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2020 年 3 月 11 日 

報道関係者各位 

SBI いきいき少額短期保険株式会社 

［関東財務局長（少額短期保険）第 8 号］ 

 

SBI いきいき少短 “自然災害と防災”に関するアンケート調査を実施

～「不安に感じる自然災害」、第 1 位は「地震・津波」で約 7 割～ 

 

SBI いきいき少額短期保険株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：千葉 竜介、以下「当社」）

は、当社の保険加入者を対象に“自然災害と防災”に関するアンケート調査を実施し、2,527 名の方から

回答を得ました。概要は以下の通りです。 

 

■調査結果サマリー 

 「不安に感じる自然災害」、第 1 位は「地震・津波」で約 7 割（別紙 P.1） 

「地震・津波（69.4%）」が唯一半数を超えて第 1 位となり、次いで「暴風・竜巻（41.0%）」「豪雨・洪水、

がけ崩れ、地滑り、土石流（37.0%）」の結果となりました。 

 

 「万が一、自然災害が起こったときのために備えている」のは約半数。約 9 割が防災準備を意識 

（別紙 P.1） 

「備えている（26.1%）」「備えているが、さらに備えたい（27.1%）」を合わせると、約半数が自然災害に対し

て何らかの備えをすでに行っているという結果となりました。さらに約 3 割が「まだ備えていないが、これか

ら備えたい（33.0%）」と回答し、全体の 9 割近くの方に防災準備の意識があることがうかがえました。 

 

  自然災害が起こったときのために「備えているもの」、第 1 位は「火災保険」で約 7 割（別紙 P.2） 

第 1 位の「火災保険（72.9%）」に加え、「地震保険（51.5%）」と回答した方は約半数と、被災後の費用に保 

険で備えている方が多い結果となりました。第 2 位は「避難所・避難経路の確認（69.7%）」となり、災害時に

避難を想定している方が半数以上いる結果となりました。 

 

  自然災害が起こったときのために「備えたいもの」、第 1 位は「貯蓄（保険を除く）」（別紙 P.2） 

「備えているもの」で下位だった「貯蓄（保険を除く）（44.6%）」が第 1 位、次いで「住み替え（42.5%）」 

の結果となり、ライフライン、避難に関する備えを行った後、さらに金銭面や住居に関しての備えを意識する

傾向がうかがえました。 

 

  ペット飼育者のうち、「災害時ペットと同行避難できる準備をしている」のは約 4 分の 1（別紙 P3） 

「ペットを飼育している」と答えた方に、災害時ペットと同行避難できる準備をしているか、さらにペット

用に防災の準備をしているものを聞いたところ、「ごはん（82.5%）」「ケージ（64.2%）」「トイレ（58.0%）」がそ

れぞれ半数以上を占める一方で、「ペットと同行避難できる避難所の確認」は 22.6%という結果となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

【調査概要】 

調査対象：当社保険契約者 全国男女 84,889 名  

調査方法：当社会報誌「いきいき世代通信」同封アンケートに自筆記入の上、当社へ返送  

回答人数：2,527 名  

調査期間：2020 年 1 月 6 日～1 月 17 日 

https://www.i-sedai.com/
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【会社概要】 

■会 社 名 ： SBIいきいき少額短期保険株式会社 

■会社紹介 ： 当社は、東証一部上場「SBI ホールディングス（株）」のグループ会社です。 

「シンプルでわかりやすく」「保険料は手ごろに」という、お客様の声に応える保険 

商品を開発・提供しています。死亡保険、医療保険はシニア層を中心に、ペット保険 

は犬・猫の高齢化や病気・ケガが気になる飼い主様に、幅広く支持されています。 

2019年10月より地震補償保険の販売も開始しました。 

 ■所 在 地 ： 東京都港区六本木 1-6-1 

 ■設立年月日 ： 2007 年 7 月 3 日 

 ■資 本 金 ： 36,000 千円 

 ■事 業 内 容 ： 少額短期保険業 

（販売商品：SBI いきいき少短の死亡保険、SBI いきいき少短の医療保険、 

SBI いきいき少短の持病がある人の死亡保険、 

SBI いきいき少短の持病がある人の医療保険、 

SBI いきいき少短のペット保険、SBI いきいき少短の地震の保険）         

■U R L  ： https://www.i-sedai.com 

  

◎SBI いきいき少額短期保険株式会社 コミュニケーションデザイン部 

TEL：03(6856)4537 ／ E-MAIL：ikiiki_pr@i-sedai.com 

https://www.i-sedai.com/
https://www.i-sedai.com/
mailto:ikiiki_pr@i-sedai.com
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（参考資料） 

■加入者アンケート調査結果の詳細 
 

【1】あなたが不安に感じる自然災害はどれですか？［複数回答可］（n=2,527） 

「不安に感じる自然災害」について聞いたところ、「地震・津波（69.4%）」が約 7 割と唯一半数を超えて最

多となり、次いで「暴風・竜巻（41.0%）」「豪雨・洪水、がけ崩れ、地滑り、土石流（37.0%）」の順となった。 

 

 

 

 

【2】 万が一、自然災害が起こったときのために備えていますか？ (n=2,527) 

「備えている（26.1%）」「備えているが、さらに備えたい（27.1%）」を合わせると、約半数がすでに自然災害

に対して何かしら備えている結果となった。さらに約 3 割が「まだ備えていないが、これから備えたい（33.0%）」

と答え、9 割近くの方が備えに対する意識を持っている様子がうかがえた。 

 

 

 

 

1,754 (69.4%)

1,037 (41.0%)

934 (37.0%)

764 (30.2%)

82 (3.2%)

57 (2.3%)

104 (4.1%)

77 (3.0%)

地震・津波

暴風・竜巻

豪雨・洪水、がけ崩れ、地滑り、土石流

大規模な火災

噴火

その他

特になし

無回答

(1)備えている

26.1%

(2)備えているが、

さらに備えたい

27.1%

(3)まだ備えてい

ないが、これから

備えたい

33.0%

(4)備える必要はない

2.8% 無回答

11.7%

※（ ）は n における占有率 

-1- 
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【3】 上記質問【2】で（1）～（3）とお答えになった方におうかがいします。 

自然災害が起こったときのために備えているもの・備えたいものはどれですか？［複数回答可］（n=2,163） 

自然災害が起こったときのために“備えているもの”第 1 位は「火災保険（家財を含む）（72.9%）」で、

「地震保険（51.5%）」と回答した方も約半数という結果になり、保険で自然災害発生後の費用に備えてい

る方が多い様子がうかがえた。 

第 2 位は「避難所・避難経路の確認（69.7%）」となり、「ハザードマップの確認（54.7%）」とともに自

然災害時に避難を想定している方が半数以上に上る結果となった。 

自然災害が起こったときのために“備えたいもの”第 1 位は「貯蓄（保険を除く）（44.6%）」、次いで

「住み替え（42.5%）」の結果となった。この 2 項目は“備えているもの”では下位であり、ライフライン、

避難に関する備えを行った後、さらに金銭面や住居に関しての備えを意識する傾向がうかがえた。 

 

 

 

1,412 (65.3%)

1,171 (54.1%)

1,152 (53.3%)

965 (44.6%)

1,183 (54.7%)

1,507 (69.7%)

1,169 (54.0%)

837 (38.7%)

268 (12.4%)

1,577 (72.9%)

1,113 (51.5%)

703 (32.5%)

148 (6.8%)

544 (25.2%)

784 (36.2%)

840 (38.8%)

893 (41.3%)

634 (29.3%)

413 (19.1%)

684 (31.6%)

828 (38.3%)

919 (42.5%)

309 (14.3%)

637 (29.4%)

964 (44.6%)

406 (18.8%)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

停電時の対応

断水時の対応

非常食・飲料の備蓄

防災グッズの持ち出しの準備

ハザードマップの確認

避難所・避難経路の確認

家族の安否確認方法

自宅の免震・耐震

住み替え

火災保険（家財を含む）

地震保険

貯蓄（保険を除く）

無回答

備えているもの 備えたいもの

-2- 

※（ ）は n における占有率 
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●質問【2】で（2）～（3）と答えた方の“備えたいもの”上位 3 項目 

自然災害が起こったときのために“備えたいもの”を、すでに備えている方とまだ備えていない方に分けて

みると、「（2）備えているが、さらに備えたい」と答えた方は「貯蓄」や「住み替え」といった踏み込んだ防災

対策を行いたい意識があり、「（3）まだ備えていないが、これから備えたい」方は防災グッズ、非常食といっ

たライフラインに関することから備えたいという傾向がうかがえた。 

 

 

【4】災害時ペットと同行避難できる準備をしていますか？（n=866） 

調査対象者のうち、「ペットを飼育している」と答えた方に、災害時のペットとの同行避難の準備状況を聞

いたところ、「はい（24.5%）」が約 4 分の 1 にとどまる結果となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【5】上記質問【4】で「はい」とお答えになった方におうかがいします。 

ペット用に準備しているものはどれですか？［複数回答可］（n=212） 

「ペットと同行避難の準備をしている」方にペット用として防災の準備をしているものを聞いたところ、「ご

はん（82.5%）」「ケージ（64.2%）」「トイレ（58.0%）」がそれぞれ半数以上を占めた。「ペットと同行避難できる

避難所の確認」を行っている飼い主は 22.6%という結果になった。 

 

 

 

 

はい

24.5%

いいえ・無回答

75.6%

175 (82.5%)

136 (64.2%)

123 (58.0%)

48 (22.6%)

16 (7.5%)

11 (5.2%)

ごはん

ケージ

トイレ

ペットと同行避難できる避難所の確認

その他

無回答

-3- 

備えたい
（全体／n=2,163）

nにおける
占有率

備えているが、
さらに備えたい

（n=673）

nにおける
占有率

まだ備えていないが、
これから備えたい

（n=825）

nにおける
占有率

1 貯蓄（保険を除く） 44.6% 貯蓄（保険を除く） 44.7% 防災グッズの持ち出しの準備 64.6%

2 住み替え 42.5% 住み替え 42.9% 非常食・飲料の備蓄 64.0%

3 防災グッズの持ち出しの準備 41.3% 自宅の免震・耐震 37.4% 断水時の対応 59.8%

https://www.i-sedai.com/
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■回答者属性 

（１）性別              （２）年齢別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

【会社概要】 

■会 社 名 ： SBIいきいき少額短期保険株式会社 

■会社紹介 ： 当社は、東証一部上場「SBI ホールディングス（株）」のグループ会社です。 

「シンプルでわかりやすく」「保険料は手ごろに」という、お客様の声に応え 

る保険商品を開発・提供しています。死亡保険、医療保険はシニア層を中心に、 

ペット保険は犬・猫の高齢化や病気・ケガが気になる飼い主様に、幅広く支持 

されています。2019年10月より地震補償保険の販売も開始しました。 

 ■所 在 地 ： 東京都港区六本木 1-6-1 

 ■設立年月日 ： 2007 年 7 月 3 日 

 ■資 本 金 ： 36,000 千円 

 ■事 業 内 容 ： 少額短期保険業 

（販売商品：SBI いきいき少短の死亡保険、SBI いきいき少短の医療保険、 

SBI いきいき少短の持病がある人の死亡保険、 

SBI いきいき少短の持病がある人の医療保険、 

SBI いきいき少短のペット保険、SBI いきいき少短の地震の保険）         

■U R L  ： https://www.i-sedai.com 

 
 

◎SBI いきいき少額短期保険株式会社 コミュニケーションデザイン部 

TEL：03(6856)4537 ／ E-MAIL：ikiiki_pr@i-sedai.com 

男

33.3%

女

61.5%

無回答

5.3%
0.5%

0.9%

4.1%

11.0%

22.0%

40.9%

15.0%

5.5%

20~29歳

30~39歳

40~49歳

50~59歳

60~69歳

70~79歳

80歳以上

無回答
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