
和歌山市一斉安全行動訓練について

□調査期間 平成３０年１１月１日～平成３０年１１月１６日

□調査の趣旨

□対象者数 691 人（平成３０年１１月１日現在）

□回答者数 551 人

□回答率 79.7 ％

（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 173 31.4
自営業 43 7.8

農林水産業 5 0.9
パート・アルバイト 111 20.1

専業主婦（夫） 132 24.0
学生 4 0.7
無職 77 14.0

その他 6 1.1
合計 551 100.0

【年齢】
内訳 人数 ％

10歳代 2 0.4
20歳代 28 5.1
30歳代 140 25.4
40歳代 149 27.0
50歳代 109 19.8
60歳代 65 11.8
70歳代 48 8.7

80歳以上 10 1.8
合計 551 100.0

１１月１日１０時頃に実施した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 221 40.1
女性 330 59.9
合計 551 100.0

【導入】

【問１】　和歌山市一斉安全行動訓練に参加しましたか？
内訳 人数 ％

参加した 22 4.0
参加していない 529 96.0

合計 551 100.0

【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22人）

内訳 人数 ％
市報わかやま１０月号 12 54.5
回覧板 11 50.0
和歌山市防災情報メール 5 22.7
ホームページ 4 18.2
その他 2 9.1
フェイスブック 1 4.5
テレビ 0 0.0
ラジオ 0 0.0
ツイッター 0 0.0

職場
会社

　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。和歌山市一斉安全行動訓練の詳細については、アンケート回答後のお礼メールよりご確認いただけます。

【問１－２】　「その他」と回答された方は、詳しくご記入ください。（該当者2人）
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内訳 人数 ％
家庭 11 50.0
職場 9 40.9
学校 0 0.0
屋外 2 9.1

その他 0 0.0
合計 22 100.0

【問１－５】　問１で「参加していない」と回答された方にお聞きします。訓練が行われることを知っていましたか？　（該当者529人）
内訳 人数 ％

知らなかった 454 85.8
知っていた 71 13.4

未回答 4 0.8
合計 529 100.0

【問１－６】　問１－５で「知っていた」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71人）
内訳 人数 ％
窓口対応中のため 2 2.8
電話対応中のため 7 9.9

電車や車で移動中のため 14 19.7
その他 47 66.2
未回答 1 1.4

合計 71 100.0

県外で仕事だったため。　他2名

和歌山市外で勤務しており、そちらで参加したため。
県外に居たため。

放送がよく聞こえず、こういう身を守る訓練であるという内容がわからなかったから。また、周囲にいた人も行っていなかったから。

【問１－７】　「その他」と回答された方は、詳しくご記入ください。　（該当者47人）

【問１－３】　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22人）

職場で何の通達もなく、業務中に一人で訓練を始めたら処罰されるから。

忘れていた。　他3名

勤務時間中であり、職場全体が参加しなかった為。

仕事が忙しかった。

その日、流された有線放送で知りました。

勤務中だったため。　他6名
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買い物中で、店内の放送などはなく、誰も行動していなかったので。
外出中だった為。
外出先に居て、訓練の出来ない状況であった。
用事があって手が離せなかった。

放送が聞こえなかった。

外出中で、無線も聞こえず、わからなかったため。
防災行政無線がなく放送が聞こえない。

自宅でPCの前で作業
急な来客があった。
是非参加したかったのですが急用ができ参加出来ませんでした。次回は是非参加したいと思います。
畑仕事のため。

不在

何となく意識はしているも行動までに至らず。１１月１１日（日曜日）自治会主催の津波避難訓練には参加を予定しています。
体調が悪くて寝ていた。
体調が悪く動けなかった。

防災無線が一斉に入ることは知っていたが行動訓練までは知らなかったし、朝のバタバタ時間帯の中、行動訓練参加までは無理です。
家事中
小さい子供がいて行けなかった。

信号の配信に気づきませんでした。

本日とのことだが何時からか分からない。 これから流れるのかな？ 流れるなら参加してみたいと思う。 
参加方法がわからなかった。

習い事に行くため、自転車での移動中でした。

大学の授業中だったから。
来客予定があったため。
11月11日に避難訓練します。
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訓練があることをどこで周知していましたか？新聞やテレビ、ラジオなどでお知らせしていましたか？一斉に訓練するなら、学校や企業、スーパーなどとも協力して訓練しないと意味
が無いのではないですか？

一斉安全行動訓練も、5日が世界津波の日というのも知りませんでした。告知不足では？
もっと周知した方がいいと思います。

もっと大々的に会社にも周知、実施させたらいいと思う。
事前周知をもっと徹底するべき。また要支援者などを含めたものを企画しないと、災害時の被害が増えると思う。

新聞で「世界津波の日」は知っていたが、今日、この訓練があったことをこのアンケートで初めて知りました。テレビや新聞などで広報されていなかったように思います。次回は参加
するようにしたい。
次回は必ず参加したいと思いますが、周知が充分でないと思います。

もっとみんなに知れ渡るよう宣伝を強化して欲しいです。

できれば休日に、もっと広く宣伝をして行ってほしい。
全く知らなかったので、もっと周知してほしい。

広報詳細を見逃していたのか知らなかった。自治会単位で訓練をするべきで、今回の様な各家庭で行うにしても自治会での広報連絡をもっとするべきではと思います。（自治会役員
の広報不足か）
新聞折込チラシ等も活用して、もっと広く周知していただければ、効果も相応に見込めるものと思料します。
世界津波の日の大会は参加致しましたが、その後はまったく広報もなく良く解りません。和歌山市は、市民に対して広報はしていますか？

ラジオや新聞で知らせてほしい。

11月5日の津波の日についての認識はあるが、訓練については全く知らなかった。市民への事前の認知方法に問題があると感じます。

もっと周知してくれないと意味がありません。
周知強化下さい。
広報・周知不足

もっと周知してほしい。また子供も楽しめるようなイベントのような催しにするともっと参加率があがると思う。

南海トラフ大地震問題が深刻化してるなか全く情報が入らないのは怖いです。回覧板や地元の自治会でのアナウンス等で事前に知らせて欲しいです。
訓練がある事をもっと皆んながわかるようにしてほしいですね。

宣伝が少ない。

どんどんと実施してみんなに周知していくのが良いかと思う。
各企業・観光施設などでも行えるよう、周知させてほしいです。

テレビやラジオでの告知がもっと必要と思う。

こういったイベントを実施するのは大いに結構、するからには全市民に周知徹底すべきだと思う。特に生命にかかわるイベントであればなおさらである。

知らない人が居なくなるように、広報の強化をされたい。
せっかく実施するのであれば、もっと周知する必要がある。参加者が少なければ”一斉”にはならない。
周知徹底不足
自治会にも入ってなく回覧板が回ってこず情報がわからない人もいるはずです。そんな人達にもわかるようにしてほしい。

回覧に載っていたと思いますが、実施日は防災放送が聞こえませんでしたね。日頃の警報が出すぎですかね。確認出来る電話番号のPR 不足。

全く知りませんでした。買い物中でしたが、防災無線も全く聞こえませんでした。どこで告知してたんですか？知らずに聞いてたら恐ろしかったと思います。周知徹底をお願いしたい
です。

告知の周知に心掛けて欲しい。

機会捕まえ、市民に広報をお願いします。

もう少し大々的に宣伝していただきたいです。

もっと広報活動を行うべきだと思います。

【問２】　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。
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家にいたら急に緊急地震速報の音が外から聞こえたのでびっくりしました。訓練があることを知らなかったのでテレビをつけて速報を待ってしまいました。訓練があることをもっとしっ
かりと周知させてから行って欲しいです。

知らなかったです。知っていたら参加したかった。また機会があれば参加します！ 

緊急地震速報のような音だけが外から聞こえたので、地震がくるんだと思い非常に怖かったです。携帯やテレビを確認しても、何も放送していないので訓練なのかもしれないと気づ
きました。地域にはどのようにお知らせが回っていたのか気になりました。
知りませんでした。市役所に貼ってるのを見ましたが読みませんでした。

いつ、どこで実施されるのかがわからない。当日、たくさんの人があるいているのをみて、気づく。学校、職場等でお便りを配り、知らせるようにするとたくさんの人が参加できるように
なると思います。

すみません知りませんでした。どこで知ればいいのかわかれば参加もしたいとおもいます。
知らない人しか多いです。
参加している人が少ないと思う。あまり認知されていないのでは。

広報紙、地域のニュース等、かなり注意をしているつもりだったが、今回の訓練は知らなかった。ただ、NHKの和歌山版で防災訓練の模様及び注意喚起しているので少しの知識は
入ってるかなと思う。しかしながら実際に体験するのと知識だけではかなりの開きがあると思う。
防災無線がなった際にメールが来て初めて訓練を知りました。周知はされていたのでしょうか？前日にでもメールがあればよかったと思いました。
もっと、訓練の実施のお知らせが欲しい。

訓練が行われることの情報をわかりやすく してもらえたら良いと思う。

一斉安全行動訓練というのであれば、市民に訓練があることを周知させる事が必要。
もっと、アナウンスすべき。 

和歌山市一斉安全行動訓練については、市報やリビングなども読んでいるつもりですが、全く知りませんでした。家族や友人の間でも、一切その話は出てきませんでした。県外の緊
急速報の訓練エリアメールは届きましたが、その時も訓練の内容については書かれていなかったと思いますし、和歌山市の訓練のエリアメールも来なかったように思います。和歌山
市の多くの人々に訓練に参加してもらうためには、エリアメールにその旨を記載して流したらよいのではと思いました。
もう少し大々的に宣伝や報道して欲しかったです。知っていたら参加を考えてたと思う。

一般市民に対する周知が足らないように思います。

日頃より防災意識を高めるためにも、よい活動だと思います。そのことが周知されていない事が、課題かと思います。家族が揃いやすい休日に設定した方が、家族間でも、地震の時
の避難場所や連絡方法なども話し合えると思います。事前のインフォメーションを行い、企業、自治体にも呼びかけて、和歌山市民総出で、取り組む事に意味があるのではと思いま
す。その場で安全な場所に避難するだけの取り組みより、救急班や炊き出し班などの訓練、自宅まで歩いて帰る訓練など、広範囲に一斉訓練を行い、全市民が取り組んでこそ、意
味のあるものになると思います。

広報はいつどのようにしたのですか？ 
良い啓発になるのでもっと広報すべきである。
PR不足？私は知らなかった。
訓練があることを広めて、防災意識を高めないといけないと思います。

津波に対する防災訓練は大変いいことだと思うが、広報はどうなってるのかな？当方も含め、知人からもそのような話は全く聴かなかった。

どこでお知らせしてたかすらも分からない。リビング和歌山とか見てた筈なんですが、どこかにお知らせとか載っていたのでしょうか。意識していないと、やはり全く認識できないもの
なのですね。
私が知らなかっただけかもしれませんが、もっと市民に周知させて、職場は学校などでも同じ時間に安全行動訓練をすればいいと思います！

せっかくの良い試みなのに周知できていないと意味がない。

宣伝が足らない。

全く知らなかったので、町のあちこちにポスターを貼っててほしかった。
気が付かなかった。

橋本市役所にて会議中で不参加でした。訓練の事は周囲の人もあまり知らないと思います。もう少し周知出来るよう広報を考えて頂けたらと 思います。
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全く知らなかったので次回から意識したいと思います。

とてもわかりやすい看板ですね。せっかくの機会ですのに、一切安全行動訓練を知りませんでした。子供などは学校で、訓練するなどしてはどうでしょうか。その事について家で会話
することで、また一人一人の心に残るのではないでしょうか。

訓練が行われることは全く知らなかったし、行われていたことも知らなかった。家にずっといる人なら放送等で気付くのかも知れないが、外出していたので余計に気付かなかったのか
もしれません。訓練があることを回覧板等でお知らせしたり、近所の人で声掛け合えるぐらい意識を高く持たないと、実際の災害時には役立てないのかなと思いました。
和歌山市一斉安全行動訓練の認識は薄かったように感じました。
全く知りませんでした。
知っていれば家族で訓練した。
いつ、どこで行われるのか全く知りませんでした。「一斉安全行動」を知らないのは、和歌山市民としていいのでしょうか？
家族も友人も聞いたのですが全く知らなかったです。

回覧版などで連絡があったのでしょうか。知りませんでした。中学校の隣なので、訓練の放送は聞こえました。しかし、実際になにをしたらいいのかわからなかったです。

市報や市議会だよりを欠かさず読んでいても、一斉安全行動訓練について知りませんでした。このようなことに経費などのお金がかかっていること、一斉安全行動は住民の命に関
わること、などを考慮しても、今のやり方はおかしい。本当に住民・市民のことを考えていないことは言うまでもない。来年度からはやり方を変えましょう。

防災無線設備のすぐ下に住んでいて放送は聞きましたが”何をするのかな”　と思っているうちに終わりの放送がありました。これからは参加します。このことは市報にでも出ていた
のでしょうか？以後気をつけます。

自分はSNSで知ったが、それ以外には情報をあまりみかけなかった。もっと他にも告知を増やすべきと思う。特に高齢者向けに。子供や仕事をしている人は避難訓練を定期的にす
るので、 高齢者こそ、避難の訓練をしておいてもらいたい。

全く知りませんでした。

あったことを知らなかったので、知っていたら参加したかもしれないです。

知っていたら参加したかったです。
良いことだと思うが、知らなかったので参加出来なかった。
まったく知らなかった。

そんなことが行われるのは、全く知りませんでした。どういう場で知らせてくれていたのでしょうか。
訓練は知りませんでしたが、常に災害時の安全方法等自覚しています。

訓練は非常に良いことと思うが訓練のあること事態を知らなかった人が多かったのでは？

全く知らなかったです。いざという時の為に日頃の訓練はとっても良い機会だと思います。

勤務中でしたが、何かアナウンスは聞こえてました。ただ、職場を含め、店内にいらっしゃったお客様もご存じの方はいらっしゃらないように見受けます。私は広報や新聞はよく見る
方だと思いますが、今回の事は知りません。
知っていたら、参加していたと思います。

放送が聞き取りづらく、サイレン音しか分からないので、逆に何が起こったのかと焦ることがあります。

人命に関わる様な緊急非常事態が起こりそうな場合、防災無線よりも戦時中の空襲警報の様に該当地域に一斉にサイレンを吹鳴するのが最も有効だと思います。防災無線は少し
距離が有ると２～３方向から聞こえ反響反射により明瞭度が劣り効果が無いのでは？
防災無線の強化。どこに居てもわかりやすく聞き取りやすくしてもらいたいことと、行動訓練は防災に対して各自が心がけていればいいのかなと思います。

まったく気付かなかった。音声が小さいのでは？
訓練の一環として大事な事と思います。全く知らなかったので、防災無線が本当の災害時には機能するのでしょうか？

防災無線鳴っているのは、わかるのですが何を話しているのかわかりません。どこでも聞こえるようにお願いしたいです。
防災行政無線が輻輳して聞き取れず、（訓練）和歌山市防災情報メールで知った。

知らなかったですし、あまり意見はありません。
訓練について全く知らなかった。しかし、訓練の放送が聞こえ、何事かと思った。もっと、周知できるようになれば良いと思った。

避難訓練はきいたことがありますが、和歌山市一斉安全行動訓練は？です。自治体単位で行われているのでしょうか。 
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和歌山市職員がいらっしゃる施設にいましたが、職員がそういう訓練に対応していなかった。大人はやらない人が多いと感じる。私自身、前日に小学校職員の人に聞いて、この訓練
の事を知ったし、市民に周知されてるように感じられない。本当に命を守るには、どんな状況でも市民が一斉に行う意識が大切なのではないか。３年ほど前、地区ごとの避難訓練が
あり参加したが、それ以来行っていないし、本当に災害が来た時にみんなが助け合って迅速に避難できる気がしません。
訓練の意図がよく分からなかった。
一斉というからにはやっていない人のほうが少ないから、やらないと恥ずかしいという雰囲気にならないとなかなかやる気にならない。

町内放送が流れたのですが、音が割れたりして聞き取りづらかったです。本当に災害が起こった時に、町内放送は大事な情報収集手段にたると思います。もっとクリアに聞こえるよ
うに、家の中にいたり、大雨や暴風時にも聞こえるように、対策をとってほしいです。

防災無線が聞き取りにくいです。

自宅にいたけれど防災無線が聞こえなかった。
車の中から何か放送が鳴っているな程度でした。

行われたことにも気が付きませんでした。市内で放送とかありましたか？ぐらい気が付きませんでした。
このアンケートによりそういえば何かマイクで放送していたと思いました。マイクの放送はいつも何を言っているのか聞き取れなく分かりません。

知らなかった。防災無線も、自分のところでは「何か言ってるな」程度で内容は聞き取れないしな。聞いてすぐに市役所のサイトで確認しようとしてもリアルタイムで更新されてない。

地域の防災無線が聞こえない。ましてや、暴風などの時にはまったくです。

防災行政無線は日ごろから内容があまり聞き取れないです。スマホで和歌山市防災情報メールで知ったが、行動を起こす事を思いつかなかった。

防災無線で何かいっていたが周りの騒音で聞き取れなかった。一斉訓練も必要だがその前に防災無線を聞き取りやすくしてほしい。
防災放送は雨の音などで聞こえなくなります。晴れた日でも聞こえにくい。

今朝、確かに防災無線が聞こえたような気がした。警報音のようなものが聞こえ、その後何か呼び掛ける声が聞こえた。でも、何を言っているのかはっきり聞き取ることが出来なかっ
た。五時のお知らせはよく聞こえるのに、これでは防災無線の意味がない。

有線放送があまり聞こえずはっきりとはわかりませんでした。テレビでポケベルの電波がかなり電波が強くてそれを活用したシステムをどこかの行政で緊急放送用に利用している自
治体があると知りました。今後の対策として検討してみてはいかがでしょうか？警報もほとんど有線では聞こえません。携帯から警報を受信できるよう設定しているのでいつもそれで
確認出来ます。ただダイレクトに自治体からも連絡をはっきりと知りたい時もあります。
信号配信を検討願います。

アラームが聞こえにくかった。

緊急を知らせる音が放送されているのは聞こえてきたが、それ以外の音声が不明瞭だったため、放送試験かと思い、何もしなかった。ほかの台風などのときの放送もそうなのだが、
「音」は聞こえてくるが「言葉」としてははっきり聞こえることはごく稀れで深夜でも聞き取れるか否か。40代後半の私がこうなのだから、老齢の方はおそらく何も聞こえてないのではな
いか。何かはっきりと放送が聞き取れる方法はないものだろうか。

防災無線放送が確認できなかった。携帯電話にメールしてもらったのかもしれないが、毎月月初めに来るメール緊急確認メールと勘違いしたのかもしれませんでした。

10月の初め意識していたが忘れていた。当日、放送も聞こえなかった（忘れていたから、聞こえなかったのかも？）
放送が聞こえにくい。FM和歌山で放送しているがラジオを聞いていなければわからない。携帯の一斉メールを利用すれば良いのでは。

訓練自体を知らなかったし、自宅から防災無線が聞き取りにくく、鳴ってる事が分かる程度で内容までは分かりません。和歌山市からのメールや和歌山防災アプリは利用しているの
で、そちらでのアナウンスはできないのでしょうか？

放送が聞こえて何かなと思い聞いてみましたがよくわからず、スマホで確認して訓練かなと思いました。 
身体が不自由でも参加できればなと思います。
みんなされてなかった。一人窓口業務の机の下に伏せた。お客様にはしていただく声かけの勇気がないなと思っていた。ちょうど対応の隙間だった。

放送の声がモゴモゴしてて聞き取りにくかった。いざ非常時にあんなモゴモゴした声だと役に立たないと思う。

急に無線で緊急地震速報の音が鳴って、その後に何か言っているけどまるで聞き取れず、そのうち音が鳴り止んだという感じでした。 まず、告知が徹底されていない事が問題だと
思います。我が家では、夫は職場で音が聞こえなかったと言い、私はたまたま外に居たので聞こえましたが意味が分らず、携帯も何も鳴らないし、誤報だったのか？とこのメールを
見るまでは思っていました。 一瞬、ミサイルが飛んできたのか？（Ｊアラート）と思って焦りましたが、音が違う事に気付いてという感じです。やり方がとにかくまずいと思います。告知
は徹底的に。何なら、市内全域にチラシを撒く。毎年するなら日を固定。防災無線の音声がクリアに聞こえるように機械を交換する。事が必要だと思います。音楽は判るけど、男性
のアナウンスはまるで何を言っているのか判りません。辛うじて「和歌山市」だけ判りましたが、あとは何を言っているのか判りませんでした。
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教育機関に勤めていますが避難訓練はしたことがありません。職員が自主的に行えるものではありませんので、まずは公立機関・関係施設から実施の義務化をお願いいたします。

防災訓練は非常に重要なので地区単位で何度も実施すべきです。少なくとも年に1回は大規模な訓練を実施すべき。非常袋や避難経路などの周知徹底のために行政、民間、自治
会などの協力のもとに1時間程度使っても必要なことだと思います。

家庭でもできるよう、数日間設ける。
企業への通達を行い会社全体で行うよう指導してほしい。知っていても仕事の時間であれば参加出来ない。

安全行動のとり方は知っているけど訓練までしたことがなく地震や災害に備えては家族で何回でも話し合っとく必要があると改めて思います。子供があちこち動き回るのでどう対象
するかなど自分の身は自分で守れるよう覚えておきたいです。
男性も参加するようにしなければいけないと思う。
一斉安全行動訓練を１回きりではなく、和歌山市一斉訓練と、地域のマイクで放送をして何回か訓練を行ってはどうでしょうか。
きめ細かい防災の確立

買い物の最中に何か鳴ってるな、とは思ってましたが特に周りは慌てる様子もなく、普段と一緒だったので訓練をしていたとは知りませんでした。もしもの備えで一斉訓練を行うので
あれば、もう少し大々的に実施し、店舗や会社の協力ももう少しもらってやらないといざ、というときに何もできないと思います。

仕事なので参加できない。
放送は音楽というかなかなか不気味でした。最初隣の部屋のサスペンスかなと思いました。一斉メールが入ったので気づきました。

この手の訓練はあまり役に立たない様に思います。全く無意味とは言いませんが、災害をいち早く市民に知らせるシステムと十分な避難場所の確保と避難後の充実した生活支援が
大事です。一斉安全行動訓練については、知識として手順だけ知っていれば実際訓練してもさほどの効果を期待出来ない様に思います。実施するに越したことはないですけど！

高齢者で訓練を出来ない人がいます。見本図の姿勢は私の親には無理です。年齢を問わず、様々な事情で無理な人は沢山います。弱者の人達を守るにはどうすべきか、その取り
組みにもっと力を入れて欲しいです。
日々の訓練と地域の連帯が必要と思います。

急にアラームが鳴りびっくりしました。

大人は仕事なので参加できないが、子供たちは学校でぜひ参加させてもらいたい。また、和歌山テレビで生放送で声をかけていただければ、家にこもりがちなお年寄りも参加できる
と思う。

特に高齢者の避難を自治会で徹底してほしい。歩行困難者には特に。
訓練がある事自体知らなかったので、放送を聞いた時は驚きました。次回は是非、休日にしてもらえたら参加したいです。
机が狭くて体が入りきれませんでした。この場合の対応は？

地域や生活環境や家族構成等が違うので、防災について一斉安全行動訓練を行うことも大事かも知れないが、災害時、どのような対策がなされるのか？具体的にある程度示し、地
域ごとに分割して訓練を 実施した方が良いのではないだろうか？
良い事なので多くの人が参加できるように、日曜日にしてほしい。

体調が悪いときの方法がありますか。

訓練用緊急地震速報がなかった。
仕事中です。

回覧板で放送があることは知りましたが、行動訓練があったことは知りませんでした。知っていても、地域には高齢の方が多く、その中に混じって参加するのは気がひけるので、行
かないと思います。

私の携帯が、災害メールがすぐ消えてどこに保存されているかわからない。他にもいそう。もともと、災害メールは確認できるように設定されているといいのに。

平日の10時に訓練を出来る方がどれだけいるのかわかりませんが、職場では実施しにくいのではないでしょうか。休日に実施するか、企業をもっと巻き込めば参加人数も大幅に増
えると思います。
低い避難所に避難する方が怖い。
平日ではなく土日に開催していただければ参加出来た。平日に開催するならば大学側にも参加を呼びかけるなりして欲しい。

「誰でもできること」にされたのだと思いますが、もう少し派手なことをしてもよかったのでは、と思いました。
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積極的に続けてほしいです。火災時の逃げ方なども教えてほしい。

　お忙しい中、このたびは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。
　和歌山市一斉安全行動訓練について、ほとんどの方が参加しておらず、その８割の方が知らなかったと回答されており、周知・広報の不足と多数のご意見を皆様からいただきまし
た。
　市報わかやま１０月号、自治会の回覧板、和歌山市防災情報メール、ホームページ、テレビ、ラジオ、フェイスブック、ツイッターでの広報を行いましたが、それ以外の広報活動につ
いても検討し、周知・広報に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。

お年寄りや幼い子がいるお母さんにはとてもいいと思います。

後で和歌山テレビのニュースで知り、訓練する事は凄く大切だと思うし、自然に行動が出来るようになる事が最も大事だと思う。

今回は参加できなかったが、もっと訓練をやるべきだと思う。

息子(中学校)が、学校で取り組んだと言っておりました。

良いことだと思います。
訓練も大事ですが、とっさに判断できる、行動できる精神が必要かと思います。

知らなかったからサイレンにビックリしたけど、災害が来たらと考えられ、気が引き締まって良かった。

積み重ねが大切だと思うので、今後も続けてほしい。
大変良い取り組みでよかったです。

頻繁に地震が起こっているにもかかわらず、まだまだ危機感がないです。

そこらじゅうで災害が頻繫に起こっているので、すごくいい事だと思います。感謝します。

訓練のときは外にいました。訓練のことは知らなかったので、警報がきこえたときはびっくりしましたが、実際に有事の際にはああいった感じで警報が鳴るのか、とイメージすることが
できました。
普段からの意識付けが大切だと考えるので引き続き実施して欲しい。

移動中でしたが通行していた近所の小学校のスピーカーから訓練の警報が聞こえてきました。日頃から頻繁に訓練をするのが大事だと思いました。
良いことだと思うのでぜひ毎年やってください。

やってみるのは良いこと
普段は最寄りの避難場所であるふれあい広場という公園で、毎秋必ず訓練に参加していました。今回のように防災放送の合図で各家庭でというのも良いと思いました。

日頃から心がけれるので良いと思います。
買い物に行く道中に無線放送が入り、一瞬戸惑いました。すぐに訓練だと分かり安心しましたが、出先ではどうしたらいいのか考えるいい機会になりました。

これからも率先した行動をお願いします！
日頃から備えて考えておくことは大切だと思います。前回の台風で実感しました。

事前にはまったく知りませんでしたが、訓練は抜き打ちでもいいぐらいだと思います。むしろ、放送内で「安全行動をとってください」のひと言があればよかったのでは。そのひと言が
あれば、食卓の下にもぐったり、運転中の車を側道に止めたりと、自主的に災害のシミュレーションをする人が少しは増えて、より実質的効果の高い訓練となったのではないでしょう
か。

緊急地震速報が近くの会社のスピーカーから鳴って、すごくびっくりしました。訓練はとてもいいことだと思います。
いいこと

訓練は日頃から必要だと思うのでこれからも定期的に様々な方法で行ってほしいです。

脚が悪いので移動は危険

子供の指導を特にしてほしい。我が子の小学校では一斉に高台に逃げる訓練をしていました。幼稚園、保育園などの訓練もしっかりしてほしい。敷地内に高い建物をつくるとか。間
に合わないときの恐怖がとてもあります。
企業や自治体や庶民が一斉に訓練に参加しないと問題点などなかなか出てこないと思います。

地震体験車や、煙体験部屋（コンテナだったかな簡単迷路みたいになってた）など。住んでいた地域は小学校校庭でやっていた。やったって何十年経っても残ってる。そういう普段で
きないことがあるなら行くと思う。
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