防署のろう者と聴者に対する扱いの差が歴然と出ている (1人)

手帳の級でサービスが違うのはおかしいと思います。級が下でも聞こえ方はほとんど同じです。救
助の講習を聞きたいのに連絡するにもＦＡＸ番号が書いてないので聞けない (1人)

バリヤフリーになればそれが聴障者のためにもなる。そういう町作りをすると安心です。 (1人)
災害が起こったときに聴覚障害者にどういった形で対処・対応して伝えればいいのか。 (1人)

一日中補聴器を付けていると疲れて夜ははずしている。すると何も聞こえないので家のすぐ裏でか
じがあったのにまったく気がつかなかった。本当に困っている。 (1人)

平成１５年度から身体障害者日常生活用具給付事業に「聴覚障害者情報受信装置」が入る予定。
これは、マイドラゴン（アステム社）の緊急信号受信機能もある。これを役立てて欲しい。 (1人)

聴覚障害者でも消防署にすぐ通報できるｼｽﾃﾑにして欲しい。 (1人)
消防署にもＦＡＸを置くように (1人)

火災を知らせる事が出来る機器が出来るかも。実際に聴覚障害者の人に試しにやってもらって、そ
れでよければ販売して欲しい。 (1人)

通報・出動状況確認ｼｽﾃﾑを音だけでなく何かいい方法にして欲しい。 (1人)
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災害時には安全、安心できるような情報の提供をしてほしい (1人)

消防署でのFAXの対応ができるようになったが、返事が返ってくるまでに20分くらい時間がかかった
ので、早急に返事ができるように所定の用紙を準備して必要事項だけ書けるようになれはいいと思
う。 (1人)

火災報知器の給付、すべての宿泊施設に火災報知器の設置、すべての人に手話を学んでいただ
きたい、隣近所との付き合いは大切だと思う (1人)

すぐに救急車が必要なときに聞こえない私がてきぱきと対応は無理です。そういったお年寄りがい
て面倒をみている家庭には、電話をしただけで救急車がきてくれるとか、話す内容をプリントされて
いるとおりに話すとか、安心して生活できるシステムを作ってほしい (1人)

地域の消防署からその地域の毎月の火災状況や注意してほしい事などをFAX送信にて知らせてほ
しい (1人)

わかりやすくて簡単で負担のかからないj速報システム体制を。絵付きだとなおよい (1人)
不満として、突然の災害時、何が起きたか具体的に内容が分からないと困ります。 (1人)

もし火災がおきたときに耳が聞こえないので、逃げるときの注意や方法についての行政の講習会や
公演も何回もやってほしい (1人)

天災はいつ起きるかわからないので、起きてもすぐ身構えができるよう、設備または心構えが大事
ですよね (1人)

一人暮らしでも安心できるようにしてほしい (1人)
高齢者は器具の扱いにも慣れていないので、使い方の講習会も必要ではないかと思う (1人)

千葉県の場合、各市ろう協、手話通訳者、サークルとの協力による避難場所をお互いに理解するべ
き。それをリストし、消防署、消防行政の手配にスムーズにするためにはお互いの連携パイプを強く
するべき。 (1人)

近救急車を使用したが聴覚障害者の立場を理解していないというより知らなすぎて手話通訳者を
呼んでほしいといっても「手話？」と言われるほど。何とかしてほしい。 (1人)

団地で夜火災があり、娘に起こされて知ったが、非常に身震いをした。 (1人)

就寝時に緊急事態を知らせるサービスを早く実現してほしい。ファックスによる防災情報通知システ
ムでいつでも情報をください。 (1人)

健常者と同等の情報伝達、行政サービスの工夫をしてください。聞こえない人たちは自己主張でき
ない人が多いです。事前に把握してください。 (1人)

コミュニケーションが通じるか不安。ろうあ者一人暮らしなので災害情報をFAXでほしい (1人)
消防署の職員にろうあ者の理解や手話を覚えてほしい (1人)
災害避難時の公報システム。在宅高齢聴障者と地域消防署の連絡の確立 (1人)
防災無線の情報をくれない不満。早期に新しいシステムを設置してほしい (1人)

ここのアンケートの中身はすべて必要なものばかり。私の町にまだ防災訓練はない。健聴者にはあ
るようですが。 (1人)

運転中、救急車や消防車が前の車はどいてくださいと言うが聴覚障害者は聞こえない。何かいい方
法を考えてください (1人)

聴覚障害者火災報知器が家に必ずあったらいいなと思います。 (1人)

警察や病院、消防署も一般にメールアドレスを公開してすぐに連絡できるシステムを作ってほしい
(1人)

全島地域すべてろう者向けシステム設置してほしい。 1207 (1人)
避難所本部は必ず手話通訳者を備えてほしい (1人)
手話のできる人が少ない。阪神大震災で分かったがろうあ者に対する配慮がない。 (1人)

秋田県ではFAXによる110番体制が出来たが、手話通訳体制もそれに対応してほしい。また、市内
の製錬所で亜硫酸ガスが漏れるという事故がありましたが付近に住んでいる聴覚障害者には何の
配所もなくまったく知らなかった。障害者辺別の防災マニュアルを要望したが、プランを作っただけで
あとは何も行動がない。 (1人)

手話通訳者を設置し24時間派遣体制をしてほしい。手話通訳者はボランティアではなく公務員なみ
の保障を確立してほしい (1人)

手話奉仕員、手話通訳者に依存しようにも彼らはすべて24時間体制ではおのずと限界があり、物
理的な改善を施す必要がある。台風、地震、洪水等、いつ起こるか分からない不安感が、身の安全
を守るため家に閉じこもる風潮に繋がり孤立させる大きな要因になる。 (1人)

聴覚障害者に対して災害情報を広めたい (1人)

福祉先進国による火災、防災システムの情報、やり方はどうなっているのかを知った上で日本にも
火災、防災システムを確立してほしい (1人)

何か起きたときのために通報システムを確立しないとだめ (1人)
いつでもでこでもすべての人に確実に伝達できるシステム (1人)
睡眠中は光の点滅では分からない (1人)

先般、神戸ろうあ協会として24時間緊急時手話通訳派遣体制についての学習会を開きました。する
と消防局の聴覚障害者に対する知識がない事が原因で数多くの課題がでました。全目的な考えと
して消防行政に強く訴えるべき (1人)

経験がないから何も言えないが、いざとなると気の強い私もおとろえてしまうから心配する (1人)

聴覚障害は情報障害ともいわれているので、平等に情報提供はすべき。地域や隣人との話し合い
も必要だと思うし、そのパイプ役に消防署がなってもいいのではないか (1人)

人)
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分からないといらいらしてきます。分かってこそ気持ちも落ち着きます。聴覚以外に二重三重の病を
持っているお年寄りは多いです。気持ちの高ぶりがそれらの病を悪化させる場合も多いのです。 (1
人)

聴覚障害者が火災や非常事態が発生したとき情報が入らない事による深刻さが分かっていない。
(1人)

消防署職員全員の聴覚障害者に対する知識がおかしい (1人)

全県、県南地域（仙南地域）での県民住居（自宅）を改善してほしいために、聴覚障害者用防災シス
テムと消防署への防災情報通知システムなどの 新情報を早急に設置をお願い致します。全県の
一般の聴覚障害者に対して、見えない情報が困難することになり全県の各TV局から毎日 (1人)

前から何回も交渉している地域のろう協の運動があったがお願いしてもすぐできないのが不満であ
る。命にかかわる問題であるから出来れば至急にろう者に対して手早く検討して設置される様お願
いしたい。ろう者は特に聞こえないため、いつ、起こるかなと不安な気持ちがあるから (1人)

消防の場合、管轄地域によってサービスが違う。ある地域ではメールによる災害情報が得られたり
通報できたりするが私の住んでいるところではＦＡＸでの通報及び災害の連絡のみ。住んでいる地
域によっては受けられる情報・サービスに格差があるのはおかしいと思います。命がか (1人)

手帳の等級でサービスが違うのはおかしいと思います。級が下でも聞こえ方はほとんど同じくらいで
す。中には、聞こえる人もいますが私は４級だけれどもあまり電話の声は聞こえないので１人で家に
いるときは心配です。今、救助の講習をやっていますが難聴者は参加できないのか (1人)

消防署がよく考えてくれることは都心が多いが、田舎の方はどのように対応してるのか聴覚障害者
は音でいくら言っても分からない。特別に何らかの通報処置方を同居人が留守になったとき一人で
も対応できるようにしてほしい。もしそういうのを見たときＦＡＸとか携帯で連絡する (1人)

神戸ろうあ協会として、２４時間緊急時手話通訳派遣体制についての学習会を開きました。初めて
神戸消防局救急救命課の課長を招いて、一緒に討論致しました。なんと聴覚障害者に対する理解
があまりないことが大きな原因で、数多くの課題が出ています。地域はともかく全国的な (1人)

耳が全然聞こえません。ことに夜中就寝中は火災緊急は全然知らない恐れがあります。緊急の時、
室内のベルによる何度も光る電球がありますが、深い眠りなので全然分からない、気が付かないお
それがあります。ベルによる電球の光が何度も何度も光る。根気よくベルを何度も何度 (1人)

国民を危険から守ってくれる「消防署」。だが、ろう者と聴者に対する扱いは歴然とした差が出る。ま
ず、防災訓練時の説明。何故、手話通訳がいないのか。講演する当事者がただ立って話すだけで
身振りもやらない。全く持って無意味。火災の怖さを知らせる職務、安全を説く職務 (1人)

平成１５年度から身体障害者日常生活用具給付事業に「聴覚障害者情報受信装置」入る予定。こ
れはアイドラゴン（アステム社）の緊急信号受信機能があり、個別に伝えるというCS通信装置が指
定される。これを防災に役立てて欲しい。防災放送の中継（手話・字幕付き）補聴器は装 (1人)

就寝中は健聴者でも気づかないことが多いと思いますが、こういう状況でも火災にｋづくような機器
が開発などが出来れば、難聴者にとっても役に立ちます。日常の生活では、音に変わるものによる
情報連絡手段はぜひ社会生活の中に組み込まれて欲しい。あらゆるところでの文 (1人)

軒別調べて消防車がどこまで来られ水はどこからでるのか　各家とよく相談してほしい。避難先を前
もって検討させたらどうか難聴者や障害者がどこにいるか、近所の人や消防署の方も知っている事
が大事。地震で家が倒れ難聴者が下敷きも場合どうして助けるかこんな検討も意味が (1人)

高齢者（７４歳）一人暮らし。その上難聴（１種　２級）障害者。マンション在住で火災が一番心配で
す。他の方に迷惑をかけられない。私の場合は。。。お隣に消防署が設立され何より嬉しく思いまし
た。例えば、横の道路に救急車が走ろうと消防車が走ろうと一切聞こえませ (1人)

消防署で（小学校を使って）行った、救急救命法をおぼえたくて言ったが聞き取れず残念であった。
日赤で介護の仕方について講習を受けたがやはり半分位しか聞き取れなかった。大切なことなの
で覚えたいので聴覚障害者に対しても分かるように講習して欲しい。または講座をもう (1人)

聴覚障害とは別として、家庭用スプレー式消火器などの斡旋を（更新を含めて）して欲しい。業務が
販売しているが、キャンペーンのような一時的な押し付けのような販売で耐用年数が過ぎたときの
訪問はないし…。消防署に行けば購入できて使用のし方も指導してもらえるとい (1人)

学区、地域、町内で防災訓練を行っているので聴覚障害者を含めて全ての障害者の問題や理解し
ていただく事を一番に活動しています。情報は混乱を生じるときがあるので、一本化した情報がい
いと思います。あとは、テレビ・電子・携帯メールなども必要と思います。まずは、地域 (1人)

年に一回は地域にある消火栓（特に表示されている看板）などの点検をしてほしい。植木で隠れて
いる。 (1人)

前項で答えたものをそろえてもらえればいいと思う (1人)

地震や火災などの災害時における被害者（死者・被災者別に）の中の聴覚障害者の割合、総数な
どのデータを知りたいです。また、手帳取得者は級数別に。そして手帳非所持者で軽・中等度の聴
覚障害があったと認められる方も含めて (1人)

・・・やはり日頃から聴覚障害者の理解が大事なのでろう者・難聴者・中途失聴者とは何かとか筆談
の方法とか（丁寧にかけないなら要約筆記とか、手話とか学ぶべきです。） (1人)

聴覚障害者についての学習を (1人)
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生活で使用する機器に対する意見(Q30)

屋内信号装置の新しいタイプは使いにくい。感度調整が困難　（1人)

ラジオ・ライト・テレビの機能をそなえた災害用ラジオが販売されていますが、テレビに字幕がないの
で字幕をつけてほしい　（1人)

聴覚障害者用ラジオ：耳が聞こえないのにラジオを聞くわけがない。聴覚障害者用通信装置：留守
の時は不便。補聴器：あまり利用しないので要らない。　（1人)

屋内信号装置：不明の電波に反応してしまうことあり　（1人)
難聴用電話の性能不足　（1人)
住所の所在県市町村により給付の差をなくして欲しい　（1人)

緊急通報装置は音声のみなので失聴者には分からない。向こうからの問い合わせを文字で表示し
た物を開発してください　（1人)

電子時計は難しく合わしづらい　（1人)
思いついた時に、メモして相手に伝えるのがいいと思います。　（1人)
曜日によっては字幕放送が少ない（金曜日）　（1人)
来客があってもわかりにくいことが多い　（1人)

字幕放送受信部がテレビ内蔵型なのでせっかくの字幕番組がビデオに撮ると文字が消えている。
消えない方法が素人で分からない。　（1人)

福祉制度で給付されるものもあるが一度だけなので年月が経つと自分で買い直す　（1人)
あまり情報がなく、初めて知るものも多かった。あれば欲しい物も多い　（1人)
便利なもの　（1人)

字幕放送受信テレビ、難聴者用電話機、補聴器は必要です。その他はどうしても欲しいとは思わな
い　（1人)

無線・振動呼出器をどこの大きい病院にも必ずおいてあると助かる　（1人)
耳のためにパソコンなど買う場合、補助があれば助かる　（1人)
インターネットの扱い方がまだ良くわからない緊急の際　（1人)
簡易筆談機はすぐ壊れる、機器がないしわからない　（1人)

屋内信号装置（お知らせランプ）を使用しているが音探知が過敏で誤作動も多く就寝中に使い切れ
ない　（1人)

必要であるが、自己購入は高価のために断念　（1人)
ＦＡＸは停電中送受信ができない。補聴器は騒音のあるところでは聞こえにくい　（1人)

災害発生・その他緊急時には一斉警報システムを行って、地域における災害を防止するよう住民の
安全計画をするようにしてはいかがか？　（1人)

地方の放送局（NHK、民放も）のニュースの時、字幕がでないので不自由。翌日の新聞で確認　（1
人)

福祉給付は等級に関係なく給付されることが望ましい　（1人)
無線・振動呼出器は持っていても使うチャンスがない相手が面倒くさがる　（1人)
自分用のパソコンが欲しい。携帯電話　（1人)
聴覚障害者ラジオは店頭で見かけない　（1人)
簡易筆談器を折りたたみとかにして持ち歩きやすいようにしてほしい　（1人)

福祉機器として個人が使うだけでなく、公共の場・一般の状況下でも有効である。少なくとも公共の
場には設置いただければと思う。　（1人)

ドアチャイム・屋内信号装置など音で反応するのでなく電波かなにかで反応するのがあったらいい。
ドライヤー等の音にも反応しやすく光るので　（1人)

携帯電話は非常事態があったとき、つながりにくくなる。　（1人)

ずいぶん便利なものができて大変嬉しい。私の場合、家族の協力がかなり大きく頼りにしている。　
（1人)

デコーダーを持っているが字幕放送の場合、字幕も画像と共にビデオ録画できますか？以前はでき
なかったのではないかと思いますが　（2人)

全ての福祉給付条件の中に聴者同居であれば給付不可という市の考え方もあり、器具は聴覚障害
者自身の生きる権利があり使うべきことを十分に浸透していただきたい。いつも理解してもらえず不
利な立場です　（3人)

高い　（3人)
字幕番組が少ない。もう少し増やして欲しい　（4人)
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停電時動かないのが多い。携帯があれば便利だが音信不通の恐れがあるのであまり当てにならな
い。　（1人)

公費補助を全国統一してかつ義務づけしてくれれば有難い（機器販売所と役所が合意して）　（1人)
筆談機はポケットに入るくらい小さくてうすいものを。定期より少し大きいくらい。　（1人)
屋内信号装置は光が小さい。光るチャイム、パトライトは金属ドアなど取り付けられない　（1人)
難聴者用電話機の音をもう少し幅をきかせて聞き取りやすくしてほしい　（1人)

器具が多いと置き場所にも困るので多機能をもつものがほしい。TVなどはつけっぱなしにしていな
いと分からないので、そうでなくても常時分かるシステムを　（1人)

基本的に障害者向け機器は割高　（1人)
屋内信号装置がいろんな音をキャッチしてしまいいつも光る　（1人)
消防行政に発信システムがあるなら器具も持ちたい　（1人)
振動腕時計を聴覚障害者用目覚し時計と一緒に福祉給付してほしい　（1人)
玄関に出るとき、ベル知らせも困っている。テレビ付きほしい　（1人)
FAXを改良してほしい（110,119専用ボタンなど）　（1人)
全て必要な物ばかり。給付してほしい　（1人)
実際に使っている人たちの意見を聞いて作り直しているのかな?　（1人)
文字チューナー、FAXはついているがいつも見ていないので時間のずれが生じる　（1人)

屋内信号装置を以前使用していたがすぐに壊れ、修理代も高くて今は腕時計のみ、来客のとき分
からなくて困る。　（1人)

ドアチャイムをベランダ、風呂、トイレにも付けたい　（1人)
必要な物なのに申請して断られ、自費で購入したものが多い　（1人)
すべての番組に字幕を付けて欲しい。　（1人)
デザイン性が良くないのは欲しくない・使いたくない　（1人)
補聴器のＴコイルを使って電話できるＦＡＸが少なくなっている。　（1人)

パトライトを導入したいが福祉給仕対象外なので我慢している。難聴の程度に関係なく給仕してほし
い。他にも給仕対象外があるのでそういう差別はやめてほしい。　（1人)

パソコンを覚えるには失聴講座を受けたほうが覚えやすいが、地元で講座開催がない。行政からの
強い指導を望む。　（1人)

ｃｓ放送アイドラコンを昨年取り付けていただいたが（福祉で）うまく映らない。パイライトは使っていま
せん。シルウォッチも給付をうけたがあまり効果がなない。室内信号装置（大きな音のするものをつ
けている）　（1人)

目覚まし時計はすぐ壊れる　（1人)
４級以下は全額個人負担となるので難聴者全員に負担なしで希望者には給付してほしい。　（1人)
屋内信号装置が、人がこなくても光るので役に立たない。　（1人)
病院で呼び出しように「合図くん」を買ったが役に立たず未使用　（1人)

福祉給付品の枠を広げてください。補聴器の買い替え時間を短くしてください。なぜ1年延びたので
すか。生活必需品です。　（1人)

テレビはニュース全てに字幕がついてほしい。　（1人)
電気が切れた場合はどんな物で情報が得られるのか。（クイックキャストなど）　（1人)
携帯電話の受話音量が小さい　（1人)

電池式のものはいつ切れるか分からないので不便。電源はコンセントからとっていい。火災通報と
かガス漏れを探知するものはテストできるようにしてほしい　（1人)

屋内信号装置：誤報が多いので使用をやめた。大きな音が入って光センサーが反応　（1人)
屋内信号装置：設置されてない部屋で気づかない時がある　（1人)
腕時計→ボタンを押すな　（1人)
いろいろな機器はあるがよくないものばかり。もっとかっこいい機器がほしかった　（1人)
文字放送：文字の色により読みづらい。　（1人)
補聴器でおとは分かるが言葉が分からない　（1人)
老眼のため文字を大きく　（1人)

どんな電話でも相手の音が文字に出て自身はしゃべることができるものがほしい。テレビドラマで外
国で読唇のうまい聴覚障害者が使っていた　（1人)

携帯電話について特定な会社だけとは困る　例ドコモのみとか　（1人)
お知らせランプのデザインをかっこよく、より使いやすくしてほしい。ボタンが使いにくい　（1人)
見えるラジオは電波の関係か全く入らない　（1人)
持ちやすいとか、すぐ自分で使えるようにするとか　（1人)
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FAXは停電に弱く、電源まで切らなければならないときもある。　（1人)

補聴器を使用しない理由(Q31)

講義や旅行の時だけ (1人)
調子悪い (1人)
これから耳に合った補聴器を作る予定です。 (1人)
どうにか聞こえる (1人)
家の中で使用しない (1人)
持っているがあまり使わない (1人)
電池を買っていないため、使ってない (1人)
小さい頃から使ってないため (1人)
手話のみでいい (1人)
気分が悪い時は使用してない (1人)
抵抗感があるから (1人)
感音性難聴故使用不可 (1人)
持ってないから (1人)
壊れて修理が面倒 (1人)
１２０デシベルで機器なし (1人)
内耳のバランスをくずしてしまい、今ははずしている (1人)
免許なし (1人)
音が大きく犬で活声は不明だから (1人)
スピーチプロセッサー使用  (1人)
薬剤に依る中途失聴（左右とも１０５デシベル）のため使用してもこうかなし  (1人)
話は聞き取れる (1人)
あいまいなので  (1人)
自分に合う補聴器がありますが、高くて買えない (1人)
自分で起きる (1人)
あまり使わない (1人)
今はほとんど手話と筆談でコミュニケーションできるから (1人)
要らない (2人)
話言葉が伝わらないから (2人)
ろう者ですので (2人)
耳が痛くなる (2人)
疲れる (2人)
普段使用してない (2人)
片耳が少し聞こえるから (2人)
利用価値がない (2人)
慣れない (2人)
めまい (2人)
かゆくなる (2人)
軽い難聴のため不要 (3人)
無駄なだけ (3人)
耳鳴りもしてるから (4人)
音がうっとうしい (5人)
特に必要性を感じていない (6人)
面倒だから (6人)
雑音ばかりで言葉が聞き取れない (7人)
意味がない (9人)
試したが合わなかった  (9人)
音が識別できないから (11人)
うるさく頭が痛くなるので (18人)
役にたたない (18人)
人工内耳 (24人)
全然聞こえないから (42人)
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電池切れでその後電池を購入していない (1人)
時々使用するが気分が悪いときは使用しない (1人)
心臓の人工入っているので (1人)
だんだん聞こえなくなった (1人)
難聴は片側だけだから (1人)
長時間は疲れるので (1人)
あまり使わない (1人)
必要性を感じない (1人)
あまり気にならない (1人)
生まれつきだから (1人)
よく聞こえない、筆談が確実 (1人)
騒がしいから (1人)
自動車の免許証を持てばよいが (1人)
今壊れているため。補聴器が生活上必要なものではない (1人)
家内だけ使わない (1人)

テレビで見ている番組（Q33-その他)

NHK聴覚障害者向けの番組 (1人)
聴覚障害者の時間 (1人)
深夜番組 (1人)
スペシャル (1人)
字幕なしの番組も見るが、娯楽番組などぜんぜん面白くない。スポーツ番組が一番面い (1人)
テロップの出る番組はよく見る (1人)
歌番組 (1人)
音がなくても構わない番組だけ見る  (1人)
アニメ (1人)
パロディ (1人)
演劇全部 (1人)
目で聞くテレビ (1人)
wowow (1人)
決まった番組はない (1人)
娯楽は字幕付きの時に見る (1人)
貸し出しビデオ (1人)
天気予報 (1人)
字幕と関係なく何でも見る、見たいものは聞こえなくても勘で分かる (1人)
字幕付きはよく見る (1人)
ビデオ (1人)
殆ど見る (1人)
家族の見ているものをのぞくだけ（意味分からない） (1人)
ほかの映画を見たい時 (1人)
歴史・美術・風俗 (1人)
仕事をしているのでＴＶはほとんど見ないラジオを聴いて家事をしている。 (1人)
旅行番組 (2人)
手話番組 (2人)
クイズ番組 (2人)
ワイドショー (2人)
興味あるアニメ・ドラマ・映画に字幕がついたら必ず見てます (2人)
紀行物 (2人)
医療に関するもの。つまり健康・栄養・食品に関心あり (2人)
NHK教育テレビみんなの手話  (3人)
ドキュメント (3人)
バラエティー番組、字幕あるから (4人)
手話ニュース (6人)
料理番組 (6人)
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障害者関係団体に加入しない理由(Q34)

申し込めない (1人)
会費だけ高く、自分自身の為になるものがない。 (1人)
あまりなじみが薄かったから。 (1人)
希望がないです  (1人)
入る気持ちがないから (1人)
自分の時間が欲しいから (1人)
手話がまだですので  (1人)
父母がいるから (1人)
まだ小さいので (1人)
老齢のため (1人)
現在考え中 (1人)
入りたくない理由があるわけではない (1人)
組織だとどこに入ればいいのか分からない (1人)
私、高齢であって子供の食事に三度三度間をつかってる (1人)
内容は詳しく知らないから (1人)

１５年ほど加入していたが、手帳がもてない人には加入してもほとんど無意味。主に知人から情報
を得ている (1人)

機会がない (1人)
近、越したので (1人)

職務上の理由で現時点では情報収集のみになっている (1人)
特別な理由はない (1人)
交流・情報保障のため (2人)
会に参加できないため (2人)
考えてないから (2人)
必要性がないから (2人)
面倒くさい (3人)
これから入る予定 (4人)
まだ学生である (4人)
存在すらしらなかった  (4人)
会費が高いから (8人)
よくわからない (8人)
忙しいため (9人)
興味・魅力がない (11人)
よく知らないから (18人)
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アンケート用紙（個人）
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聾学校アンケート結果
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10085合計
4.74無回答
37.632その他
2.42寮長
4.74事務責任者
48.241教頭
2.42校長

割合(%)度数(人) 
回答者

32人合計
3人記載なし
1人防災担当主任
1人防災担当者
1人防災担当
1人防災係
1人防災安全係
1人防火防災係
1人防火係
1人保健主事
1人保安係
1人文  部
1人総務部
1人総務
1人生徒指導担当
1人生徒指導主事
1人生活指導部長
1人生活指導部主任
1人指導部避難訓練担当
1人指導部主任
1人災害対策委員長
1人教務
1人環境保健部
1人安全整備部
1人安全教育担当
2人部主事
2人教諭
2人教務主任

回答者立場-その他の内訳

85合計
4無回答
3平成
44昭和
14大正
20明治

学校数
学校の創立時期（年データ省略）
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108
( 2 )

321
( 6 )

85323249184191寄宿舎

3,895
( 113 )

2,772
( 60 )3271,0781,0951,6151,1461,130学校

(聴覚障害者)(聴覚障害者)専攻科高等部中学部小学部幼稚部教育相談
教員職員生徒

生徒数、職員数、教員数（平成15年１月現在）

3.53無回答
69.459ない
2.4(台風) 2その他
12.911空襲
1.21地震(倒壊以上)
14.112火災(小火含む)

割合(%)度数 
火災、災害の経験(Q01)

10085合計
2.42無回答
78.867ある
18.816ない

割合(%)度数
日常の火災の心配(Q02)

火気を使う施設設備がるため
火を使う場所がある。危険の伝達が厳しいので
生徒が火を使う事がある
火気を使用する場所があるので
巨大地震、漏電、火気取り扱い不注意
校内で火気を使用しているから
起こしてはいけないので
可能性がある
危険だから
いろいろな条件で火災が発生するため
子供の年齢層が低いため、"安全"には常に配慮しなければならない
聴覚障害の実態も様々(重度～軽度)
児童、生徒、舎生の生命がかかわるから
生徒の安全を守るため
校舎及び児童生徒の安全確保の必要から
心配のある理由

火災の発生するような場所がない
コンクリート作りになったため心配はなくなった

聴覚に障害を持つ教職員も含め、防災に対する意識が高く十分な連携、協力体制が取られている
と思われる。しかし、老朽化した校舎であることから予想される災害に対しての備えは今後の重要
な課題である

定期的な避難訓練を実施しているから
火災避難訓練や日頃の点検をしっかりやっている
火気取り扱いの際は、教員が一緒に行う事になっている
全教室の管理担当を決め、毎日点検している
火を使う場所は限られており、火を使う場所は防火に対する配慮がなされているため
危険個所の点検確認をしているので
火気などの管理をきちんとしているから
日常の火気点検及び定期の防火点検がしっかりなされているから
火の扱いには注意を払うよう徹底している
心配のない理由
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情報保障(現在の本校施設は古い。施設全般の改善が必要)
警備会社の警報装置などが異常発生を示したとき
障害のある幼児児童生徒への対応が困難だと予想されるから
非公開で避難訓練は行っているが、万が一の時に子供にきちんと緊急情報が伝わるかどうか心配
避難に対して情報保障が万全でないため
聴覚障害者にとっての避難のあり方に常に気を配っているから
避難訓練等の際に避難経路等についての確認や火災発生を知らせる手だてについて検討
車椅子の生徒がいる事と寄宿舎があるから
生徒、児童がきちんと避難できるか心配
家庭科学習中、理科、木工（ストーブなどの使用あり）
実験、実習
家庭科実習でガスコンロを使うので。給食調理場でも、同様に火を使うので
理科、家庭科などの授業で火気を使用する事がある
調理実習、料理実験など、火気を取り扱っている
理科実験、調理実習、暖房の使用、喫煙などがあるため
調理実習など
調理実習など授業中の火災
給食の厨房は家政科の実習などがあるため
給食等火気を使う場所があるため
給食調理室
調理や理科の実験など火を使った授業をするとき
授業(家庭科や理科)や給食準備で火を使うから
給食室や寄宿舎などに点火設備があるため
給食室、ボイラー室等の施設、設備がある
調理などで実際に火を使う場面があるから
給食調理場が校内にあるため暖房ボイラー稼動時は気になる
石油ストーブの使用

冬季、ヒーターのほかに石油ストーブを使う個所があるため、また木工、機械実習用の機械対の熱
が天井の熱感知器が反応する場合があるから。理科室、調理室など火を使う場所も多い事から。

石油ストーブなどの消し忘れの心配
火気を使用しているから（特に冬期）
授業など(理科実験、調理実習)、各室のストーブ
石油ストーブ、ガスの利用があるため
冬期には各教室で暖房を入れている(石油ストーブ)
冬期間ストーブ使用のため

冬期にストーブ等の暖房器具を使用するため火災が気になる。勤務終了後、電気器具などの切り
忘れがないか気になる。

ストーブや火気を使用しているところ(厨房)
灯油による暖房を使用しているため。また呼気遊びのため蝋燭を使用する場合があるため。
重油ボイラ、灯油ストーブ、都市ガスなどを使用しているため
冬場は教室でストーブを使用するため
校舎の老朽化、電気ボイラーなどの設備
聴覚障害者成人に体育館を開放しているため
木造校舎であるために火のまわりが早い。視覚による情報伝達装置がない

日頃から火の元には十分注意するように教職員には話をしているが寄宿舎もあり常に気になって
いる。

隣の団地が2回程火事になった
過去に寄宿舎が全焼し、学童が遭難したので
東海地震、火災予防週間などの訓練実施のため
防災訓練を月一回実施、火災、地震時の注意を呼びかけている
電気器具などを使用しているかとから学校に限らず火災発生の危険は常にあると思う。

8.27無線・振動呼出器
18.816難聴者用電話機
5.95聴覚障害者用目覚まし時計
81.269聴覚障害者用通信装置(ＦＡＸを含む)
1.21聴覚障害者用ラジオ
57.649屋内信号装置
4034字幕放送受信テレビ(デコーダを含む)

割合(%)度数機器
情報保障のために学校・寄宿舎で使用している機器(Q03)
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7.16聴覚障害者用緊急放送受信テレビ
11.810ドアチャイム
8068パソコン（インターネット）

36.531メモ帳・簡易筆談器
5.95ポケットベル
88.275補聴器
32.928携帯電話／ＰＨＳ
8068緊急通報装置

96.582火災感知器

ビデオプロジェクタ(パソコンと接続して使用)                                                          
校内緊急放送用テレビ(文字による伝達)
校内テレビを放送システムに緊急伝達(文字)する装置
赤外線補聴システム
赤外線補聴システム
補聴システム、ループ式
集団補聴システム(ループシステム、赤外線システム) 
集団補聴システム（フラットループ式）
ループ式集団補聴器
フラットループシステムを各教室、特別教室、運動場に設置
フラッシュライトや赤色回転灯
電光掲示板、緊急事態発生フラッシュ
緊急赤色連絡灯
非常用赤色燈
トイレ、各教室、廊下へ非常点灯装置（赤色回転灯 を含むストロボ） 
赤色回転灯
WC、浴室に非常用回転灯、授業の開始終了合図の点滅灯を教室廊下に設置
非常災害時の緊急放送設備、非常事態確認用赤色回転灯
情報保障のために学校(寄宿舎を含む)の中で使用している機器Q03-その他)

補聴システムにFM波が混ざる事がある
振動呼出し器などの充実が必要
校舎が狭いという理由だけで緊急通報装置が各教室にない
経費が高いので導入しにくい
緊急通報装置（緊急放送）が屋内信号装置と連動していない
寄宿舎で睡眠中に火事が発生したら起こすのに時間がかかってしまう
施設機器とも古い
デコーダー、緊急放送受信テレビなど、年式が古く設置場所や活用についての見直しが必要
電源が必ず必要（停電になると作動しない）
バックアップ電源装置がないので停電の際使用不能となる
全校一斉同時に指示を出せるもの(視覚的)がない

校舎内に生徒が活動している時は現在の機器で伝達できるが体育館や校舎外(運動場など)への
伝達は難しい

ループが張ってあるエリアでは機能するが、ループシステムが機能しないエリアが出てくる。

グランドなど屋外にいる生徒への情報保障が、ループ式集団補聴器によるものだけで、災害時の
対応が遅れる事が考えられる。

（機器が）トイレの中、校庭、玄関前、校舎外にない
校庭には災害を知らせる機器がない
緊急時、教職員には分かるが、必ずしも子供自身で感知できないことがある
出火場所が分からないため放送内容を通訳する必要がある

緊急時に教師から離れた場所にいる幼児児童に、緊急の事態や、避難の必要な事を伝える方法が
ない。

火災等の発生を知らせるランプなどは設置しているが、より詳しい情報(出火場所や避難経路等）を
確実に伝える手立てがない

Q03で回答された機器の問題点(Q04)
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576147無記入
231317ない
51121ある

その他

12324無記入
821ない
655180ある

教職員の伝達

354631無記入
432341ない
71613ある

太鼓を叩く

292916無記入
505021ない
6648ある

非常ストロボ

19311無記入
4201ない
245483ある

非常ベル

校庭内寄宿舎内校舎内
生徒等に火災などを知らせる方法(Q05)

22.419かいだことのないにおい
51.844刺激のあるにおい
38.833こげくさいにおい

においでおきる

57.649振動時計
78.867振動ベッド

振動でおきる

25.922ランプの点灯
49.442光の点滅

光でおきる

56.548太鼓のような音
15.313音声（ことば）
14.112救急車のピーポー音
44.738非常ベルのような音

音で目覚める

割合(%)度数
目覚めることができると思う方法

10085合計
2.42無回答
4.74生徒自身の自主判断にまかせている
78.867授業中の使用は原則禁止している
14.112持ち込みは原則禁止している

割合(%)度数
ポケットベル、携帯電話／PHSの校内での使用について(Q07)

1.21分からない
1.21教育委員会と相談し
1.21一部聞いている
1.21ケースバイケースであるが十分考慮している

　その他での記述回答
10085合計
5.95無回答
5.95その他
38.833聞いていない
49.442聞いている

割合(%)度数
防災関連機器の導入にあたり、聴覚障害者の意見、希望などを聴取していますか(Q０８)
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2.42聴覚障害者用機器メーカー
4.74他の聾学校や聴覚障害者など
4.74雑誌、カタログなど
5.95消防署
12.911防災関連機器会社

　その他での記述回答
34.129その他
27.123新聞など
21.218建築業者
11.810設計事務所
57.649教育委員会

割合(%)度数
防災関連機器に関する情報の入手先(Q09)

1.21今後パソコンのLANにより各教室へ知らせる
1.21避難階段、避難袋
1.21寄宿舎にスプリンクラー
1.21テレビ防災無線
1.21校内テレビ放送機器システム。現在では多くの学校が取り入れている
2.42警察への自動通報装置
11.810ストロボ、回転灯 

割合(%)度数
独自の防災システム(Q10)

3.53無回答
96.582取っている

割合(%)度数
災害発生時の緊急連絡体制はとっていますか(Q11)

1.21無線
1.21警察への緊急連絡装置
1.21緊急通報装置
1.21電子メール

　その他での記述回答
4.74その他
2.42ポケベル
63.554携帯電話／PHS
74.163FAX
87.174電話

割合(%)度数
緊急連絡の手段(Q12)

1.21現状の機器では個人への情報伝達は難しい
1.21より確実な伝達システムが欲しい

（ほしい理由）
　理由の記述回答

10085合計
4.74無回答
4.74欲しくない
90.677欲しい

割合(%)度数
 聴覚障害者に火災を知らせる機器ができたら校内に設置したいと思いますか(Q13)
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1.21テロップが可能な電光掲示機器

1.21
設置したいと考えるが、まずは幼児、児童に教師がついて保護、指導
する人的ケアが大切と考えている。

1.21どちらとも言えない
（その他の意見）

2.42予算、コスト
4.74現在の防災機器で十分に対応することができている

（ほしくない理由）

1.21
避難訓練時、非常ベルだけでは気がつかなかったり、起きられない児
童生徒が多い。

1.21多様な方法で緊急時は知る必要があるので

－150万円～100万円以下
－610万円～50万円以下
－25万円～10万円以下
－85万円以下

　負担可能な年間維持費
10085合計
22.419無回答
5.95負担するならいらない
71.861必要だから負担は当然

割合(%)度
数

火災を知らせる機器の維持費用の負担(Q14)

2その他　（ 記述回答：職員会議[1]、購入委員会[1] )
3無回答
4事務責任者
38教育委員会
44校長

度数
学校予算の決定者

35.3%3020.0%1744.7%38手話通訳などによる防災避難訓練
20.0%1715.3%1364.7%55ファックスなどによる防災情報通知システム
12.9%1112.9%1174.1%63緊急事態の発生を文字放送で知らせるシステム
20.0%1716.5%1463.5%54就寝時に緊急事態を知らせるサービス
30.6%2622.4%1947.1%40消防自動車・救急車の出動状況の確認サービス
25.9%2217.6%1556.5%48電子メール・携帯メールで連絡
割合度数割合度数割合度数

無回答不要必要
希望する消防関係システム

58.850災害時の手話通訳、筆記通訳の派遣体制の確立
58.850聴覚障害者火災報知器などの給付を行政に働きかけ
58.850防災放送を見て分かるようにする
84.772災害情報が素早く分かるシステムの確立
55.347地域住民の聴覚障害者への理解を広める
61.252緊急時の対応マニュアルを作成し、聴覚障害者へ説明
56.548消防署などへの通報システムの確立
72.962聴覚障害者向け防災商品・サービスの紹介

割合(%)度数
消防署、消防行政などにしてほしいこと(Q17)
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38.833消防署内での要約筆記・手話講習会の開催

64.755
ホテル・旅館などを含めた施設に聴覚障害者向けの火災報知機の設置を
働きかけ

87.174緊急時、テレビに手話や字幕をつけるようテレビ局などに働きかけ

毎年２回は防災訓練していますが、消防署内には手話を知っている（使いこなせる）人があまりおら
れないようです。また、緊急時の対応等にも体制が取れるようにして欲しい。

防災に対しての備え、迅速な対応と情報の提供。

ホテル、旅館などを含めた施設に聴覚障害者が宿泊や入館した場合、そのことを把握していて、災
害発生時には関係者が誘導部の人的ケアができるような体制作りを課して欲しい。

①緊急時に聴覚障害者と通じる事のできるたいせいを確立してもらうこと。②公報活動中マイクによ
る公報だけでは解らないので他の方法を考えて欲しい。

校舎が古いこともあってか、充分な防災設備が整っているとは言えない。生徒自身が火災発生を知
る設備は教室、廊下に設置されているパトランプと非常サイレン、緊急放送である。聴力の厳しい生
徒にとってはパトランプと教員からの指示だけが情報源となる。教員の連携は勿論の。

本校は江東区および城東消防署と緊急に連絡を取り合っているためあまり不満はない。

昨年「総合的な学習の時間」の学習として緊急時の通報方法としてメールが可能か調査したところ、
市町村によって対応が異なり、生徒たちが疑問を抱いた。全国レベルで対応の在り方を検討して欲
しい。

生徒が学校の管理下で生活しているときは、情報を得る事もできるが、それ以外の社会生活では
情報が保障されていない。街や電車ビルの中にいても災害時の情報収集できるものを保障される
と良いと思う。

①聴導犬の活用推進。②一般の施設への聴覚障害者向けも火災報知器の設置。

携帯メールで非常時の通報ができるようにして欲しい。またメールによる相互連絡ができるようにし
て欲しい。

聴覚障害の実態を把握するため聾学校、聴覚障害者団体と話し合い、行政の施策に機器の改善
がより実態に即した形で実施できるようにして頂きたい。(改善の話し合いの場に障害者の代表を入
れることがより良い事であると思う。)。

災害予防や災害発生時にもっとも弱い立場の者(障害者を含め)への対策が一般の人達を救う事に
つながる事を理解して欲しい。

別添のように消防情報サービス（松本広域消防局災害情報提供サービス）が始まります。学校では
説明会を聞いて対応しています。

緊急事態の発生文字放送システムの導入。

校内で実施する避難訓練の際には事前の指導、助言、当日は来校していただき、講評、事後の指
導など、積極的に協力していただいている。今後も関係機関との情報交換、連携強化を図っていき
たい。

聴覚障害者がファックスや電子メールなどを用いて消防署に通報する手段の確立をする。地域の
中での避難指示などを聴覚障害者に確実に伝達する方法を作る。また避難所での手話通訳の補
償をする。

防災訓練の際に子供達の理解を深められるように手話付きのビデオや視覚的な補助教材をもっと
準備して欲しい。起震車などの優先活用など障害児への配慮として、体験学習を取り入れられるよ
うにして欲しい。

聴覚障害者は情報を入手するのに時間がかかる。素早く情報が伝わるようにメールアドレスやホー
ムページなどのリストを提示していただければありがたいと思う。

①やっとここ 近高齢者や障害者に対する消防行政の取り組みが始まったかと思います。老人や
障害者の焼死事故が起きない取組みを推進していただきたい。②防災用具が高くてなかなか導入
できないので公共施設の場合は補助金がつかないと高価なものは取付けてもらえない現実があり
ます。

阪神大震災を教訓にして、聴覚障害を理解したシステムを作って欲しい。
携帯電話やPHSからの文字による災害情報への対応をお願いしたい。
特に事故が発生していないので気付く事がありません。
消防署の人を講師にたのみ、避難訓練をした時手話通訳が欲しい。
全般的意見等自由記述(Q18)
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アンケート用紙（聾学校）
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★聾学校への質問（該当する項目の□をチェックしてください） 
・回答者のお立場→□校長  □教頭  □事務責任者  □寮長  □その他(          ) 
・貴校の創立年  □明治  □大正  □昭和  □平成  （      年） 
・平成 15年 1月現在の在職者、生徒の数および内訳を記載してください。 
 

教 育 相

談 幼稚部 小学部 中学部 高等部 専攻科 職員 
(聴覚障害者） 

教員 
(聴覚障害者) 

生徒数 
       

(      ) 
 
(      ) 

寄宿舎 
生徒数 

       
(      ) 

 
(      ) 

（注）職員、教員数には管理職も含めてください。 
 
①創立以来、何らかの形で火災、災害などに遭ったことはありますか。 
□ある→□火災(小火を含む)  □地震(倒壊以上)  □空襲  □その他(          ) 
□ない 
 
②日常、校内で火災を気にすることがありますか。 
□ない（どうしてですか  →                                                   ） 
□ある（どうしてですか  →                                                   ） 
 
③情報保障のために学校(寄宿舎を含む)の中でどのようなものを使用していますか。 
（学校として用意しているものは全て□にチェックを入れてください） 
□字幕放送受信テレビ(デコーダを含む) □聴覚障害者用ラジオ 
□聴覚障害者用通信装置(ＦＡＸを含む) □聴覚障害者用目覚まし時計 
□難聴者用電話機   □無線・振動呼出器 
□火災感知器    □緊急通報装置 
□携帯電話／ＰＨＳ   □補聴器 
□ポケットベル    □メモ帳・簡易筆談器 
□パソコン（インターネット）  □ドアチャイム 
□聴覚障害者用緊急放送受信テレビ 
※その他、貴校独自の機器やシステムなどがあれば下記にご記入ください。 
（ 
                                                                           ） 
④上記の機器について問題点などがあれば記入してください（※消防に関係なく）。 
 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
 



 
－146－ 

⑤貴校では聴覚障害者の生徒などに火災などを知らせるために何らかの方法を取り入れて

いますか。（複数選択可） 
校舎内           寄宿舎内           校庭内 

非常ベル □ある  □ない    □ある  □ない    □ある  □ない 
非常ストロボ □ある  □ない    □ある  □ない    □ある  □ない 
太鼓を叩く □ある  □ない    □ある  □ない    □ある  □ない 
教職員の伝達 □ある  □ない    □ある  □ない    □ある  □ない 
その他  □ある  □ない    □ある  □ない    □ある  □ない 
 
⑥あなたは聴覚障害者が下記の方法で目覚めることができると思いますか。その場合、目

覚められそうな条件があれば書いてください。 
１）音でめざめる    □非常ベルのような音  □救急車のようなピーポー音 
                    □音声（ことば）      □太鼓のような音 
                    □その他（                               ） 
２）光でおきる      □光の点滅  □ランプの点灯  □その他（                   ） 
３）振動でおきる    □振動ベッド  □振動時計  □その他（                     ） 
４）においでおきる  □こげくさいにおい  □刺激のあるにおい 
                    □かいだことのないにおい 
                    □その他（                               ） 
 
⑦ポケットベル、携帯電話／ＰＨＳ用電話の校内での使用について 
□持ち込みは原則禁止している  □授業中の使用は原則禁止している 
□生徒自身の自主判断に任せている 
 
⑧防災関連機器の導入にあたり聴覚障害者の意見、希望なども聴取していますか。 
□聞いている  □聞いていない  □その他（                                     ） 
 
⑨防災関連機器に関する情報はどこから入手しますか。 
□教育委員会  □設計事務所  □建築業者  □新聞など  □その他（               ） 
 
⑩貴校独自の防災システムなどがあれば具体的に教えてください（特注も含む）。 
（                                                                           ） 
 
⑪貴校において災害発生時の緊急連絡体制はとっていますか。 
□取っている  □取っていない  □その他（                                     ） 
 
⑫緊急連絡が取れている場合、どのような手段を取っていますか(複数回答可)。 
□電話  □ファックス  □携帯電話／ＰＨＳ用電話  □ポケベル 
□その他(                   ) 
 
⑬聴覚障害者に火災などを知らせる機器ができたら校内に設置したいと思いますか。 
□ほしい  □ほしくない（理由→                                               ） 
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⑭火災を知らせる機器は年に１回くらい維持費がかかると思います。 
いくらくらいなら負担できますか？ 
□必要だから負担は当然（可能な負担額        円）  □負担するなら要らない 
 
⑮貴校における予算を決定する人はどなたでしょうか。 
□校長  □事務責任者  □教育委員会  □その他（                 ） 
 
⑯貴校において希望する消防関係のシステムはどれですか？（複数回答可） 
電子・携帯メールで連絡     □必要  □不要 
消防自動車・救急車の出動状況の確認サービス  □必要  □不要 
就寝時に緊急事態を知らせるサービス   □必要  □不要 
緊急事態の発生を文字放送で知らせるシステム  □必要  □不要 
ファックスなどによる防災情報通知システム  □必要  □不要 
手話通訳などによる防災避難訓練    □必要  □不要 
 
⑰消防署、消防行政などにしてほしいことはどれでしょうか。（複数選択可） 
□聴覚障害者向け防災商品・サービスの紹介 
□消防署などへの通報システムの確立 
□緊急時の対応マニュアルを作成し、聴覚障害者への説明 
□地域住民の聴覚障害者への理解を広める 
□災害情報が素早く分かるシステムの確立 
□防災放送を見て分かるようにする 
□聴覚障害者火災報知器などの給付を行政に働きかけ 
□災害時の手話通訳、筆記通訳の派遣体制の確立 
□緊急時、テレビに手話や字幕をつけるようテレビ局などに働きかけ 
□ホテル・旅館などを含めた施設に聴覚障害者向けの火災報知機の設置を働きかけ 
□消防署内での要約筆記・手話講習会の開催 
□その他（                                                                   ） 
 
⑱消防署・消防行政などに検討して欲しいことなどご自由にご記入ください。 
また、全体を通じて不満、不便なことでもかまいません。 
 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
 
質問は以上です。ご協力ありがとうございました。 
回答済みのアンケート用紙は同封の封筒に入れて平成１５年２月２０日までに調査委託先

であるワールドパイオニア社までご返送をお願い申し上げます。 
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消防研究所研究資料一覧 

号数 題  名 年月日 
1 武蔵野台地における地表水および地下水の測水資料 S43.12 
2 武蔵野吉祥寺における揚水実験資料 S44.12 
3 武蔵野台地における帯水槽の性状に関する調査資料 S45.12 
4 地震時における少量危険薬品の出火危険とその対策 S48. 3 
5 大震火災の延焼性状に関する研究野外火災実験 概要報告 S48.10 
6 市街地火災の延焼性状等に関する研究 旧松尾鉱山廃屋火災実験報告書 S50. 7 
7 四日市市大協石油タンク火災原因調査報告書 S50.10 
8 石油タンク消火実験結果報告書 S51. 3 
9 呉市山林火災現場付近の小気候 S52. 3 
10 主要繊維・プラスチックの燃焼・熱分解時の重量減少と発生ガス S52. 3 
11 酒田市大火の延焼状況等に関する調査報告書 S52.10 

12 炭化水素系燃料による可燃性蒸気雲の爆発特性に関する研究 
－ファイヤーボールに関する実験－ S53.10 

13 震害分布と表層地盤の関係に関する調査資料 －関東地域－ S55.１ 
14 日本海中部地震による危険物施設の挙動に関する調査報告書 S59. 1 
15 水幕と樹木の併用による延焼防止向上効果に関する研究報告書 S60. 3 

16 石油タンクの底板・アニュラー板の裏面腐食に関する研究 
－厚さ分布と腐食量について－ S61. 2 

17 円筒貯槽のスロッシングに関する研究報告書 S61. 3 
18 修復石油タンクの水貼り試験時 AE 特性 S61. 3 
19 簡易型火災警報器の非火災報に関する調査・研究 S61. 3 
20 火源の輪郭抽出 S62. 3 
21 林野火災の飛火延焼に関する研究 S63. 3 
22 パソコンを用いた林野火災の拡大予測に関する研究 H2. 3 
23 早期津波予測システムに関する資料 H3. 3 
24 火災規模の防炎効果に及ぼす影響に関する研究 H3. 3 

25 火災性状把握システムに関する研究 その 1 
－非火災報データベースに関する共同研究報告書 H3. 3 

26 火災性状把握システムに関する研究 その 2 
－火災性状把握システムの試作に関する共同研究報告書 H3. 3 

27 防炎物品等を含む火災における発生ガスの毒性に関する研究 H5. 3 

28 火災性状把握システムに関する研究（2 次） 実用化をめざしたシステムの改良に関

する共同研究報告書 H5. 3 

29 地下利用の特殊空間内における火災性状に関する研究報告書 H6. 3 
30 大火源燃焼試験方法によるカーテンの燃焼性評価に関する研究報告書 H7. 3 
31 阪神・淡路大震災における石油タンクの座屈強度に関する調査研究報告書 H8. 3 
32 ISO 6941 による収縮性、溶融性繊維の燃焼性評価に関する研究報告書 H8. 3 

33 平成 5 年 8 月 6 日鹿児島豪雨災害時における鹿児島市民の災害時の行動に関する調査

報告書 H8. 3 

34 火災性状把握避難誘導システムに関する研究（その 1 試作システムの概要） H8. 3 
35 火災性状把握避難誘導システムに関する研究（その 2 試作システムのソフトリフト） H8. 3 

36 
地下施設における火災の特性に関する研究報告書 
その 1 地下施設の利用状況に関する調査研究 
その 2 深層地下駐車場模型内における機械排煙時の煙流動特性に関する実験的研究 

H9. 3 

37 コーンカロリメーターによる防炎材料の燃焼性状に関する研究報告書 H9. 3 

38 地下施設における火災の特性に関する研究報告書 
その 3 深層地下駐車場模型内における無排煙状況下の火災特性に関する実験的研究 H9. 3 

39 少量水による延焼阻止技術の開発に関する研究報告書 H9.12 
40 被害情報の早期収集システムに関する研究 H10. 3 
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消防研究所研究資料一覧（つづき） 

41 照明灯による舞台幕の着火・燃焼性状に関する実験的研究報告書 H10. 3 
42 市街地火災時の空中消火による延焼阻止効果に関する研究報告書 H10. 3 
43 実大規模でのカーテン類の燃焼性状に関する実験的研究報告書 H11. 3 
44 大震火災時における地域防災活動拠点の安全性確保に関する研究報告書 H11. 3 
45 市街地火災時における空中消火の延焼阻止効果に関する研究報告書 H11. 3 
46 大規模石油タンクの燃焼に関する研究報告書 H11. 9 
47 プラスチックパレットの難燃化とその燃焼性に関する研究報告書 H12. 3 
48 市街地火災時の空中消火による火災抑止効果に関する研究報告書 H12. 3 
49 文化財建造物等の防炎対策に関する研究報告書（その 1） H12. 3 

50 地下施設における消防活動のための加圧防排煙実験 
その１ 中型基本地下模型を用いた加圧防排煙実験 

H13. 3 

51 地下施設における消防活動のための加圧防排煙実験 
その 2 小型基本地下模型を用いた加圧防排煙実験 

H13. 3 

52 AE 法による石油タンク底部の腐食モニタリング技術に関する共同研究報告書 H13. 8 
53 文化財建造物等の防炎対策に関する研究報告書（その 2） H13. 9 
54 煙量を減少させる添加剤を含む可燃性液体の燃焼性状に関する研究報告書 H14. 2 

55 AE 法による工水タンク底部の腐食および漏洩のモニタリング技術に関する共同研究

報告書 
H14. 3 

56 水による固体可燃物火災の消火と延焼阻止の機構に関する研究報告書 H14.10 
57 実大規模燃焼実験による難燃杉材の燃焼性状に関する研究報告書 H14.10 
58 動物性飼料の自然発火に関する研究報告書 H15.3 
59 ウォーターミストの消火機構と有効な適用方法に関する研究報告書 分冊 1 H15.3 

60 ウォーターミストの消火機構と有効な適用方法に関する研究報告書 分冊 2 
－小中規模閉空間におけるウォーターミストの消火性能－ 

H15.3 

61 ヒドロキシルアミン及びその塩類の危険物性に関する研究報告書 H15.11 
62 消防用防火服の耐熱性能の評価に関する研究報告書 H16.1 
63 林野火災の発生危険度と拡大を予測するシステムの開発に関する研究報告書 H16.3 
64 消防用防火服の快適性能、機能性能の評価に関する研究報告書 H16.6 

65 ＡＥ法による石油タンク底部の腐食劣化評価に関する共同研究 
－平成 15 年度共同研究報告書－ 

H16.6 

66 地下鉄火災における駅構内の煙流動シミュレーションに関する研究報告書 
－韓国大邱市の地下鉄中央駅の場合－ 

H17.3 

67 救急対応の実情に関する調査報告書－救急対応に関するアンケート調査結果－ H17.3 
68 消防用防火服の総合的な評価手法に関する研究報告書 H17.7 
69 平成 16 年（2004 年）新潟県中越地震被害および消防活動に関する調査報告書 H17.9 
70 斜面崩壊現場の二次崩壊危険度予測手法に関する研究報告書 H18.3 
71 RDF 火災に関する調査研究報告書（平成 15 年度） H18.3 

72 一般住宅における初期火災時の燃焼特性に関する研究報告書 
－住宅火災による死者低減に役立つ感知特性を探る－ 

H18.3 

73 石油タンク火災の安全確保に関する研究報告書 
－石油タンク火災に使用される泡消火剤の消火特性－ 

H18.3 

74 災害弱者の火災時避難安全のための警報・通報手法の開発 H18.3 
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