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回答率

学区 配布数 回答数 回答率

布土 ２２０ ２１１ ９６％

河和 ７２０ ６２５ ８７％

河和南部 ２２０ ２０５ ９３％

野間 ２５０ ２２８ ９１％

奥田 ２７０ ２６０ ９６％

上野間 ３２０ ２４２ ７６％

全体 ２,０００ １７７１ ８９％

（少数点以下四捨五入）



全 般
１ 質問に対する回答

（１） 地域防災力の向上に役立つ訓練でしたか

→９２％が役に立つ
（２） 同報無線について、どの程度聞き取れましたか

→６９％が聞き取れた
（３） 高台まで何分で避難できましたか

→９４％が４５分以内に避難完了
（４） 役に立つと思った訓練は何でしたか

→避難、安否確認、避難所開設各訓練及び美浜町ﾒｰﾙｻｰﾋﾞｽ
ｺｰﾅｰで８５％を占めた

（５） 優先してもらいたい防災事業

→①非常食、②簡易トイレ、③毛布・間仕切り等避難所用品の備蓄
④避難路の確保、⑤避難場所の経路等表示の順で、全体の８３％を占めた

（６） 戸別受信機の受信状況

→８８％が聞こえる
２ その他所見

（１） 今回のような訓練の継続要望

（２） 訓練のやり方に対する各種指摘、防災に関する要望等



質問：地域防災力の向上に役立つ訓練でしたか？

大変役に立つ
ある程度役に立つ

あまり役に立たない ほとんど役に立たない

大変役に立つ
ある程度役に立つ



ほとんど聞き取れなかった

概ね聞き取れた

質問：同報無線について、どの程度聞き取れましたか？

あまり聞き取れなかった

良く聞き取れた



質問:高台まで何分で避難できましたか？

未計測６０分以上

６０分以内

４５分以内

３０分以内
１５分以内



質問：役に立つと思った訓練は？

耐震診断

樋門等閉鎖家具転倒防止災害伝言ﾀﾞｲﾔﾙ

避難訓練

安否確認

避難所開設

美浜町ﾒｰﾙｻｰﾋﾞｽ



質問：優先してもらいたい防災事業は？

津波避難ﾀﾜｰ

避難場所・経路の表示

毛布、間仕切
り等の備蓄

簡易トイレの備蓄

避難路の確保

非常食の備蓄

戸別受信機の全戸配布

海にいる人への
避難警報等

優先事業なし
その他



質問：戸別受信機の受信状況は？

ほとんど聞こえない

よく聞こえる
聞こえるが雑音
や途切れあり

かろうじて聞こえる





布 土

その他の地域

質問：居住地域は？

時志

布土学区



質問：地域防災力の向上に役立つ訓練でしたか？

大変役に立つ

ある程度役に立つ

あまり役に立たない

布土学区



良く聞き取れた

概ね聞き取れた

ほとんど聞き取れなかった

質問：同報無線について、どの程度聞き取れましたか？

あまり聞き取れなかった

布土学区



質問:高台まで何分で避難できましたか？

３０分以内

１５分以内

未計測
６０分以内

４５分以内

布土学区



質問：役に立つと思った訓練は？

避難訓練

安否確認

避難所開設

美浜町ﾒｰﾙｻｰﾋﾞｽ

耐震診断

樋門等閉鎖家具転倒防止災害伝言ﾀﾞｲﾔﾙ

布土学区



質問：優先してもらいたい防災事業は？

津波避難ﾀﾜｰ

避難場所・経路の表示

毛布、間仕切
り等の備蓄 簡易トイレの備蓄

避難路の確保

非常食の備蓄

戸別受信機の全戸配布

海にいる人への
避難警報等

優先事業なし
その他

布土学区



ほとんど聞こえない

質問：戸別受信機の受信状況は？

よく聞こえる

聞こえるが雑音
や途切れあり

かろうじて聞こえる

布土学区



布土学区所見等

・最低限は自分の命は自分で守ること。

・自宅は旧布土駅近くで高台にあり、津波による避難で一度低い所を通って布土小に行くが、途中での津波情報（同報無線等）があれば、

より安心して避難できると感じた。また布土小体育館だけでは収容しきれないので、学校との連携により利用可能教室を事前に調整して

おく必要があると思います。

・平田に住んでますが、第1避難所の宝林寺に行くまでに学校へ行く方が早いので、今回宝林寺に行く必要があったのか？と思いました。

・同報無線が外に出ないと聞こえなかった。

・第１避難で地区別になっていたが、地区別で分類してしまうと遠回りになってしまう場所ができてしまうので少々考えてしまった。

・避難経路がその時の状況により変化すると思うので、臨機応変な行動が必要だと考えさせられました。

・（受付？）待ち時間が長かった。

・良い体験になりました。

・避難所が体育館だけでは狭い。

・サイレンや放送内容を実際に聞くことができたので、もしもの時は落ち着いて行動できそうな気がしました。

・最終避難所に各世帯別に受付するときにとても時間がかかったので、お年寄りの方が大変そうでした。

・体育館集合後、知事、町長挨拶の時間発表後何の連絡もなく、寒い体育館での長時間の待機は老人にはつらい。

・体育館での放送が聞きづらい（女性の声）

・訓練に参加でき勉強になった。

・車での避難者が多くなった場合も想定して交通整理担当の訓練はされているのでしょうか。

・車椅子生活者の避難手段を考えて欲しい。

・『家を出ました』カード表示のほうが良い。



・ラジオでよく使用するが雑音がすごい。

・実際に津波が来たら小学校まで来るのに橋が渡れるかが不安・民間のプロに任せるべき。

・町長や知事を待つ為の時間の確保は訓練といえるのか？

・もっと具体的な指示や注意点など・・・意味のある時間や無駄の無いようにお願いしたい。ただダラダラと待つ・・・？！

・ただ町民、区民が集まることが第一の目的とするなら目的は達成されたと思う。

・税金が使われていると思うと複雑な思い。

大変に良かった。今後も時々お願いします。

・県、美浜町そして地域ぐるみで防災訓練が行われたことは有意義で防災意識が高められたと思います。

・案内する人の声が聞き取れない。

・体育館では静かに話を聞くこと。

・防災に対する意識を深めるためにも待ち時間に東北の状況やいろいろ考えられる事もあると思いますので、待ち時間映像を流しても

らっても良かったのではないか？子供と共に考える時間が持てたのではないか。

・会場の天井、照明は大丈夫なのか？

・マイクの感度が悪い。聞こえにくい。

・７８？名の人が、この会場でいっぱいなのに、布土地区の方全員が来た場合どうなるのでしょうか？この会場だけで大丈夫でしょうか？

・スピーカーの放送、家の外へ出れば聞き取れた。家の中では何を話しているのか分からなかった。

・待ち時間が長すぎ。

・スタッフの統一がとれていない。

・同報無線戸別受信機は高い。

・訓練に参加してみて、体育館内は人がいっぱいなのですが、本当の時は教室も解放すると思うのですが、十分な広さは布土の住民が

避難してもあるのでしょうか。

布土学区所見等



・受付から挨拶までの時間に防災ビデオを流してはどうか。時間がもったいない。

・確認作業が全然スムーズにできていなかった。受付が終わってからどこへ行けという指示がなかったので、分からなかった。

・平田の第１避難所が宝林寺だったのですが、津波から回避できるような高さではないと思います。この訓練は現実的ではないと思います。

・同報無線が何時も聞き取れない。冬場は特に窓を閉めているので、全く聞こえない。よく聞こえる方法を考えて欲しい。戸別受信機を考え

て欲しい。

・国道横断に時間を要した。通行車両の停止を要望

・体育館では騒がしくて放送が聞こえなかった。

・家族と避難経路と避難場所を確認できてよかった。

・布土小体育館に地域の人、家族が入りきらなかった場合は、校舎又は、外で待たなければいけないのですか。

・体育館で待っている間、指示がなく、放送も聞こえず、段取りが悪いので、この訓練は甘いと思う。

・避難後の対策はあるんですか。

・一時避難場所の見直し・受付がわかりにくかった。学校に着いて受付した後の誘導が明確でなかった。

・体育館内のコーナーが説明もなく、利用できなかった。

・館内放送がほとんど聞こえなかった。

・体育館で何もせずに待たされているだけで、時間がもったいない。

・避難所の開設訓練と言いながら名簿の作成だけだったので、残念だった。実際どのようにこのフロアに入って過ごすのか体験したかった。

・初めてこのような訓練に参加できてよかった。定期的にあるといい。

・体育館内のブースの見るスペース、時間なく体験できなかった。

・高台一時避難所への備蓄倉庫の設置

・学校への避難は一度下に降りることになる不安があり、一日程度は高台で過ごせる様設置して欲しい。

布土学区所見等



・体育館にすごい人数の人が集まりました。この人数が１つの学校で避難生活を送るのは考えられない。校舎が無事であれば大丈

夫かもしれないが。校舎の耐震検査と窓ｶﾞﾗｽの強化ｶﾞﾗｽ化を希望、又、津波予想到達時間や高さの連絡などないまま、むやみやた

らに１次避難から２次避難の訓練をすると逆に恐ろしいことになる。一度高台に上がったら小学校にくるまでは、一度降りることになる。

子供は正直なので訓練の通り行動すると思う。かえって不安。

・海抜表示が欲しい。

・小学校以外の避難所設置も検討必要と思う。

・避難してきてから、どう過ごすか、各自の役割が住民の方にもわかると良いと思います。

・山階段の材料が欲しい。

・ヘリからの声は聞こえない。垂れ幕がいいのでは。

・交差点で通過しようとしても自動車が来て（避難に悪影響）

・各組のジャージ作ったら良いと思います。これは各自にお願いします。背中は組番号を付けておく、校長先生の話の中で思いました。

・通りにくい。訓練でも一人たってもらいたい。警察官が立っていて、話をしても私はここですと言ってとりあってくれない。

・子供のオムツ、おしりふきの備蓄を要望。

・一時避難場所が遠すぎる。布土保育所から宝林寺、直接布土小学校の方が安全では。

・受付の準備、段取りをスムーズにできるようにしてください。

・オムツ、おしりふき、粉ミルクの備蓄を要望。

・一時避難場所よりも高台に近い場所があるので、そちらに避難場所を変えてもらいたい。

・ボートの設置を。

・平田地域は布土小へは行けない。

・布土川にかかる橋の耐震をお願いします。

・小学校の受付が分かりにくい。

布土学区所見等



・校内の放送の音がほとんど聞き取れない。

・独居の方の家９軒を回ったがカードが出ていたのは、４軒、一般の家も数件しか出ていなく今日の行事に関心がない人が多いと

思った。小中学生のいる家は子供に連れられて参加が多かったが、高齢者についての避難が難しいと思った。

・受付、時間のかかりすぎ。

布土川より北側の住民です。（平田地区）小学校へ避難は川をこえなければならず、かえって危険では。上の高台に避難場所の検

討をお願いします。

・ケーブルで火事は放送されるが、地震のときにも放送してもらいたい。

・海岸沿いの家など緊急に津波が来た場合とても布土小学校までは間に合わない。布土公民館も老朽化がすすんでいるので、建

て替えの際、海岸にある公園に３～４階建ての鉄筋にて建設してもらいたい。

・一人暮らしや病人の方々への配慮

・布土地区内に日赤団員が６０人以上いるのにもっと活用してほしい。

・戸別受信機聞こえるが、雑音が激しく何を言っているのかほとんど分からない。

・各地区の電柱に海抜表示を。伊勢湾台風後、名古屋市では５～１０年間これを維持していましたので、誰でも家の海抜を知って

いました。

・避難所に授乳室を要望

・戸別受信機はエコーがかかって聞きにくい。また窓を閉めていると聞こえない。

・地域全体で行うことで、地域の方々に昔の事を聞く良い機会にもなりました。避難場所への避難の仕方など、子供と共に参加で

き、とても良い体験ができました。

・実際に体育館に全員集まると、すごい人数だなと思いました。簡易トイレや非常食糧の準備などは、十分してあるといいと思いま

した。

・近所の一人暮らしのお年寄り、障害者等は行政で配慮されているのか。でないと声をかけるか、立ち寄るか迷います。一人では

力不測ですので、区民でしていくのかお聞きしたい。

布土学区所見等



・体育館に集合してからの待ち時間をもっと有効に使って欲しかった。スライド、講演等せっかく集まっても無駄に時間が過ぎた感

じです。

・説明等が聞きにくい（体育館で声が割れる、もっと大きい声で）

・中学生に避難時に困っている人（車いす、障害等）を助ける道徳教育を。

・体育館に１時間以上座っているだけの訓練は訓練にならないと思います。その間に色々な事をみんなに知らせることがいくらでも

あると思います。挨拶などはいらないです。

・家のｶﾞﾗｽ戸は防音ガラスなので、警報がほとんど聞こえませんでした。実際に避難するときは、どうしたらいいか心配です。

・訓練はもしもの時に非常に役に立つと思う。

・知事さんと町長さんの挨拶だけで、具体的な訓練のお話が聞きたかったです。

・改めて参加させていただきましたが、本当によかったと思いました。よい勉強になりました。

・集合場所に来る人、時間がまちまちで早くきてもただ座ってまっているのみ。悪く言えば、ロスが多すぎる。もっと案内による放送

も必要と思う。「迅速」しっかりとお願いします。

・屋外スピーカの声がききづらい。ﾍﾘｺﾌﾟﾀｰからの声も聴きづらい。

・受付の仕方がバラバラできちんと統一したほうがいいと思います。

・実際には犬がいるので、もっと時間がかかる。青い用紙が不足でもらえなかった。

・本日は無風のため、よく聞こえたが、海からの風向きだったり、激しい雨だと聞こえないことがあるかもしれない。

・権田の坂はかなりきついため、直接、布土小の方に避難しようと思います。

・本日は無風のため、よく聞こえたが、海からの風向きだったり、激しい雨だと聞こえないことがあるかもしれない。

布土学区所見等



・ラジオ受信機は買ってあるのですが、近くに拡声器がありますので、時々気が付くと聞くようにしています。（台風の時は窓をしめ

るので）

・外の無線はほとんど聞こえない。（部屋を閉めるから）中雨でも窓を開けて聞こうとしたが、何を言っているのか分からない。マイ

クのアナウンスの喋り方があるみたいですが、聞き取れない。

・今回実施していただいた「津波・地震防災訓練」を年１回実施していただきたい。繰り返すことによって、実際に起きた時スムーズ

に行動できると思います。

・受付名簿を自分で書いてもらうのは間違っていると思う。皆さん列を作っているのに。名簿を作っておいてチェックするのが普通

では。

・今後も定期的に行っていただけるとありがたい。

・体育館内に入ったら地区ごとに区切ってあると居場所がはっきりして、いいと思います。

・大変良かった。

・今回は初めての訓練であり、参加だったが、通る道も何も災害のない状況だったので、何事もなく通ることができたが、実際に本

当になると通れず家も壊れていたら（ケガ等も含め）学校まで無事来られるか身の引き締まる思いです。年に１度は布土全域でも

訓練があると安心です。

・訓練ということで少々ダラダラしていましたが、絶対にしたほうがいいと思います。訓練は大事です。

・布土小への避難路は危険が一杯である。

・安養寺山の南は土砂崩れ危険区域・名鉄ガード下あたりは水、車で危険・実際に起こった場合、第１避難場所から小学校への移

動は、すぐに無理だと思う。その時の第１避難場所での最低限の備蓄確保などはどうするのか。

・権太の坂に手すり又はロープが欲しい。

布土学区所見等



・ためになった。

・訓練するまでの待つ時間が長すぎます。・権太の急坂に何か登る補助が欲しい。

・訓練はいいです。できれば、避難待機のときどういう事をするか放送してほしい。ただ、待っているのはどうなるのか不明のため。

・権太坂に手すり又はロープの設置をお願いします。

・途中で一人暮らしの老人宅へ声をかけましたが、返事のない所もあり、中々布土小まで来るのは無理なのでしょうか。

・５／１７きました。毎年、継続して下さい。

・小学校までは遠くて時間がかかり、８０歳すぎの老人には無理と思う。

・非常のとき安否確認がスムーズに行えるように体育館の中で地域ごとにまとまっていると、いない人の確認も早く正確にできてよい

と感じました。受付は班（運動会の班）ごとのまとまりよいと思います。

・訓練だから順調に来ることができましたが、現実だったらどうかと思いました。

・訓練とはいえ時間の無駄、待ち時間が長すぎ。この時間、なにかやることがないのでしょうか。メールサービス、伝言ダイヤル、建

物耐震診断等の説明・屋外に設置されている防災無線の声やサイレンなどこの時期は窓を閉めているので、とても聞きとりにくく、知

らなければ何か鳴ってるで済んでします。

・町の職員や役員の皆様ありがとうございます。

・和田の急な坂に手をつく手すりを。

・布土小集合後、地区別に座ると。地区の近所の誰がいるかいないかなど気に掛けやすい。

・和田の急な坂に手をつく手すりを。坂道がきつく大変だと思う。

・今後とも住民の安全確認に努めて下さい。

・定期的に訓練は実践して下さい。

布土学区所見等





河和

浦戸

北方

その他の地域

質問：居住地域は？
河和学区



質問：地域防災力の向上に役立つ訓練でしたか？

大変役に立つ
ある程度役に立つ

あまり役に立たない ほとんど役に立たない

大変役に立つある程度役に立つ

河和学区



良く聞き取れた

概ね聞き取れた

ほとんど聞き取れなかった

質問：同報無線について、どの程度聞き取れましたか？

あまり聞き取れなかった

河和学区



質問:高台まで何分で避難できましたか？

３０分以内 １５分以内

未計測
６０分以上

６０分以内

４５分以内

河和学区



質問：役に立つと思った訓練は？

耐震診断

樋門等閉鎖家具転倒防止災害伝言ﾀﾞｲﾔﾙ

避難訓練

安否確認

避難所開設

美浜町ﾒｰﾙｻｰﾋﾞｽ

河和学区



質問：優先してもらいたい防災事業は？

津波避難ﾀﾜｰ

避難場所・経路の表示

毛布、間仕切
り等の備蓄 簡易トイレの備蓄

避難路の確保

非常食の備蓄

戸別受信機の全戸配布

海にいる人への
避難警報等

優先事業なし
その他

河和学区



ほとんど聞こえない

質問：戸別受信機の受信状況は？

よく聞こえる
聞こえるが雑音
や途切れあり

かろうじて聞こえる

河和学区



河和学区所見等

・意識を持ってもらうﾚﾍﾞﾙの訓練からこうすれば逃げられて、安否確認ができるんだということが見えてくる訓練に向上することを願います。

・今回の訓練の弱点は意図が町民に伝わってこないことだと思います。何故河和小なのか何故中学生は自宅からなのか、河和小に向か

えば・水没しにいくような経路になったりする。かえって危険な方向に身を向けることになります。また、河和中の動きも日頃から見えてきま

せん。どう避難するのか。

・小学校までは時間がかかるので、ブロックごとに訓練をしてほしい。

・訓練のための訓練でなく本番に近い状況を想定に自主的な避難も１つのやり方だと思う。

・大変参考になった。

・体験したいことができなかった。

・家具転倒防止器具の取り付けの器具の展示が見たかった。

・自衛隊の方々の活躍素晴らしいと思いました。

・体験コーナーの場所が分かりにくかった。番号表記があるとまわり易かったと思う。

・子供の引き渡し訓練に参加しました。普段は医療従事の仕事をしています。ﾄﾘｱｰｼﾞや救護の場面を見た。本当の災害が来たらもっと人

手が必要になると思いました。他の場面でも混乱することが予想されます。なので、今日の訓練は様々な関係各所と連携をとって取り組ま

れていて、よかったと思います。準備しなければいけないことは、まだまだたくさんあると思いますが、地域で協力し、自らも支援活動がし

ていけるようにしようと思いました。

・また、行ってほしいです。

・防災に対する意識が高まった。

・防災グッズの確認、準備の再確認をしなくてはと思いました。

・トリアージが役に立った。・大変寒かった。

・たぶん、本番はすごい人だと思う。

・また行って欲しい。



河和学区所見等

・たくさん参加してよかったと思う。実際にはすごい混乱になると思います。予想以上の参加だったので、かえってよかったかもと思います。

・行政との避難訓練はとても大事だと思います。次回からの訓練では、参加する人に避難リュック等を持って参加する呼びかけをしてほし

い。

・どこで何の訓練をしているのかがよくわからなかった。

・これが訓練でよかった。本当にならないことを願うばかりです。

・色々参考になりました。・救護訓練をしてもらいたい。

・多数の参加で防災意識の高いことがうかがえた。自助、共助の大切さが再認識できました。

・学校に来てからの動きがわかりづらい。待機場所等

・訓練は大切だと思います。実際の状況が分からないので、危機感を持つことが難しいが、トアージや炊出し、避難方法など体験や見るだ

けでも訓練になったと思います。

・本当のように緊張感を感じた訓練でした。いつ大きな災害が起こるかわからないからこそ、このような訓練が大切なのだと改めて感じるこ

とができました。体験ブースもよかったです。

・今回、参加してみて、もし、本当に大きな地震や津波がきたら、訓練に参加した人数よりも多い人たちが河和小学校に避難することは無

理なような気がしました。

・災害が起きた時、河和小だけでは人員の収容は不可能ではないか？

・受付とその他の人員の流れを区分けし（ロープ等）人員の誘導をするとよいのでは？

・アナウンスが一部聞こえにくい場所あり（体育館南側）、アナウンスをしっかりと全員に聞こえるようスピーカを整備したほうが良いのでは。

・避難所内の案内がほしい。

・煙体験が役に立った

・受付をしてその後の行動がよくわからず、ただ立っていた感じでした。

・自衛隊講話、マイクがなかったので、せっかくの話が聞き取れなかった。

・改めて訓練してもらい再認識できました。



・自衛隊の方の講話がマイクがなかったので、聞き取れなかったのが残念でした。ｶﾚｰﾗｲｽおいしかったです。

・参加できてよかったと思います。自衛隊の方々や地域の各担当の方々にお疲れ様と感謝します。実際になったら、もっと大変で、不安にな

ると思いますが、機会があれば、参加し、また協力できたらと考えます。

・声は聞こえにくい（耳の遠いお年寄りなど）ので、プラカードが有効だと思います。

・初めて参加させていただきましたが、大変勉強になりました。

・屋外スピーカはほとんど聞き取れず、訓練の流れがどのようになっているのかわかりませんでした。（中学生、一般の方がの話声でかき消

されのも一因ですが）事が起きた時の連絡指示が徹底するようにしなければと思いました。

・今回は若い方の参加が多かったです。避難に時間がかかる年齢層の訓練が必要だと思いました。東日本大震災の講話、ＤＶＤ上映改め

て震災への備えについて考えました。

・災害に臨機応変にしっかり取り組める体制づくり。危険箇所の整備

・本日おこなった総合的な訓練を通じて得られた反省点等を何らかの形で全世帯に周知することを希望する。

・受付がいるということを知らずにいたため、早くから学校にいたにもかかわらず、受付が遅くなり引渡しが遅くなった。訓練の流れ、全体像

がつかみにくかった。

・「訓練」という感じが全くしなかった。「見学した」という感じ。

・へり発着時間にロス大

・日頃の心の準備と危機管理意識が重要なことだと思います。自治体に頼る前に一個人としてできる事（３日分の水、食料の確保等）をもっ

と意識するべきだと思う。

・本番ながらの自衛隊の導入の訓練にまた、大村知事さんの挨拶等に感謝です。

・大変よかった。

・色々参考になりました

河和学区所見等



・今日のように大規模で行うと町民の関心意識がより高まってよかった。

・自衛隊の炊き出しを頂いたり、ﾍﾘｺﾌﾟﾀｰを近くで見たり、初めてでしたので、迫力がありその存在価値を知りました。このような活動をして

いただければ心強いと思いました。私たちは住民については、災害時どのような行動をすればよいかは、今後考えていくことと思いました。

・一般者の参加が少ない。・住民参加の訓練が欲しい。

・こういう機会があると少しでも役に立つと思いました。

・本日はご苦労様でした。本日のような訓練をして頂けるとすごく助かると思いました。ありがとうございます。本日の訓練に関係した人達

に感謝したいです。また訓練の場を設けていただけたら嬉しいです。

・色々参考になりました。・勉強になった。

・ｽﾋﾟｰｶの位置悪すぎ、うるさい。特に区の行事、朝早すぎて時間考えてもらわないと、非常時に聞く耳持てなくなりそう。

・各家庭で備蓄はすべき。教育、福祉に使ったほうが良いと思う。老人、子供の避難路は住民たちで整備しましょう。

・ﾄﾘｱｰｼﾞが生生しくて､ﾍﾘｺﾌﾟﾀｰも来て、緊迫感があってよかった。避難所の寝るところが足りるか心配になった。

・受付からするということを知らない人がいたので、前もって回覧板か当日の同報無線で知らせてほしい。

・受付は多方面から来るので、何か所か用意したほうがいい。渡す資料は前もってﾎｯﾁｷｽで留めた方が受付がｽﾑｰｽﾞにいくと思う。

・ﾄﾘｱｰｼﾞが学校であるってことは、死が感じられる所で不安になった。色々想像できて訓練になった。

・今回は大変良かったと思います。良い経験になりました。

・指示がいき届いていない。

・高学年が体育館で話を聞いて、それから外の体験ｺｰﾅｰを回りましたが、既に終わっていてできないことが多く、どういうことと思います。

分けてやるならおかしくないですか。

・訓練の時間をもっと長くして欲しい。

・どれも参考になりました。

河和学区所見等



・時間がかかったが、訓練をしてとても良かった。

・毎年実施してもらいたい。

・いかに日常の意識が大切か学んだ。もっと多くしてほしい。

・出来れば北方の皆さんと一緒に参加したいです。

・大規模な訓練は初めてだが、地震・津波の時の隣組の協調が必要

・避難と救助のかねあいの訓練等も必要

・すごくリアルでよかった。

・危機感が足りない。

・薬を飲んでいるので、薬をなんとかしてほしい。（わかり易くなるといいです。）

・参加者の動きが明確にされた訓練ではなかった。①情報伝達の内容が特に特に明確ではない。②具体的な動きを示す計画、実践が必要

・本日はありがとうございました。もっと参加者がいていいと思うのですが。大がかりな訓練はやっぱり町民の意識が高くなると思いました。

・臨場感あってよかったと思います。参加して良かった。

・「自分の命を守る」という思いで参加しました。

・自衛隊の皆さん、救助（海）の様子を見て安心感を持ちました。

・町民の意識が低いなと思います。海岸の近くに住む私はドキドキ参加でしたが。

・その都度の説明が欲しかった。

・（ｱﾝｹｰﾄ用紙？）連絡徹底してなくて先生、児童小学生にも渡していた。不公平、一般にわたるのが少なくなった。

・とても役にたちました。

・道路整備、狭かったり、崩れそうな場所が多く、子供が外に出るとき心配です。

・河和道路の整備・初めて参加しましたが、今後も参加したいと思います。

・初めての参加

・移動に多少時間

河和学区所見等



・ヘルメットの全住民配布

・体育館にスピーカがなく、各種案内が聞き取れない。

・訓練参加者はヘルメット着用とあったが、ほとんど未着用、指導的立場にある区長はじめ区会議員達が未着用なのはいかがなものか。

・住民の訓練参加のピーアールが、一考を。

・色々勉強になりました。これからも参加して忘れないようにしたいと思います。

・体験ﾌﾞｰｽの見学・体験は児童がいる人はもう終わっていて体験することができなかった。（高学年）

・保護者も炊出しの用意をして欲しい。

・一般人と児童引き渡しを分けてほしい。

・色々な面で連絡不足だと思います。

・高学年の子は体験の時間が終わってしまい、トリアージの体験ができなかった。自衛隊の人のお話を聞き、炊き出しを待って終わりでし

た。体験できず残念でした。色々な面で連絡不足だと思いました。

・全く指示がなくよくわかない。どこに行って、どうしていいか、誘導する人がいればいいのにと思いました。とりあえず列があったから並

んだ。でも、何の列？本当に起こったら皆さんﾊﾟﾆｯｸになっていると思うので、そういった事も踏まえてしきる方がいればいいなと思いまし

た。

・全体的にぐだぐだ感があった気がします。

・小中学校の耐震診断、改修

・中学生は中学校から実際に避難する訓練を実施する必要があると思います。

・川の護岸工事、町中の川の塀が低い。

・人や行事が多くてきちんと体験できず、駆け足の感じがした。防災学習のあと、体験しようと思ったら、トリアージ、けが人ﾒｲｸ終わってい

た。（時間どおりだったが）

・受付、地区ごとでないので、行列ができた。

河和学区所見等



・参考になることもあり、参加できてよかった。

・いつもの避難だけの訓練と違って、本当に地震がきたときみたいで、しっかり学べた。

・実際に災害が起きたときの良い訓練になった。

・映像でしか見たことがなかったが、自衛隊の様子など近くで見ることができて良かった。

・自衛隊のﾍﾘｺﾌﾟﾀｰ、自衛隊による食事つくり経験、できないことが出来て多くの方が参加され、とても良かった。

・ﾍﾘｺﾌﾟﾀｰが間近で見れてすごかった。

・本格的で役に立った。

・受付で長い列で何かと分からなかったので、分かるようにして欲しい。また、迅速に済んだ方が良いと思う。

・普段わかってるつもりでも。参加して改めて訓練の大切さがよくわかりました。実際はもっと沢山の人が避難するから子供と連絡とれるよ

う家でも話をしたいです。

・実際はもっとﾊﾟﾆｯｸになり、冷静に行動できるように心掛けたい。

・息子と参加しました。

・大がかりな訓練でしたが、目の前で見ると一層、もっと関心を持たなければと感じました。

・無事ですｶｰﾄﾞを表示していない家が多かったようです。

・受付名簿は他の町を参考にしてください。避難する場合の必要品を持たずに避難所に来た人が多かった。

・戸外でいるような避難者の取り扱いは不適です。

・避難場所を決めて欲しい。

・平塚団地の高所に避難所を設けて欲しい。

・個人的な訓練が少ないように思う。

・避難路の安全の確認

・大変ためになりました。

・避難路の選定が海から離れていることだけにとらわれており、建物の倒壊等を考えていない。裏道は古民家が多く、地震で壊れる。海抜

の低い所が避難路に入っている。

河和学区所見等



・危機感が足りない。

・体験ができなくて意味がわからない。学校側の説明と他の方の説明が食い違っている。これは訓練と言えません。

・今回のような防災訓練の回数を増やしてほしいと思います。

・電線マイクではっきりと住民に聞かせるとよい。

・避難以後の移動は少なく。

・放送時火元等の確認をすることも入れるとよいかと思って聞きました。

・今日の訓練大変良かったと思いました。私の家海の前なので、津波に良い訓練だと思った。

・北方方面から来るときは川の橋を渡ってくるのですが、大丈夫かなと思いました。津波が心配

・住民が参加するものが少なかった。

・河和台より小学校まで20分かかります。小さなお子様が手を引いていただきありがとう。

・老人用の杖は必要です。水分と共に。

・疲れた。

・受付の窓口が少ない。

・訓練を具体的に実施すべきでは。ヘリコプターの離着陸のための時間が多い。

・乳児用の離乳食やオムツの備蓄

・ヘリの離着陸の時間が長かった。

・トリアージが良かった。（傷がリアル）

・受付場所の表示案内がない。（見えない。見当らない）

・もう少しテキパキとした行動がとれるような誘導がほしい。

・非常食物資の確保があるか心配なので、町民に回るようにして欲しい。

・訓練に参加したものの、もう少し誘導して頂けると早く次の行動に移すことができるので、その辺を考えて次の訓練に役立ててほしい。

河和学区所見等



・大変良かった。

・今日ドコモ配信「知多」参加してみました。障害者でも時間に気を付けることを知り、正常の歩行者の５０％あまりですが可能であること

を知りました。

・天気もよく全て予定通りいったようです。

・現地についてみて、何をやっていいのか、何をしているのかよく分からなかった。どうすべきか分からなかった。

・他の県で自家用も使用しての訓練をされているので是非同様に行ってほしい。実際車両の混雑等そのためにﾚｽｷｭｰの車両の通行等、

そのためにﾚｽｷｭｰの車両の通行等チェックして欲しい。

・各校庭の入り口何か所かあると思いますが、そこで係が「受付を第1地番に」と声掛けが必要ではなかったかと思います。校庭につい

てもどこへ行けば分からなかったからです。

・各戸配布の無事ですカードもいざという時はかけ忘れになると思います。実際に掛け忘れました。

・知多厚生病院から武豊方面へ抜ける道を早くつないでほしい。

・ヘリを間近で見るなんて中々ない経験で面白かった。炊出しの風景は料理の良い勉強になった。

・避難所での指示者、指示内容が全く不備、拡声器の向き等一方に聞こえるだけで、不便を感じた。うろうろしているだけで、お祭り気分

だった。指示を徹底して下さい。

・自己判断せず気を付けたい。

・準備を常にしておきたい。

・河和小学校にトイレをつくるべきだと思います。

・年寄を運べる体制つくりを。

・常に心がけて準備しておきたい。

・いつでも災害が起きてもいいように備えを心掛けておきたい。

・展示教室に行くのに、聞いてもわからないようで、迷いました。

河和学区所見等



・訓練に参加して理解できました。

・教室にわかり易く表示、知ることができました。

・スピーカ体育館南につけないと聞こえない。

・大変な訓練を計画実行された方々へ、ありがとうございます。毎年実施されると良いと思います。お疲れ様でした。

・大変役に立ちました。毎年同じような訓練をして欲しい。

・とてもためになりました。

・防災に対しての意識を新たにしました。防災グッズを用意したいと思います。

・大変よかった。

・より実際に近い状況で訓練を行うなら校地の有効な利用を考えてレイアウトを考えるべき。

・受付は受付案内をする係も必要

・小中学生を動員したことにより、その保護者も集まり、雑踏の中での訓練ができたことで、色々問題点がつかめたと思います。反省

をもとにさらに改善策を。

・最初に受付をしなくてはいけないという指示がなく、タイムロスになっていた。

・救護班の対応が実際に見られて安心しました。

・良かった。

・天気もよく、わからないことばかりで、大変勉強になりました。ありがとうございました。

・天気にも恵まれ大変良かったと思います。お疲れ様でした。

・北方地区に住んでいますが、実際、大地震が来たら河和小学校までの橋は全て通ることが出来ないのではないでしょうか。

・いい体験ができました。小学生、中学生の子がいます。区の方に参加していたら、小学生の引き渡し訓練に遅れそうになりました。

兄弟一緒にいて欲しかった。

河和学区所見等



・普段体験することができない体験ができ、本当の災害時のｲﾒｰｼﾞﾄﾚｰﾆﾝｸﾞができるので、大変参考になりました。

・参加してよかったです。

・状況がよくわからないので事業については答えられない。

・とてもためになりました。

・初めて参加させてもらいました。これだけの事をしていたのにビックリ、おろそかにしてはいけないと思いました。感謝。

・河小は避難の中心になると思うので、トイレや水道を外に増やして欲しい。また、避難時に一般の人で手伝いができる人に腕章や資

料を渡すなどしてシステムを作っても良いと思いました。

・大変勉強になりました。

・大変良かった。

・河和小学校までの避難経路がよく分からない。（たぶん土砂崩れなどで通れないような）

・太陽光で夜間も転倒する街頭が欲しい。

・半日の訓練で学校を代休にする必要はない。

・ペット同伴で避難は可能か。

・休日の日中は一番避難しやすい時間帯であるため、あまり訓練にならない。

・何をしていいかどこへ行けば良いか全く分からず、きちんと指示、説明欲しかった。

・体育館付近にスピーカがないので、運動場でのマイクが全くきこえない。本番では大混乱します。一考を

・大変参考になりました。

・中々体験できないことができて良かった。

・冬にカイロは欲しい。本格的でいい訓練になりました。

・本当に災害は来ると思いますが、国や町に頼らず自分がどれだけ生きようとするかを考えないと。

河和学区所見等



・大変良かった。

・マイクの音が聞きにくい。（音が小さい）

・指示、案内の仕方がまずい。何をいっているかわからない。

・一か所に大勢の人が集まるので、何をしていて、これから何をするのか分からない。

・いろんな体験ができてよかった。

・新浦戸にも足の悪い人がたくさんいる。避難はどのようにするか。

・救護班の対応が実際に見られて安心しました。

・普段体験することができない体験ができ、本当の災害時のｲﾒｰｼﾞﾄﾚｰﾆﾝｸﾞができるので、大変参考になりました。

・初参加ですが、避難時間を計れたり、自衛隊の方の炊き出しを見られたり、救助の方法も見られよい体験になり、ｲﾒｰｼﾞ

ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞができました。カレーもおいしかったです。

・今回のような訓練を定期的に実施して下さい。

・案内をもっとしっかりと。

・自衛隊のヘリコプターなど見学できて、貴重な体験ができました。

・色々な体験ができて（煙の中など）よかったです。

・大変ためになりました。参加して良かったです。

・小学校グランドについてからの指示がマイク音量が小さいのか、周囲がざわざわしているのか全く聞こえない。

・河和小の場合、子供さんの引き渡しは安全確保ができてからの方が親の方々もよいのではなでしょうか。命第一

河和学区所見等
（下線はマイナス評価）



・煙体験では、前が見えず歩くことも大変だと感じました。高台に避難後、小学校へ移動する際、川がありそこを通ってきました。津波

が予想される中、場所ごとにどう移動するか話し合っておくことが大事だと思いました。実際に歩いてみると危険箇所もわかると感じ

ました。

・表示は上に、受付すら分からなかった。テントを作って上からたらす。

・役割のある人が喋って、車の誘導を行っていない。緊張感のある訓練を。

・これからも時々訓練していきたい。

・体育館での自衛隊の説明のときマイクがなかったせいで、聞こえにくかった。準備備品の確保を。

・小学校までの道選びの不備

・良い体験ができた。

・いい体験ができたと思います。ありがとうございました。

・雑音が大きく多いので、スピーカの音が聞こえない。伝達が悪く集合場所にいるものの、次の行動がわからない。ハンドマイクで要

所で再通知いただけると良いと思う。

・良い体験ができた。

河和学区所見等
（下線はマイナス評価）





矢梨

古布

切山

質問：居住地域は？
河和南部学区



質問：地域防災力の向上に役立つ訓練でしたか？

大変役に立つ
ある程度役に立つ

あまり役に立たない ほとんど役に立たない

河和南部学区



良く聞き取れた概ね聞き取れた

ほとんど聞き取れなかった

質問：同報無線について、どの程度聞き取れましたか？

あまり聞き取れなかった

河和南部学区



質問:高台まで何分で避難できましたか？

３０分以内 １５分以内

未計測６０分以内

４５分以内

河和南部学区



質問：役に立つと思った訓練は？

耐震診断

樋門等閉鎖家具転倒防止災害伝言ﾀﾞｲﾔﾙ

避難訓練

安否確認

避難所開設

美浜町ﾒｰﾙｻｰﾋﾞｽ

河和南部学区



質問：優先してもらいたい防災事業は？

津波避難ﾀﾜｰ

避難場所・経路の表示

毛布、間仕切
り等の備蓄

簡易トイレの備蓄

非常食の備蓄

戸別受信機の全戸配布

海にいる人への
避難警報等

優先事業なし

避難路の確保

河和南部学区



ほとんど聞こえない

質問：戸別受信機の受信状況は？

よく聞こえる
聞こえるが雑音
や途切れあり

かろうじて聞こえる

河和南部学区



河和南部学区所見等

・学校だけでなく地区の方も大勢参加していたので意識の向上にも良いと思う。80歳になって皆様といっしょに訓練に参加出来

て本当に良かったと思いました。年に一度は訓練をすると良いと思う。

・良い機会に参加させていただき、とても良かった。

・①なまず号、思ったより揺れない。②水をもらいましたが、持ちにくかったです。

・大変良い訓練になりましたね。いい体験ができました。地震のすごさ感じました。転倒防止など考えないといけないと思います。

ありがとうございました。

・中学生が家の中の人を助ける訓練を素手でしていました。軍手を用意しておくべきだと思いました。

・大変良かったと思います。いつ起こるか分からない今日、色々なことが勉強になりました。今日の半日に得たものを無駄にし

ないようにしたと思い、活用できるよう心掛けたいと思います。お役の皆様本当にありがとうございました。

・色々な事がよくわかって、大変良かった。

・各地区の防災倉庫の設置場所が低い気がする。

・訓練開始時間がよくわからなかった(9時の無線を聞いてからの避難を9時に集合と勘違い、何人かいました)

・「会場案内図訓練実施細目」を事前に配布できなかったでしょうか？

・アンケートを記入する机かボードがあればうれしい。

・ヘリコプターからの放送は聞こえないことがわかりました。

・訓練は毎年あればいいと思います。(その都度気づくことがあるのでは・・）今後も定期的に訓練を実施して欲しい。できるだけ

多くの人に参加してもらう必要がある。年に一度は、この様な訓練が必要だと思われました。

・非常用のご飯は参考になりました。

・ポテトサラダがすごいと思った。

・防災倉庫の中に何が入っているか分かって良かった。



・良い経験でした。

・とても良い。

・大変役に立ちました。

・屋内で同報無線が聞き取れなかったので、戸別受信機を設置したい。・小学生、中学生の集合場所が決まっておらず、どこに集合し

たらいいのか分かりづらい。グランドに集まっても、どう行動したら良いか分からず困ってしまった。

・防災倉庫の点検(立会人の指導が必要)(中身の交換、修理費用は地区か町か）

・アイデア料理、おいしかったです。

・字別等の集合確認もう少しコーナーの流れをよくして待ち時間の少ないように。時間短縮をすると良いのでは？

・大変良かったと思います。

・より具体的な訓練を！

・地区ごとに一人暮らしの老人を誰が確認し補助をするのか。特に日中は一人になる家庭が多いのでは。

・より早く高台への提案を。

・今後もこのような訓練の継続を。

・記念品の先着順はおかしい。

・良いと思います。

・本当に起きた時の物資の経路などの伝達をしっかり確立して欲しい。

・責任者指示命令がきちんとしていないと住民側が迷うので、責任者の立場を明確にすると良いと思います。

・年に1回避難訓練の実施を要望

・一度このような訓練をしていただきたかったので、すごく今後に役立たせてもらいます。避難の仕方、経路も確認できたので良かった。

・子どもと避難の仕方が勉強できて良かったと思います。

・意識向上があって良いと思う。

河和南部学区所見等



・改めて確認するとよい。本当に地震などが起きた時には今日学んだことを活かしたい。

・毎年訓練を開催し、地域の防災意識を高めていくとよい。

・大変良かった。

・災害時高齢者支援講習と非常食の試食が役に立ちました。あと運動場での説明での声が聞こえづらかった。スピーカーで話をされ

ていても聞こえなかったです。

・避難場所に到着した後で、何もやらない時間が長いので、区毎に体験できるようにすると良いと思う。

・避難するときの道が低い所を通るので、学校まで来るのは大変難しいと思った。南部小学校は海抜？安全性はいいのかどうか不

安・屋外ｽﾋﾟｰｶｰは、窓を閉めてテレビがついていると「何か聞こえる？」程度。今日は訓練のため、窓を少し開けてTVを消してました。

・メールサービスは役に立ちます。

・大変良かったです。※古布地区の人は海抜の低い場所を通って河南小に避難することになる。※切山地区の人は集合が遅いと聞

いたので、アンケート用紙の各地区、数を決めた方が良かった。

・倒壊家屋等からの救助訓練が役立った。毎年やってください。

・体験ブースがもっとほしい。

・歩いての避難訓練。車椅子の使用あり、避難できたが、ケガ人いたら30分以内の避難は難しい。

・今日は参加して、改めて確認することができた。

・大変良い経験をした。

・大変参考になりました。

・この体験を活かし、今後の防災活動に役立てます。今後ともよろしくお願いします。

・地震も津波も他人事では済まされないことです。日頃から訓練することにより少しでも冷静に行動できたら、と思います。良い体験

をさせていただきました。

河和南部学区所見等



・思っていた以上に人がいて、少しでも意識を持ってくれる人が増えて欲しいと感じた。

・色々な展示があって役に立ったと思います。試食もアイデア料理でおいしかったです。

・災害伝言ダイヤルは良かったが自分の携帯ではなく練習用の電話があれば良かった。

・参加して良かったです。

・なまず体験は勉強になった。

・1年に1回今後もやっていくと良いです。・地域の結びつきの大切さを感じました。

・大変役に立ちました。

・練習ができて良かったと思います。

・良いことだと思います。

・町民全体での参加によって、町民自体の防災意識が高まって良かった。

・とても参考になりました。

・地域別にきちんと分けると良かった。

河和南部学区所見等





柿並

一色
若松

質問：居住地域は？

その他の地域

野間学区



質問：地域防災力の向上に役立つ訓練でしたか？

大変役に立つ

ある程度役に立つ

あまり役に立たない ほとんど役に立たない

野間学区



良く聞き取れた概ね聞き取れた

ほとんど聞き取れなかった

質問：同報無線について、どの程度聞き取れましたか？

あまり聞き取れなかった

野間学区



質問:高台まで何分で避難できましたか？

３０分以内 １５分以内

未計測
４５分以内

野間学区



質問：役に立つと思った訓練は？

耐震診断

樋門等閉鎖家具転倒防止災害伝言ﾀﾞｲﾔﾙ

避難訓練

安否確認
避難所開設

美浜町ﾒｰﾙｻｰﾋﾞｽ

野間学区



質問：優先してもらいたい防災事業は？

津波避難ﾀﾜｰ

避難場所・経路の表示

毛布、間仕切
り等の備蓄

簡易トイレの備蓄

非常食の備蓄

戸別受信機の全戸配布

海にいる人への
避難警報等

その他
避難路の確保

野間学区



ほとんど聞こえない

質問：戸別受信機の受信状況は？

よく聞こえる

聞こえるが雑音
や途切れあり

かろうじて聞こえる

野間学区



野間学区所見等

・本当に来た時、きちんと避難できるようにしたいと思いました。

・なまず号の震度7がかなり強かった。

・防災シェルターは、たくさん人が入れて津波を防げるので良いと思った。

・自衛隊の方の話が役に立った。

・津波を想定した訓練で海岸近くの小学校を訓練で避難させて訓練になるのか、よく分かりませんでした。

・皆で行うことはとても良いことと思います。少しずつ回数を増やしていくと良いかもしれません。

・前より知らされた訓練なので無線が流れる前より避難場所に到着している方もみえた。参加者がたくさんで良かったと思い

ます。

・心肺蘇生は周りの声の方が多く聞こえにくい。

・避難場所への道路示してほしい（国道か？せこ道か？）

・講話のスライドは小さく見えにくい。

・人命救助の説明時に、なまず号の音等で聞きづらかった。

・避難所での受け付けは、もう少し窓口を開いて回転良く。

・今日初めて震度7を体験しました。これほど揺れがひどいとは思いませんでした。これからは十分気を付けるようにします。

・警察のパトロール強化。ほとんどの家が空になる。「無事です」カードは「留守です」と言っているようなもの。

・講話が始まるまでの待ち時間が長すぎでした。

・ラジオの雑音が大変耳障りで案内の邪魔になる。（同報無線の戸別受信機のこと推察）

・体験車はとても怖かった。

・町民の協力がよくできました。



・避難先までの道路標示が不明。分かりやすくしてほしい。

・色々な細道を歩いて大変勉強になりました。参加して良かった。

・大変良い。

・訓練に参加して良かったです。

・今後も訓練に必ず参加したいと思います。

・避難経路が分かったし、所要時間も分かり、良かったと思います。

・お年寄りは大変だったと思います。実際に行った場合は、地域の皆さんの協力があると思うので、訓練したので、慌てずに

すむのでは、と思います。

・受付名簿の作成時は混雑していた。もっと並び方などを工夫する必要がある。

・常に防災意識を持つことが大事です。

・通行規制の要有り

・実際本番と違い、ゆとりを感じた。

・内扇地区の避難場所をハッキリさせてほしい。

・みなんさん、たくさん参加されていて防災意識が高まっていけば良いと思います。ただ、あまり危機感が無いのかなとも思い

ました。

・一度だけではなく今後も継続していくことが必要だと思います。

・受付の数が少ないのでは？

・遠すぎる、老人には。

・安価でフィルター（注 シェルターのことか？）を売って欲しい。

・優先する防災事業：障害者への対応・定期的に訓練することが大切だと思いました。

・訓練とはいえ、ヘルメット着用の一般町民はいなかった。

・大変参考になりました、ありがとうございました。

野間学区所見等



・参加して今後に（役）立つと思います。

・なまず号体験できて良かった

・なまず号の体験怖かったです。分かっていてもすごく揺れました。突然だともっとびっくり神経使います。カプセルにも入りました

が場所取るし高いので、区で買ってほしいです。

・なまず号体験、分かっていてもとても怖かったです。背の高い家具の固定見直しをしたいと思います。

・イザという時、本当にできるのか分からないが、これを活かしてやりたい。

・実際は今日のような気持では大変なことになる。体験を活かして、実際の時に役に立てば良いと思う。

・実際は今日のような気持ではできない。パニック状態になると思うが体験していたのを役に立てたい。

・野間駅からどうすると最も安全な場所へ行くのか、もう少し説明が欲しい。

・野間駅からの避難方法・11/17（日）、小学校で講演があるとのこと。講演の場所、時間が分からなかった。

・非常持出しの見本があってよく分かった。

・参加してみて分からなかったことも分かったので、また参加したいです。

・参考になりました。

・大変参考になりました。

・小さいものはまとめて入れてあったのが良かった（ボールペン、乾電池）

・最終避難場所での説明が足りない。

・自分の足で歩くことで、自宅近くの環境や道路の状況がよく分かった。

・校舎内の案内がよく分からず、ウロウロしてしまいました。

・大変良かったと思います。

・小学校へ来てからの避難路に迷った。

野間学区所見等



・地震、シェルターの体験ができた。

・待ち時間が長過ぎ。年配者には苦痛でした。

・訓練は無意味。

・自主防災設備の備蓄

・優先する防止事業：護岸工事が十分でない、まず津波を海岸線で防ぐことを第一に考えて欲しい（野間が一番遅れているような気

がする）

・相当の人数が集合している住民の意識は相当に盛り上がっている。したがって町当局はどのようにして、それを吸い上げ組織

化し、住民自身が自分がどのように動いたら良いか自覚させ、イザという時そのまま動けるようにすることが大切

・野間会場は集合は良かったが、あと間が空き過ぎ所在に困った。今何をすべきか集まった人々が相当能力的に動けるようにする

ことが大切

・受付にあまりにも時間がかかり過ぎる。間延びしてしまった。折角の緊張感が緩んでしまう。

・避難場所さらに大きい津波の場合、その地域の住民がどこに行くべきか決められていない。現在瑞境寺というのが多い。このよう

にしているとこの寺の境内が満員になって収拾がつかなくなってしまう。この件については区で決めるのではなく、学区、町の防災

などが協議して皆がすぐ行動するようにすべきであろう。

・シェルターに人気があって大変ありがたく思いました。アナウンスもあって良かった（注 出品者？）

・小学校への道路が不明

・優先する防災事業：地震の規模、電源をいくつか想定、襲来する津波を予測、結果を広くPR」。

・①第1次避難所の設定が非現実的。②避難コースに避けなければならない場所があるはずだがノーマーク（海沿い、川沿い、そ

の他）③待ち時間が長過ぎる。

・訓練の意識がもっと強いと良いと思います。

・今後も必要・なまず号体験は役に立つと思う。

・津波避難のためには、もっと高台の土地を訓練に設定して欲しかったです。

・継続して行い、住民に意識付けをすることが大切だと思う。

野間学区所見等





質問：居住地域は？

奥田北

奥田中

その他の地域

奥田南

奥田学区



質問：地域防災力の向上に役立つ訓練でしたか？

大変役に立つ
ある程度役に立つ

あまり役に立たない ほとんど役に立たない

奥田学区



良く聞き取れた

概ね聞き取れた

ほとんど聞き取れなかった

質問：同報無線について、どの程度聞き取れましたか？

あまり聞き取れなかった

奥田学区



質問:高台まで何分で避難できましたか？

３０分以内

１５分以内

未計測６０分以上

６０分以内

４５分以内

奥田学区



質問：役に立つと思った訓練は？

耐震診断

樋門等閉鎖家具転倒防止災害伝言ﾀﾞｲﾔﾙ

避難訓練

安否確認

避難所開設

美浜町ﾒｰﾙｻｰﾋﾞｽ

奥田学区



質問：優先してもらいたい防災事業は？

津波避難ﾀﾜｰ

避難場所・経路の表示

毛布、間仕切
り等の備蓄

簡易トイレの備蓄

避難路の確保

非常食の備蓄

戸別受信機の全戸配布

海にいる人への
避難警報等

優先事業なし
その他

奥田学区



質問：戸別受信機の受信状況は？

ほとんど聞こえない

よく聞こえる
聞こえるが雑音
や途切れあり

かろうじて聞こえる

奥田学区



奥田学区所見等

・実際に参加でき、避難の順路が分かって良かった。

・最終避難地(大学)までの避難時間の短縮が大事なのだと思います。
・大変良かったと思う。又これからのためにしたい。

・災害に対する備えを今以上にやらなければと感じた。

・訓練の重要性を認識できた。

・参考になった。

・色々な事が分かりました。来年の訓練も見学したいと思います。

・できるだけ上に逃げてもらうために、どこが日本福祉大学の中で一番高い所なのか示すことと、まだ上に逃げられる
場所のある場合は↑などの看板を常備(常設)してあるといいかと思いました。
・同報無線の声がはっきり聞こえなかった。

・防災意志が高まった。

・訓練は訓練という感じ。

・普段見たことのない救助を見せてもらえて勉強になりました。

・日福までの経路は実際には通れないのでは？と思うような道も含まれていると思います(実際は木が倒れてるので
は？とか、ｺﾝｸﾘが割れて通れないんじゃなか？と思われる道があったように感じる)
・常に非常時に備え、気持ちを引き締めていきたい。

・トイレ案内表示なし。

・おしゃべり会の感じだった。

・最新の器具類を使って訓練されたが、○○（←一文字読めない）に不慣れが苦になった。
・避難訓練で実際に歩いて避難してみて必要な時間が分かったので良かった。

・ヘリコプターや消防車など子供も楽しめることがあって良かった。

・初めての訓練でした。とても良い体験ができました。

・便所が欲しかった。

・訓練してあれば、順調にできていいと思う。



奥田学区所見等

・実際に地震があったとき、行動できるか？今日の訓練に出席して、役に立ちました。

・今回初めてのことで良かったです。

・村の人たちになかなか会うことができなくて、会ったことにより仲間、親睦、絆を感じることができ、参加させてい
ただき、ありがたく思っています。

・今日みたいな訓練を時々行ってもらいたい。地域事に。

・今後も継承を。

・大変良かったと思う。

・良かった。

・防災意識高揚のためにも、身近な防災訓練が大切だと思います。

・大変役立ちました。これからも続けてください。

・始めて見たのでびっくりしました。

・良かった。

・始まりからずっと見物していたが、やはり訓練ということで気が入っていなかった。もう少しスピーディにしてほし
い。

・屋根の上での人を助けるために消防車が30分もかかって、家が沈んでしまいます。もっと早く助けることにしてく
ださい。

・大変良かったです。

・初めて訓練に参加しました。今までは他人事のように考えてましたが・・・

・本格的な訓練で、きちんと避難してきた道の危険な場所などを忘れないようにしたいです。

・野間中心のハザードマップ訓練を要望。

・避難グッズなどで、うちが準備してないものがあったので分かって良かった。

・自分のためにもなったし、他の人も助けられるようにしたかったので良かった。

・初めての参加で、家からの訓練はやったことが無かったので、良い体験になりました。大学までが意外に遠く感
じました。

・家屋の75％が倒れる予想に驚いた。その状況の中で、まず家の外に脱出できるか不安になった。



・DIGを要望
・表面に①家の中から無事に脱出できるかが大きな課題です。

・DIGに参加しました。美浜住民全員が参加できると良いと思いました。
・実際に歩いて家の近くの高台へ行く訓練を数限りなく行うことが安全・安心につながると思います。

・訓練に参加できて良かった。

・大きな地震が来た時に、今日の経験が役立つと良いです。このような訓練を今後も町全体で行っていく必要がある。東北の震災を
風化させないように。

・今日の訓練で一人一人の意識が変わったと思います。ありがとうございました。とても為になる訓練でした。継続して欲しい。

・ちょっと間の抜けた感じがしました。とにかく安全を！

・子供たちの安全を最優先に。

・参加して良かった。またやってほしい。

・班ごとに避難所に集合しましたが、班の人を待っている間にどんどん時間が経ってしまい、早めの避難にならなかった。集合の仕方
や避難の仕方をもっと考えた方が良いのでは！！

・耐震診断、全戸無料になると良いと思います。

・大変役に立った。

・大変為になりました。

・とても良い経験になった。ご苦労様でした。

・始めて見たのでびっくりしました。良かった。

・①家の中から無事に脱出できるかが大きな課題です。②DIGに参加しました。美浜住民全員が参加できると良いと思いました。
・実際に歩いて家の近くの高台へ行く訓練を数限りなく行うことが安全・安心につながると思います。

・訓練に参加できて良かった。大きな地震が来た時に、今日の経験が役立つと良いです。このような訓練を今後も町全体で行ってい
く必要がある。東北の震災を風化させないように。

・今日の訓練で一人一人の意識が変わったと思います。ありがとうございました。とても為になる訓練でした。継続して欲しい。

・ちょっと間の抜けた感じがしました。とにかく安全を！

・子供たちの安全を最優先に。

・参加して良かった。またやってほしい。

班ごとに避難所に集合しましたが、班の人を待っている間にどんどん時間が経ってしまい、早めの避難にならなかった。集合の仕方
や避難の仕方をもっと考えた方が良いのでは！！

奥田学区所見等



耐震診断、全戸無料になると良いと思います。
大変役に立った。
大変為になりました。
とても良い経験になった。ご苦労様でした。
福祉大まで実際に歩いてみて、子供を連れていると思ったより大変だと実感できました。「家族で対策を考えなくては」と思いました。
年に一度くらい、このような訓練をしていただけると助かります。
家族の安否が確認できるようダイヤルをしっかり行い訓練したい。
子供たちの訓練は自宅にいるという想定でも訓練したい。
日頃見られない消防車や自衛隊、ヘリコプターも近くで見られてすごく楽しかった。
実際に起きてたらどんな訓練も記憶に残していて生き残れるよう頑張りたいです。
自衛隊や消防隊など普段見られない活動が見られて良かった。
小学校の引き取りは、姉妹兄弟とセットにしておいてほしい。時間かかり過ぎ。
大変参考になりました。
自衛隊のヘリコプターは迫力がありました。珍しい物が見えて良かった。
初なので良かった。
今回参加できて良かったです。とても勉強になりました。
短時間で指定避難所に来るのは困難。いろいろと勉強になりました。
みんなの協力も大切だと思いました。
避難所まで来たことは良いが、何をするのかもよく分からず、ただ立って周りを見ているだけ。予定表配られたようですが、どこで配ったか
も分からず、私たちは迷ってしまう。
現場での指導受付等、段取りがうまくできてない。
今日は天気も良く大変良かったです。
班ごとの集合（私たちは公民館でした）より、直接大学へ集合して点検の方が良いと思いました。遠い方は別として、近いので。
自治会に入っていないので回らん板も回って来ないのでどこへ集合したら良いのかも分からないし、ダラダラウォーキングして来た感じ。
参加して心の準備ができた。心の準備ができたが、本当だったらパニックになると思います。
消防車がすごかった。
隣保班の人をもっと知っておきたい。
この様な訓練に参加して大変良かった。よくできておりました。
避難路の整備お願いします。
初めてでしたけど参加して良かったと思います。
避難路がもっとはっきり表示されると良いと思います。
大変役に立ったと思います。定期的にやってほしい。
初めての町全体の訓練,今後もぜひ続けてください。とても役に立った。すごくリアルだった。良かったな～。大変参考になりました。
案内等の声の大きさ。お年の方は聞こえないかも。

奥田学区所見等





上野間

美浜緑苑

質問：居住地域は？

その他の地域

上野間学区



質問：地域防災力の向上に役立つ訓練でしたか？

大変役に立つある程度役に立つ

あまり役に立たない ほとんど役に立たない

上野間学区



良く聞き取れた
概ね聞き取れた

ほとんど聞き取れなかった

質問：同報無線について、どの程度聞き取れましたか？

あまり聞き取れなかった

上野間学区



質問:高台まで何分で避難できましたか？

３０分以内

１５分以内

未計測５５分以内

上野間学区



質問：役に立つと思った訓練は？

耐震診断

樋門等閉鎖
家具転倒防止

災害伝言ﾀﾞｲﾔﾙ

避難訓練

安否確認
避難所開設

美浜町ﾒｰﾙｻｰﾋﾞｽ

上野間学区



質問：優先してもらいたい防災事業は？

津波避難ﾀﾜｰ

避難場所・経路の表示

毛布、間仕切
り等の備蓄 簡易トイレの備蓄

非常食の備蓄

戸別受信機の全戸配布

海にいる人への
避難警報等

優先事業なし避難路の確保

その他

上野間学区



ほとんど聞こえない

質問：戸別受信機の受信状況は？

よく聞こえる
聞こえるが雑音
や途切れあり

かろうじて聞こえる

上野間学区



上野間学区所見等

・具体的にもっとやった方が良い。

・あまり役に立つとは言えない。

・子供たちも避難する意識がついて良かった。

・大変役にたちました。

・外のスピーカが聞こえないので、怖かった。さらに、ヘリのせいで全く聞こえず、外のスピ-カ音が聞こえるようにするにはどうした

らよいのか教えて欲しい。

・訓練はやってよかったと思う。

・緑苑から上小への避難だったので、実際の動きをしてほしかった。

・夜もやってほしい。

・ヘリの音で同報無線が聞こえなかった。警報音は聞こえた。

・第１避難所がどこなのかもう少しわかるようにして欲しい。

・また、やってほしい。

・本当に起こった時には、なかなかできないと思いますが、訓練を通じていざというときにはできるよう取り組んでいくことが大切

だと思いました。

・良かった

・勉強になりました。

・実際避難すると時間がかかることを改めて思いました。

・放送はもっと寒くなって扉が閉まっていると聞こえにくいかも。

・防災庫のポンプ点検も定期的に行うことにしてはどうか。

・ポンプも各地区に１機づつ設置することを希望

・無線が聞こえないので、室内ラジオを提供して欲しい。



上野間学区所見等

・良かったと思います。

・毎年でなくても良いが、２年に１度くらいに町全体で訓練があっても良いと思います。地域では半年に１度程度大がかりな訓練が

あっても良いと思います。

・地震がきたら怖いと思った。

・非常によかったので、毎年実施して欲しい。

・避難所になっている小学校の津波に対する高さが非常に心配です。津波避難タワーの建設を強く希望します。

・日頃気が付かない危険な箇所等があり、定期的に実施して防災意識を高めたいと思います。

・全体で行うことはとても良いことだと思う。

・今後災害における避難が可能かどうか不安な家族構成ですので、特に車イスの家族がいるための避難準備を考えたい気持ちで、

忘れずに避難方法を得ておくには、近所の方々の応援が得られるかどうか、役場の状況も確認できたらと思います。

・子供とともに通学路を歩いていて、もし、ここが通れなかったら子供はどうするのかなと不安に思いました。

・伝言ダイヤルが知れてよかったです。

・今回は１回目ということで要領がわからずに行っていたので、避難時間（緑苑～小学校）に時間を要していた感じがしました。時間

を計測して２回目、３回目はどのくらいで避難できるか測っていく方が良いと思いました。

・大規模な訓練は初めてだったので、良かったと思います。

・子供が学校から家に行く途中で地震が起きたらどうしたらいいか、逆に家から学校までの途中でしたら何をするかを考える必要が

あると思っています。その点からも訓練が必要と思います。よろしくお願いします。



上野間学区所見等

・大変良かった。

・初回ですがまとまりがあった。

・開催される毎に参加したい。日頃、常に心得て生活するつもり。

・美浜緑苑より来ましたが、実際の津波時、上野間小学校の高さはどうなのでしょうか。

・勉強になりました。

・よい勉強になりました。

・日赤の講習がとても参考になりました。

・避難訓練を経て、もしもの時いろいろ勉強になりました。

・１回行っておけば、次はもっと速やかにできると思いました。

・避難経路を行政者側において確立しておく必要があった。今日は訓練だから通学路ではよくない。

・死亡者はどのくらい出て、どこで起こるということがわかりました。

・美浜町にどのくらい断層があるということも分かりました。

・ボランティアに来てくれる人の数も分かり、家も何軒も潰れてしまうということも分かりました。

・実際に起きたときの気持ちでやれた。

・避難してからが大事だと思った。

・訓練なので緊張感がなかった。一般の人も避難袋を持って避難すべき。

・防災についてもう一度再確認する機会を得られ、意味のある訓練でした。

・美浜緑苑に住んでいますが、ここまで来るのに２４７号線の細い道が歩くのに危険と感じた。

・緑苑から上野間に行くことが大変時間がかかる。もう少し近いところにも避難場所があるといい。



・本当に地震があった時にどう動けばいいのかが分かりました。すごく丁寧に放送などを流してくれていた。自分のためになった。

・高い所から低い所へ行くのは問題あり。

普段から地震の怖さを伝えた方がいいと思う。

・本当に地震があった時にどう動けばいいのかが分かりました。すごく丁寧に放送などを流してくれていた。自分のためになった。

・高い所から低い所へ行くのは問題あり。

・体育館でのハンドマイクは聞き難い。

・毛布は寄付を募っても良いのでは。

・質問（アンケート）が変、他の事業とは、優先度が比較できない。

・保育園の窓ガラス、パーテーションの飛散防止処置を要望する。

・松尾神社が１次避難所として適切かどうか不安、心配。地震によってまわりの木が倒れそう。

・小学校周辺地下の穴の調査をして欲しい。地震で落ちる気がする。

・住民の訓練参加意識が低い。

・夜間、停電時を想定しての照明の確保、発電機等

・第１避難所でのリーダーのハンドマイクは必須（公民館への避難者２００名余り）

・役場への集中救助依頼等のＴＥＬ、メールが各学区、地区から同時にあった場合、回線パンクが発生するかどうか否か。今回の

訓練でも試したのか。携帯、局電も全て通話不能にならないか。過去の被災地どこでもあったこと。

上野間学区所見等


