
和歌山市一斉安全行動訓練について

□調査期間 令和元年１１月５日～令和元年１１月１５日

□調査の趣旨

□対象者数 781 人（令和元年１０月２１日現在）

□回答者数 626 人

□回答率 80.2 ％

（図および表中の比率は、少数点第２位を四捨五入して表示しています。したがって、内訳を合計しても１００％に合致しない場合があります。）

【職業】
内訳 人数 ％

会社員 196 31.3
自営業 48 7.7

農林水産業 8 1.3
パート・アルバイト 142 22.7

専業主婦（夫） 136 21.7
学生 5 0.8
無職 84 13.4

その他 7 1.1

合計 626 100.0

【年齢】
内訳 人数 ％

10歳代 1 0.2
20歳代 32 5.1
30歳代 155 24.8
40歳代 172 27.5
50歳代 120 19.2
60歳代 79 12.6
70歳代 56 8.9

80歳以上 11 1.8
合計 626 100.1

和歌山市一斉安全行動訓練について、皆様のご意見をお聞きします。
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【性別】
内訳 人数 ％

男性 242 38.7
女性 384 61.3
合計 626 100.0

【導入】

内訳 人数 ％
参加した 27 4.3

参加していない 599 95.7
合計 626 100.0

【問１－１】　問１で「参加した」と回答された方にお聞きします。訓練が行われることをどうやって知りましたか？（該当者27人）
内訳 人数 ％

回覧板 12 44.4
市報わかやま１１月号 9 33.3

その他 7 25.9
ホームページ 4 14.8

ラジオ 1 3.7
ツイッター 1 3.7

フェイスブック 1 3.7

会社にて周知があった。

学校のお知らせ

　１１月５日の「世界津波の日」にちなみ、全国一斉に防災無線から訓練用緊急地震速報の放送に合わせ、市民一人ひとりが自分の身を守ることを目的に、その時にいる場所で１分
間安全行動を行っていただくという訓練です。

職場

メール(防災わかやまから1日に配信されたもの)

【問１】　和歌山市一斉安全行動訓練に参加しましたか？

【問１－１－１】　「その他」と回答された方は、詳しくご記入ください。（該当者7人）
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内訳 人数 ％
家庭 10 37.0
職場 16 59.3
学校 0 0.0
屋外 1 3.7

その他 0 0.0
合計 27 100.0

内訳 人数 ％
訓練があることを知らなかった 353 58.9

仕事中だった 124 20.7
用事があった 93 15.5

その他 29 4.8
合計 599 99.9

【問１－３－１】　「その他」と回答された方は、詳しくご記入ください。（該当者29人）

【問１－３】　問１で「参加していない」と回答された方にお聞きします。訓練に参加されなかった理由は何ですか？（該当者599人）

【問１－２】　問１で「参加した」と回答された方にお聞きします。どこで訓練に参加しましたか？（該当者27人）

訓練のあった日に回覧が回って来た。

勤務地が他の市町村だから。

発熱で寝ていたので。

旅行中の為、和歌山市にいなかった。

出産したてだったので出れなかった。

県外にいた。（他1名）

和歌山市にいなかったから。また、いた場所でもその訓練のことはわからなかった。

興味ない。
訓練を忘れていました。当日10時テレビ・ラジオ等聞いていないく、地域の防災放送も聞こえなかったので、完全に忘れていました。

放送が鳴ることは知っていたが、それに合わせてシェイクアウトの行動を市民がとるということは知らなかったので、どこかの地域や市の職員、学校などが訓練しているだけだと思っ
ていた。自分は、防災グッズの確認や逃げる時の道の確認を個人的に行い、家族でもまず自分の命を守る事について話し合った。

特に何も無かったが、一庶民で専業主婦には、どこで何があるかなんて知るよしもないし、知ったところで一番忙しい時間帯に訓練とか言われてもちょっと無理！

過去に参加したことがあるので、毎年参加しなくても良いと思ったので参加しなかった。

市外でも訓練のコールはありましたが、診察中だったので訓練はしていません。

大企業で40年以上勤務し、在職中に自身の身を守る安全訓練行動は幾度となく経験しており、特に必要を感じなかったから。

知っていたけど忘れていた。

風邪で調子が悪い。

寝てた。

その時刻には病院の外来にいてた。誰一人行動には移していませんでした。

授乳中のため動けなかった。

訓練があることは知っていたが、具体的にどのようにするか覚えていなかった。

知らなかった。（他4名）
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内訳 人数 ％
参加したいと思う 363 58.0

参加したいとは思わない 62 9.9
どちらともいえない 201 32.1

合計 626 100.0

【問３】　和歌山市一斉安全行動訓練について、ご意見等ございましたらご記入ください。

もっとこの訓練を周知徹底してもらいたいです。
マスコミ報道も知らなかったし、近所の人からも全く情報もなく、周知不足である。周知方法を考慮して欲しい。
事前に案内などがあったのかも知りませんでした。
知らない人が多いと思うので、もっと告知して頂けたら幸いです。

情報が入ってこないのですが、何かに記載されているのでしょうか？
告知を徹底して欲しい。
子供達含め、広くアナウンスしてもらいたいです。

告知不足の気がする。

この訓練の前もっての説明はどこでされていたのかと感じた。アナウンスがなったらどう動くことを訓練するといった情報が伝わっていないので、流れているのを聞き取るだけになっ
てしまう。

もっと広く告知してほしいです。
周知不足

訓練があることをどこで告知していましたか？私も母も知りませんでした。
私の回りでも訓練そのものの存在を知らなかった者がかなり？おりました。広報・告知方法について、もう一工夫必要かと。
もっと告知と内容を広く知らしめて欲しい。
前もって周知してほしい。このアンケートで、今日訓練があったことを知った。

啓発をお願いします！

防災無線からの放送は聞こえましたが、訓練のことは全く知りませんでした。

子供達やお年寄り、ハンディキャップの人達の為にも、これからも周知活動の程、宜しくお願いします。
知らなかったので残念です。是非参加したいです。

周知されてましたか？朝突然なってドキッとしました。
参加も何も、どこで情報を得たら良いのか分かりません！町会費も払ってるのに全く存じませんでした！

実施されることをもっと知ることができるようにしてほしい。
全く知らなかったのはなぜだろう。
もっと周知に心掛けて頂ければ幸いです。

運転中だったから。

全く知らなかった。もっと告知をしてほしい。
訓練があることを知らせてくれなきゃ、わからないよ。
もっと訓練の認知度があげてほしい。 

【問２】　今回の訓練は大きな地震が起こった時、とっさに「身を守る行動をとるため」に実施しています。次回、同様の訓練を実施するのであれば参加したいと思いますか？

知らない人も多いと思います。
一斉訓練については、全く知らなかったです。

足が不自由
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自治会長にも関わらず、訓練について知らず、地震が来るのかと大変驚きました。どこにお知らせが書いてあったのか、確認したいと思います。
私の情報収集不足ではありますが、今回の訓練実地の前もっての周知不足では？防災無線も知りませんでした。

訓練の広報を強化して、皆に徹底して欲しい。

終わってからあることを知った。

有ることを知らなかった。連絡する方法を検討して欲しい。
この様な訓練を行うことを知らなかった。行政機関はどの様にしてこの様なことを市民に周知徹底しているのですか？

自治会の回覧板で訓練を知ったのが今朝だった。すでに要件の約束があり、外出しなければならなかった。

もっと、告知をしっかりしてほしい。 

まだ周知徹底されていないと思います。職場でも一斉にできればいいのですが。

実施案内の通知を受けたのが、当日の昼でした。放送があって知りました。

ただ前もって日時が分からないと参加が難しい。
市報かなにかで連絡あったですかね？去年は参加しました。
会社に周知徹底されていなかったのは、なぜ。
和歌山市内の学校、企業にどれだけ周知しましたか？形式的な周知になってませんか。
周知してください。

一斉活動、啓蒙の点で良いと思います。マスコミなど広報通じて広く知らしめるのが良いと思います。市外に出張したとき、朝、市内一斉清掃日で多くの市民が清掃活動なさっていま
した。

実施自体知らないので、市報わかやまや自治会の回覧に載せてほしいです。また、スーパーなど誰の目にも触れる場所に掲示してくれたら知る機会になります。

多くの人が知らないで終わっていると思います。まず周知を図るのが先でしょう。ネットを使ったＰＲが必要だと思いますが、使い方を検討するチームを作って、事前検討をとことんや
る必要があるでしょう。

大変良い活動だと思いますが、周知がまだまだだと思います。

是非事前PRを広範囲に展開して、継続して取組んで頂きたいと思います。

急な放送で、びっくりしました。
先日の10/26和歌山県の防災講演会に参加しました。しかし、今般の訓練の実施は知りませんでした。防災訓練は非常に重要であり、またいろんなコストもかかっています。たとえ
ば、和歌山市で3万人の人が参加していただけたとして、それはとてもよい結果かもしれませんが、すさみ町で2千人が参加する訓練より意味があるのでしょうか？相変わらず、一部
の世界で一部の人たちだけが盛り上がっている印象です。一般の方々を強制することはできませんが、もっと周到な準備と、徹底的な広報が必要だと思います。

防災行政無線を利用して、訓練実施の広報をしてほしい。
全く知らなかったのでいろいろ勉強しようと思います。
和歌山市から訓練があるということを周知されていましたか？回覧板にあったような？新聞の記事で読んだような？会社や学校、地区でみんなで訓練しよう！と働きかけがないと一
般市民は参加しないですよね。

全く知らなかったので驚きました。家の外にいたら良く聴こえたのですが、家の中だと何を言っているのか全く分かりません。今回に限らず放送した内容がすぐにどこかで確認出来る
様にしておいてもらいたいです。

訓練の実施について周知されていなかったと思う。
知らなかったので、もっと周知して欲しい。
全く知りませんでした。 
まだまだPR不足。派手に発信してほしい。

新聞等はよく読んでいるのですが、それがあったことを知りませんでした。周知不足でしょうか。

仕事と子育てに追われていて、外の情報を何も知りません。もっと広く情報を提供していただけたらと思います。

知らなかったです。

訓練があることについては、うちの家族の誰も知りませんでした。次回は参加したいです。

全然あるのを知りませんでした。近所でも参加したような話は全然聞きません。
告知が十分ではないのではと思いました。今回初めて知りました。
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緊急信号は聞こえたが、連絡してくれる音声が聞きとれなかった。

家にいた母は防災無線の放送があったと言っていましたが、市役所近くの職場にいた私は何も知らずに仕事をしていました。これって、あまり良いことではありませんよね？

訓練の情報はどこから発信されるのでしょうか？もっとたくさんの方が参加できるよう学校からのお便り、スーパー等の掲示板を 使って知らせてもらえれば嬉しいです。

放送が聞き取りにくいので、何を言っているのかわからない。

和歌山市民は県内でも自助の意識が薄いと思う。まず、今回の一斉訓練について市民誰もに周知されていなかった。学校でも今日訓練している所とそうでない所があったと聞いて
いる。市役所職員は全員したのか？一斉というなら、本当に市民全員が危機意識をもって取り組むくらいじゃないと、本当の大地震のときに自分の命は守らないと感じた。 シェイク
アウトの手順を呼びかけるような放送内容にすれば、みんな行動に起こしやすいし、出来ない人もいざという時何をすれば良いか聞いて知ることができるから、放送の文言を変えて
みてほしい。AEDのように音声で指示してくれると、人は行動しやすいと思うので。

スピーカーから聞こえていたが、聴き取り難かった。
防災無線が聞き取りにくいので改善してほしい。
室内だと防災無線からのメッセージが全く理解できない。何か音がしているだけです。

和歌山市駅ビル（オフィス棟）におりましたが、１１月５日１０時頃には訓練用緊急地震速報に防災無線が流れたのは全く気付かなかった。来春４月にキーノ和歌山が完成するが、館
内放送の音楽に紛れて防災無線が聞こえないようなことが無いよう、市も責任を持ってテスト・訓練を行うべきと思う。

浸透していない。放送聞こえづらいとの周りの意見です。
放送がなっているのは聞こえたが、その内容が聞こえにくく聞き取れなかった。何とかしてほしい。

町内放送で緊急用の音声を流していたように聞こえていたような気もするが、定かでない。町内放送がもっとはっきり聞こえるようにする手立てはないだろうか。
町内放送のアナウンスも流れましたが、何を言っているのかさっぱりわかりませんでした。もっとはっきりと聞き取れるように、放送設備をなんとかしてほしいです。今日のようにいい
お天気の日ならまだしも、雨風のある日だと、町内に伝わりにくいと思います。

一斉訓練と言いながら、防災無線からの訓練用緊急地震速報の放送が聞こえないような建物の中にいれば、参加は難しい。通常、たいていはそのような建物の中にいる。

回覧板に書いてあったけど、まわってきたのは過ぎてからだった。伝言で聞いたが、どんなものかは詳しく聞かなかった。電子ポスターとかに載せれば、若い人とかは、みんな見るの
では？

あまり周知されていない。平日ということもあり、子供達は学校で避難訓練を行っていた。そこに自治会も連動して学校に集めるなどしてくれたら、参加しやすいと思った。
昨年も実施後に訓練の事を知った。防災無線が聞こえなければ意味がないし、アプリ等でも通知があればいいと思う。

まず、当日の何時にどこでやっていたのかすら知らないが、職場や家で各自でやるだけで終わりという訓練ですか？家にいる人も含めて、公園などに集まる必要があるなら、周知す
る必要があるだろう。避難訓練は幼稚園や小学校の時に実施していましたし、幼稚園児や小学生の時に教えておけばわかることなのだから、いい年をした大人がわざわざやる必要
はない（そんなことしているのは時間の無駄なので、もっと重要な仕事に取り組んだり、他の活動をして頂きたい。）と思うが、気分転換や注意喚起などを目的にしているのであれ
ば、実施しても良い。どうしても実施するなら、幼稚園や小学校以外では、不特定多数が利用する公共施設や商業施設・一定規模以上の会社・入院患者がいる病院・介護施設・重
度障害者らがいる施設などで実施した方が良い。

周知手段が何であったのか記憶していないのですが、周知方法を提示していただいて、それに対する問いかけがあっても良かったのではないですか。
出来るだけ市報はくまなく見ているつもりでしたが、見落としていました。自治体の回覧板にも案内ありましたでしょうか？特に一人暮らしの高齢者の方には参加して欲しいと思いま
す。

訓練のことは事前に知っていたが、防災無線で放送が流れていたのか？近所が工事中で聞こえなかった。防災無線以外の方法でも知らせてほしい。（例えば防災わかやまメール
配信サービスなど）

防災無線とはどのようにしたら聴けるのか分かりません。自分でチャンネルを合わせるのですか？ まず知識がありません。

そういった活動をされている事自体知らなかった。できれば地元密着型の無料雑誌などにも情報を掲載して欲しい。
もっと事前に県民に周知して、一人でも多く参加したほうがいい。

訓練があることを全く知りませんでした。スマホのアラームが鳴るのかと思ってましたが、それもなく一日が過ぎました。防災無線もいつ放送されたかも分かりません でした。

海の傍に住んでいるので津波には日ごろから恐怖を覚えています。避難所への避難には参加したことは何度かありましたが、今回は知りませんでした。家具は固定していていざと
言う時にはテーブルの下へ入ろうとは思っていますが。

よいことだとは思うけど、知らなかったな。家のあたりだと小学校の防災無線もよく聞き取れないから。
知っていれば絶対参加したかったです。時々起こる小さな地震でも甘く見ず、自分や家族の為にも落ち着いて迅速に対応できるよにいなければいけないと思います。このような機会
にみんなに認知してもらい定期的にあればいいと思います。
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訓練は繰り返し行うことが必要です。何度でもしつこいくらいでちょうどいい。

仕事中で参加は出来ませんでしたが、訓練の放送を聞き、こんなときはこうしようと頭の中でシュミレーションしただけですが、もし全員が意識したならばとても意義のあったことだと
思います。お疲れ様でした。

災害に備えて訓練しておくのは、大事なことだと思います。
体感したことがあれば、いざという時体が無意識に動いていいと思うから。

土曜日など参加しやすい日程ならどうでしょうか？
訓練の時間を少し後にずらしてほしい。10時以降とか、実際震災はいつ起こるかわかりません。時間の云々は言ってられないのは承知しています。少しでも参加人数が増える事を
考えるとそう思いました。

事前に知っていたので参加したが、私の家では他の地区からの防災無線の音が同じぐらいの音の大きさの時間差でエコーの様に聞こえるため、いつもの事ですが内容はほとんど
分からないです。

平日の日中は大阪で仕事をしているため、土日にも訓練を実施していただけると、助かります。
もっと回数を増やしてもよいと思います。
平日は無理なので休みの日なら参加したいです。
平日で参加できなかったのが残念です。

よくやっていると思います。
気持ちが引き締まってよい。

毎月しても良いと思う。
仕事をしているため、平日は参加できない。

事前にやっておくほうが、実際に起これば役に立つと思います。

より多くの方に参加いただけるよう、平日に加えて、土休日の実施もご検討いただけると幸いです。

これだけ天災が多いと日頃からの訓練が物を言うと感じます。

土日とかにもやってほしい。

いつ地震が起きてもおかしくない時代。今後も定期的に防災訓練を希望します。
安全行動は繰り返しにより習得されます。従って、こう言う訓練は重要だと思います。

定期的に訓練の場を設けて頂くと、とっさの時に行動出来るのでありがたいです。

出来たら、日曜日にも実施してほしい。家族がそろっていれば、家族で話し合いながら防災訓練もすることができそうです。

私は参加いたしませんが、こういうことは継続して実施することが重要かと思いますので続けてください。

そもそも防災無線（防災和歌山市の放送）が音割れしていて何を言っているのか聞こえません。机の下で頭を守ることなら、普段の地震などでも行っています。

一斉安全行動訓練は、意識を高める意味でもいいことだと思う。自治会の回覧板とか防災無線で連絡があったのだろうか。 防災無線はいつも聞き取りにくいです。

訓練について、できるだけ多くの人が参加できるような日時の設定や事前の周知徹底が重要と思います。
みんなで訓練できるとありがたいので午後にも実施してほしい。

勤務中に防災無線から何か聞こえたが、何を言っているのか内容までは聞き取れなかった。

防災の意識向上には良いと思います。

一年に二回くらいしてほしい。

平日は仕事なので、休日に実施頂けるとありがたいです。

朝の開始時間が早すぎて参加できない。

全く避難場所がどこに指定されているのか分からなくて、安全な避難を知らせて欲しいです。放送の音を聞きやすいようにして欲しい。場所によって聞き取りにくい。

近くに防災無線があるのになかなか聞こえない。防災ラジオなども高くて手が出ません。私らが暮らす地域は目の前が海、坂が多く高齢者が多いです。高齢者は携帯もありません。
まず、情報がないと訓練しても難しいです。夜だったら真っ暗ですし。防災ラジオの配布や助成なども検討して欲しいです。地震が起きてから行動までが揺れで出来ないことも想定さ
れます。

防災無線は聞き取りにくいので、携帯等身近なものでも訓練できればいいなと思います。

各地域で定期的に開催してくれるとありがたいです。
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あまり意味が無いと思います。

企業にも参加努力してもらえる活動にしたいですね。
学校や職場できっちりと訓練してくれると嬉しいです。私の職場ではありませんでした。子供の学校では放送があっただけでした。

メールで知らせる方法があったらいいねと思うが。

防災訓練を時々TVで見るが、訓練が果たしてどれだけ効果があるか疑問です。

まず、学校、幼稚園、企業などで参加してもらうところを増やしたら、一般の人にも浸透していくと思います。
子供達(学校)に頻繁、徹底して訓練に参加してほしい！

地震の訓練は確かに携帯に地震のアラームが鳴ったが、誰一人上記行動はとっていなかった。 それより定期的に自治体ごとの避難訓練をしたほうが重要だと思っています。10年
ほど前に１回しただけですが避難訓練は毎年定期的にして確実に多くの人が避難についての行動ができるようにすることが重要だと思います。そして和歌山市は率先して各自治体
に義務化するほどでなくてはいけないのではないでしょうか？

あまり実用的でないように思います。

昔は机の下に避難するという意識しかなかったけれど、今は家ごと潰れたりしているニュースもよく見るので、果たして家の中は安全だろうかと疑問に思います。

和歌山市から企業レベルで指導して下さい。普通にしていても誰も参加しません。会社の業務内で参加できる体制を考えて下さい。

シミュレーションはしているが、震災時は何が起こるかわからないので、不安要素が一杯。報道等で震災時のさまざまな知識情報を知見するがいまのところ目新しい対応策は無い。

一斉安全行動訓練の効果を市は数値的に把握出来ましたか。公表と共に次回に生かす問題点を明らかにして下さい。価値ある訓練の為には重要だと考えます。

特に会社として参加している感じがなかったです。
地域によっては訓練場所まで歩いていくにはとても遠く、私の住む自治会では交流も無いため行くことに躊躇いがあります。 出来たらコミュニティセンターなど交通の便で楽に参加出
来る方法を考えて頂きたいです。

今回、訓練用緊急地震速報が我が家にも聞こえたので、次回から参加したいと思います。

大勢集まった所で用事をしているときに放送が流れたのですが、誰一人この行動をしている人はいませんでした。どこかで他人事に思ってしまっているんだと思いました。一番上の
図を回覧板に貼って、毎月一度は目を通していると、周知されると思います。

学校ではされていると思いますが、企業でも参加を義務化してもよいのではないでしょうか。 

一緒にいた紀の川市の人のところには、訓練があることを事前に知らせるメールと、訓練の時間ぴったりにメールが届いていた。防災行政無線が聞こえないところにいたので、メー
ルが届くとわかりやすいと思った。

地道な訓練を継続実施していくことにより、何時までも災害のことを忘れないようにすることが大切だと思います。

訓練参加するにも、時期、広報などの活動をお願い。又、地域の自冶会などの訓練、学校単位など訓練、避難場所など。マイクは音量が高くはじめは驚きます。

1分間の安全行動で、意味があるのか疑問です。
私の近所では、盛り上がっておらず、残念に思っています。
地域住民に密着している自治会への御指導はどうなっているのでしょうか？市内におきましても地域によって状況は大きく異なると思います。地域に密着した安全行動をご指導いた
だくことを希望します。

参加したいけど仕事なので無理かなと思う。

エリアメールみたいにマナーにしてても鳴るんやったら、放送でもあるんやったら何かしらの行動をとったかもしれない。

日ごろからの訓練は大切だと思います。

市だけではなく、県全体の訓練の重要性を感じる。
南海トラフ地震の可能性が高く、訓練を行うことで、防災意識を高めることにもつながると思います。訓練には、地域とのつながりを確認したり、結びつける事にもつながると思いま
す。訓練の日など、詳細を幅広く告知して欲しいと思います。働いている方にも、訓練できるように、企業なども参加できるよう、呼びかけて欲しいです。

あのサイレンの音に慣れるだけでも意味があると思う。学校でそれを使った訓練をしてもらったみたいで、子ども達にはよかったし、学校でしてもらえるのはありがたいです。

良い試みで、参加機会あればぜひ次回は参加したいです。今回は所用で大変残念に思いました。

私は職場で訓練をしたが、事業所によってはそういう訓練が行えていないところもあると思う。そんな市民にも訓練が行きわたるようにしてほしい。
会社では別日に避難訓練が予定されており、今回も参加しませんでした。各企業への参加も呼び掛けているのでしょうか。

訓練に参加して、日頃より地震等の対応の仕方をシミレーションする事が 大事だと思う。

企業・大学を含む学校と連携して、包括的な訓練を行うべきだと思います。
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お忙しい中、和歌山市一斉安全行動訓練についてのアンケート調査にご協力いただき誠にありがとうございました。
皆様からいただきました貴重なご意見を参考に、多くの方に参加していただけるよう取り組んでまいりたいと思います。
今後とも皆様方のご協力をよろしくお願いいたします。

高齢者や障害者など要支援者の把握をして少しでも助け合える訓練につながると良いと思います。

この行動訓練については、漠然と会社や学校など団体単位でするものであり、その場で個人個人がする訓練とは思っていなかった。次回は内容をよく理解して参加したいと考えて
います。

いつ地震が来るか不安なので参加したい。

地域の町内放送マイクなどを使って一斉に行うようにする方法もあるのでは。
仕事中なら難しいです。職場での避難訓練は定期的に実施しています。

もし地震があればと考え、どこへと考えています。
そんなに大事なものだと思っていなかったので、ネットでの拡散も必要かと思う。

安全じゃない方角に逃げるので、いつも参加しません。
現在では、日本中至る所で災害被害にあっていますが、和歌山はまだ恵まれている方だと思います。反対に危機感が無いから、訓練参加も同様に、おきないと身の入れ方に半減し
ているかと思います。

面倒だから。
地震体験、消火器などの使い方訓練など全員が体験出来るようにお願いします。

大地震だけではなく、北朝鮮のミサイルについての防災訓練も行なうべきだと思います。
冊子等があればより詳しく知れていいと思った。
参加したいと答えましたが、現実には潜り込む場所が有りません。食卓の足は一本折れていて添え木をして少し壁にもたれた感じで使用しています。咄嗟の行動としてはできるだけ
スペースのある真ん中で頭から何か被り、身をちじめることでしょうか。座敷テーブルの下のほうがいいかな。潜り込めればですが。

最近はいろんな自然災害があるので、避難パターンも様々になり、訓練も案外難しいなと感じます。

県市含め、高齢者比率の割合が増加している中、私も含め高齢者たちへの災害発生時に身を守る為の意識改善に対する方策などもご検討していただきたい。

確かに一斉訓練も必要だとは思うが、実際に何かが起きた時には個々がどう動くかで、日頃から家族たちとかでどこに移動するとか、どんな行動取るとか話しあっておいたら良いこ
とだと思う。子供たち以外は団体行動などは反って危険。

職場近くのスピーカーから放送がしっかりと聞こえました。慌てずに対処できました。
自助、共助、公助の考えが大事。訓練はとても大事だが、いざというとき訓練通り出来るかどうか心配。その時、どこにいるかにもよるし、冷静に動けるかどうかによると思う。ただ、
訓練で防災知識を知っているのとそうでないのとでは、確かに大きな違いや心構えが生じると思われる。なるべく次回は参加するよう考えたい。

災害は突然やってくるので訓練は必要だと思いますが、仕事でなかなか参加出来ないので、仕事場の訓練に参加していざというときに備えます。
こういった訓練は必要だと思いますが、いざとなった時にこういったことが出来るかは定かではないと思います。実際に起きたことを想定して、まずは慌てず冷静な判断を心掛けるこ
とが大事だと思います。

私は４５年この地で住んでいますが、避難場所を知りません。

訓練は大切だが規模が大きいのではと思う。各自治会で近隣住民の顔の見れる訓練が必要なのではと思う。そうすれば近隣の住民の事も知ることができ避難の時に役立つのでは
と思います。それだと出てみたいと思います。

機会があれば参加します。

学校や会社が行っていたとしても、やはり避難するときは家族一緒にしたいので、それが役立つのかどうか。
知らないのは自己責任。
大人が参加する訓練は大切だと思うので増やして欲しいです。

天災は常に想定外を予想しています。なので訓練しても意味がないと自分は考えています。状況を判断し冷静に行動することが大事だと思います。
必要なことだと思うがなかなか参加できそうにない。

カレンダーに書いていても忘れがちなので、シールなどがあれば目立つしいいと思いました。

子供達は学校で訓練に参加したようです。日々の生活に追われて中々情報にアンテナを張れていないのですが、次回は参加したいです。
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