
                        平成２９年１２月１５日 
訓練参加者 
 各位 
                         滋賀学区自主防災会 
                          会長 平野 宏 

   平成２９年度・滋賀学区総合訓練アンケート調査について 

 平成２９年度滋賀学区総合防災訓練には、天候不順にも拘らず多数ご出席頂き 
有り難う御座いました。アンケート調査を実施させて頂きました。多くの皆様より 
ご意見を頂き重ねて御礼を申し上げます。頂きましたご意見につきましては、今後 
の防災訓練に行かして行きたいと思っておりますので、学区自主防災会の諸行事に 
ご協力ご尽力頂きます様よろしくお願い致します。  

１ 開催時期について 

  （１）１１月がよい  （２）１０月がよい    （３）その他の月よい 
  回答 訓練時期で御座いますが、皇子が丘公園体育館での強いご希望があり本年度 
     2 月に申し込みましたが 6 月の調整会議がありまして、体育館とグラウンド 

が同時使用できる日は当日しかないということで、11 月 23 日に行なうことに 
     なりました。毎年は 10 月の第 2 日曜日に行っておりました。 
     今後共、他の学区行事があり調整しながら、出来る限り良い気候の時期を検討 
     致します。アンケート調査では 11 月(12) 10 月(5) その他の月 9 月、5 月(5 )  
     4 月(2) の回答を頂いております。 
         訓練の実施につきましては、計画、立案、関係機関打ち合わせ等、約 2 ヶ月程度 
    必要になりますのでご理解下さい。 
２ 避難所(指定緊急避難所兼指定避難所)運営委員会立ち上げ訓練について  

(1)  シミュレーションすることによって、運営する上での課題が見えてくるので 
   役に立つ訓練だと思います。町内ごとにグループディスカッションにして、 
   参加者、全員が体験できるようにしてはどうか。 
  回答 全員が参加して行う事も大切な事ですので今後検討いたします。 
(2) 自分が出来るか不安。HUG が必要。 
  回答 毎年、7 月に地域自主防災会会長・防災士、関係各種団体長、自主防災会 
     役員で HUG 訓練を行っていますが、住民参加の HUG 訓練を計画も 
     したいと思っています。 
(3) 今回、避難所を想定して皇子が丘体育館でしたが、11 月というのに非常に寒かった。 

仕事上出勤した、1 月の阪神大震災を思い出しました。水、食料、トイレの問題 
もあるが、寒さ対策も必要です。(開催時期 11 月でよい方のご意見) 



(4) リーダーを作る大切さがわかりました。集団と言う意識が大切ですね。 
(5) 説明者や役付きの人の話は、前の人に座っている人しか聞こえなかった。半分ほど 

の人は、長時間座らされて、よく我慢されていた。このコーナーは我慢比べの 
何物でもなかった。改善されるべきです。 

    回答 今後の訓練にご意見を生かして行きたいと思います。 
(6) 実際の運営方法が分かって良かった。避難所のレイアウトなど事前に考えておくべ 

き点もあると思います。 
(7) 毛布など現実に移動するなど，実訓練に近いテストをしたほうがより良いと思う。 
  回答 今回の訓練は、避難所運営委員会の立ち上げ方の訓練でした。避難所運営 
    訓練については、実際の避難所生活の行動について訓練を行いたいと思います。 
(8) 参考になった。 
(9) 必要である。 
(10) 絶対必要だと思う。 
(11) 少し難しかった。訓練しないと出来ない事だと思った。 
(12) 避難所の開設は、避難してきた人達で立ち上げ運営すると言う事を知る事が出来た。 
(13) リアルで良かった。 
(14) 具体的で分かり易かった。 
(15) 避難所運営についての、知識を色々教えて頂けて参考になりました。 
(16) 置き場所は、最初から決めておく(行政等で)(物資等) 
(17) イメージできてよかった。 
(18) 実際の運営はもっと大変と思うが、予備知識を持つ事が出来たので良かった。 
(19) 少し手持ち無沙汰があった。やり方の工夫が必要。 
  回答 今後、住民の皆様が参加又は体験できるコーナーも設けていきたいと思い 
     ます。 
(20) やはり自治会長が対応し、各班のまとめ役をする。 
(21) 色々と気づく事が多かった。 
(22) 具体的なシーンを設定して、事前に考えられる所を決めておく事は、重要だと 

思いました 
(23) 避難所はどの様な場合に、どこで設置するのか?避難所運営委員会とはなにか 

どのような人が委員になるのか、等基本的なアナウンスがあればよかった。 
(24) 具体的に考える機会となり良かった。 
(25) 役に立ちました。リーダーの方ががんばって下さいました。でも待ち時間が 

長かったです。 
    回答 訓練により、説明の時間の長短があり、余裕のある時間設定をしましたが 
       検討いたします。 

(26) リーダーを決める大切さを知りました。 



(27) 運営の立ち上げが分かって良かった。途中で連絡の入るのがちぐはぐだったかも。 
  回答 市対策本部からの伝達は、避難所運営をしていく上で確かな情報が入る事が 
     住民の皆様の安心のためにも最も大切な事ですので、方法について検討 
     致します。 
(28) 全員に運営の協議状況(内容)が分かるほう良い。誰が。何時運営委員になるの 

か分からない。 
回答 特に、巨大災害時には、多くの方が避難して来られます。混乱の中では 
   発生当時は行政の支援はないものと思わなければなりません。行政の支援 

来るまで、リーダーを中心に避難所での生活をする上でのルール作りを 
をしていかないといきません。 
りーダーについては、自治連合会、学区自主防災会の役員や防災士、 
自治会長等がリーダーとなってまず住民の皆様が落ち着いて頂ける状況 

   作り、これからの避難所生活のために、「滋賀学区・地区防災計画」 
   (平成 28 年度自治会長より配布)に則って住民の皆様の協力を得ながら 
   できるだけ早い時期に避難所運営委員会を立ち上げて各、役割分担の作成 
   にご尽力頂くことになります。     

(29) まず長をきめて、話し合いを進めたほうがいいのでは、現実的でない部分が多い。 
小学校のマスターキーを持つ人がいない等。 
回答 滋賀学区では、志賀小学校ですが、当学区在住の市職員一名が担当員として 
   任命されています。各避難所の開錠は安全確認が終わった後、開錠されます。 
   それまでは、避避難場所に待機して頂くことになります。各避難所の安全 
   確認は、施設管理者が行います。 
伝達方法に無線機(トランシーバー)があれば便利だと思った。 
回答 今後の課題として取り組んでまいります。 

(30) 夏の HUG 訓練を思い出しました。訓練は繰り返されるほうが良いと実感した。 
リーダー側のみでなくリードされる側の心得も知られたのは非常によい。 

(31) 訓練であるから、実際には歩くのが辛い、自動車ならば来られるという人を招き 
   意見を聞いておくほうがよい。視聴覚障害の人などにも意見を聞いてよい。 
   健常者の人が中心になって訓練が進むのはよいが、弱者が顧みられなければなら 
   ないであろう。 
  回答 ご指摘の通り、災害時、配慮しなければならない人が大勢おられます。 
     又避難所にしても、災害弱者と言われる人も多く避難されて来ます。 
     その方達を確りサポートできる体制をとることも避難所運営委員会の 
     大事な仕事ですので、機会有るごとに、ご意見等をお聞きして、反映 
     していきたいと思います。尚、大津市では、平成 27 年に大津市避難行動 
     要支援者避難支援プラン(全体計画)、平成 21 年に災害時要支援者個別 



     支援計画を作成し、災害時、支援を必要とする人に対しての支援の態勢 
     を決めています。  

3 倒壊家屋からの救出と応急処置 

(1) 災害時以外の有事にも役立つことだった。いざという時、何が役に立つか身近 
なもので教えて頂いた。  

(2) くり返し訓練が必要⇒一度では無理。自分の身を優先する必要がある。 
回答 災害が発生した場合，先ず自分、家族の安全を確認し、避難しなければなら 
   ない場合は、自治会の一時避難場所・安否確認場所に集合し、救助を求めて 
   いる人がおられれば、身の安全を守りながら住民が協力して救出にあたって 
   下さい。 

(3) 救出作業は、多くの人の力が大切で，自分が率先して、大声を出して先頭に立って 
やる事の大切さを強く感じた。 

(4) とても簡単な方法で，担架の作り方を教えていただき有り難うございます。分かり 
易かったです。 

(5) 展示しながらの説明で分かり易くためになった。このコーナーは有益で訓練として 
も効果的であったと思う。 

(6) 身近なものでの処置が分かったので良かった。 
(7) 外でもう少し大がかりな訓練したい。 

回答 昨年度は、実際の倒壊家屋を中署が用意して行いました。本年は体育館での 
   訓練でした。今後の訓練時に要望いたします。 

(8) 参考になった。 
(9) 役に立って良かった。 
(10) 役に立ちます。 
(11) 大変参考になった。救出できない所へは入らないようにしたい。 

回答 11 月 26 日に防災士のファーストコンタクト訓練があり、二次災害が起きない 
   ことが一番大切である事を学びました。皆が協力して、安全確認をしながら 
   被災されている人を救助して下さい。救出の手順については、後日なんらか 
   の方法でお知らせしたいと思います。 

(12) 知っているような気がしても、重要な注意点がある事が確認できました。 
実際に出来るかが課題です。 

(13) 笑いを取り入れてらして楽しく学べた。 
(14) 分かり易かった。 
(15) 現実にあっては困るのですが、救出方法や応急処置について、実演してもらって、 

意識づけしたいと思います。 
(16) 全員が体験できるといいと思う。 



(17) 基本的なことが再確認できた。 
(18) わかりやかかった。 
(19) 骨折で足などの場合どう対処するか聞きたかった。 

回答 足の場合、木片や骨折場所を固定できる物で固定し、布や衣服等で縛り 
担架又は代用担架で、病院又救護所等へ住民が協力して搬送して下さい。 

(20) 再確認が出来た。 
(21) 時間内に要所をわかり易く説明してくださったのが良かったです。 
(22) 時間の制約の中で、適当な内容で分かり易かった。 
(23) てこの原理を使った救出や、毛布を使っての担架作り等知らない事ばかりだった。 

資料等があれば全戸配布してはどうか。 
回答 資料等整理しまして要望に応えられるよう検討いたします。 

(24) 役に立ちました。身近な物で救急に役立つ事が分かりました。 
(25) てこの使い方などためになりました。 
(26) 応急処置、救出の仕方がよくわかった。 
(27) 説明が楽しく分かり易かったので、印象に残った。 
(28) 消防署の方のせつめいのうまさに感服した。応急処置は、実際にさせてもらいたい 

と思った。たぶん失敗するけれど、その失敗の経験が役に立つ(時間の制約もあるか 
ら総合訓練では説明に留めてもよい。) 

(29) 道具が無い時、人を助ける方法も聞きたい。 
回答 中消防署にお聞きし、次回の各種訓練時にお知らせしたいと思います。 

 

4 マンホールトイレの組み立てとはしご車の実演 

(1) もう少し時間があってもよかったかも。 
(2) 話には聞いていたが実際に見た事がなかったので、この様な機会に見学出来て 

良かった。ただ、マンホールトイレ保管倉庫横に街灯のようなものがあったので 
もし倉庫上に倒れたら取り出せないのではと思った。 

(3) カバーの設置が大変⇒ブルーシートなどで簡単にできないか。はしご車の金額に   
びっくり。マンホールトイレ初めて見ました。 

(4) マンホールトイレは初めて見ました。今後、避難所となりそうな施設には是非必要 
と思いました。 
回答 色々な場面で、必要な場所に設置して頂くよう要望してまいります。 

(5) 男性の力が必要ですね・・。トイレは大事な問題ですからとても良いと思いました。 
(6) マンホールトイレの整備の現状が理解で着てよかった。はしご車の高い能力が解か 

って、心強く感じた。 
(7) トイレは必ず必要なので組み立ての経験は役に立つと思います。 



(8) 初めて見て良かった。各自治会に数箇所設置してほしい。 
回答 自治会になかなか難しいと思いますが、学区の避難所には設置して頂けるよう 
   要望いたします。 

(9) 参考になった。 
(10) 良かったです。 
(11) 役に立ちます。 
(12) トイレの組み立てが大変な事や、力を合わせて頑張らないと出来ない事を実感した。 
(13) はしご車を間近かで見られました。 
(14) 興味深かったです。 
(15) マンホールトイレは 2 回目でしたが、繰り返すほどにいざという時、動けるように 

なると思った。はしご車は、普段見ることがないので、この機会に見られて良かった。 
(16) マンホールトイレを実際に見たのは初めてで、意外と簡単に組み立てられるのが 

解かって良かったです。 
(17) ビニールシートがあれば役立ちそう。(マンホールトイレ) 
(18) はしご車の実演はなくてもいいと思う。 
(19) 知らなかったです。知ることが出来てよかった。 
(20) よかった。 
(21) トイレは役に立ったが、設置マンホール以外ではどうするか。 

回答 現在、滋賀学区では、防災倉庫に和式用簡易トイレとサニタリークリーン 
組織用(使い捨て便袋)を倉庫全体で約 4,000 人分備えております。 

(22) 知らなかった事が多かった。 
(23) 外で寒い中でしたが、要領よく組み立て or 解体できて良かったです。 
(24) マンホールトイレの設備があることが分かりよかった。 
(25) マンホールトイレは大津市が設置したもの以外では、何処にあるのか。(例えば 
   公民館等) 
  回答 現在、滋賀学区では、皇子が丘公園体育館指定緊急避難場所兼指定避難所 
     1 箇所だけです。マンホールトイレの設置を要望していきます。 
(26) 役に立ちました。はしご車は、特に素晴らしく感動しました。 
(27) マンホールトイレは以外と大変。 
(28) 初めてなのでトイレの組み立ては良かった。はしご車も感心しました。志賀小でも 
  マンホールトイレの設備がほしい。 
  回答 大津市の指定緊急避難場所兼指定避難所(避難所)にはマンホールトイレの設置 
     を要望していきます。 
(29) 有り難う御座いました。知らない事ばかりでした。 
(30) 組み立て中、悪臭が強かったので、マンホールの蓋は閉めたままでも良かったので 

はないでしょうか。 



 

5 その他のご意見 

(1) 特になし。 
(2) 今回は、天候不良のためか、子供の参加、若い世代の参加が少なく思えた。 

子供の頃から防災意識を高めることが大切だと思うので、親子で参加しやすい 
ように体験型訓練(避難所生活体験、子供避難所運営体験など)増やせばどうか 
と思う。 
回答 今後、若い方達(子供さん連れ)の参加しやすい訓練も考えてまいります。  

(3) 自治会の防災士の責任、仕事の内容がよく分からない。 
回答 滋賀学区自主防災会の規約には、各自治会の地域自主防災会のリーダーと 
   して、自治会長及地域住民と協力して地域の防災訓練、研修会に寄与する 
   ものとする。 
   (2) 防災士は、学区自主防災会の防災訓練、研修会に積極的に参加し、各 
     自治会の地域自主防災会の活動に協力し、助言をするように心がける 
     こととする。 
   (3)  会長は、防災力向上と減災を目的として、滋賀学区の防災士の会議を 
     召集する事が出来る。 
     となっております。一番大切なことは、各地域の自主防災会のリーダー 
     として、地域の防災、減災に取り組んで頂くと共に，有事の際は 
     自治会長に協力して住民の皆様の安全と避難誘導にご尽力頂くことです。 

(4) 立派なはしご車を間じかに見て感動しました。わが町にある事に安心感と誇り 
さえも感じました。今回の訓練内容は非常によかったです。有りがどう御座いました。 

(5) 訓練全般の進行が不明で、統制不十分だと思いました。もっときめこまかくやって 
ほしい。ハンドマイクや体育館のマイクが聞き難い。もっと上等の音響機器を 
使ってください。折角の話がほとんど聞こえませんでした。 
回答 今後十分に配慮できるよう考えます。 

(6) 事前に考えておく事が必要ということがわかった。 
(7) 参加して役に立った。 
(8) 参加できて良かった。 
(9) 皆、熱心で心強かった。 
(10) 持ち物など、分かり易く案内してほしい。 

回答 訓練又は研修会等の時にしっかりしたご案内が出来るよう検討いたします。 
(11) 今年度、役員になり、防災訓練に何度か参加させて頂き家族の中でも、防災について 

話し合うになりました。今回だけでなく、継続して意識付けし続けられるように 
機会があれば又参加したいと思います。 



(12) 晴・雨の決行に際しては、やはり会長宅へ連絡がほしい。 
(13) 今後、何時起こるか分からないので、とても勉強になった。 
(14) 会長会で配布された案内文がわかりにくかった。もちもの、服装など初めての人 

でも分かりやすい内容に、そのまま各自治会で配布できるようなものを作って 
  ほしい。 
  回答 ご意見よく分かりました。次回の案内には、工夫し解かり易い案内文に 
    心掛けます。 
(15) ありがとうございました。 
(16) 11 月は寒いので、もう少し早めの時期の訓練が良いのでは、と思いました。 

回答 開催時期の回答参照下さい。 
(17) 大変良い機会になり良かったです。 
(18) 内容的には大切な事だと思いますので、実施は良かったと思いますが、長時間 

まつことなど改善してほしいです。年、2 回もあったのは今年だけでしょうか。 
回答 毎年は、総合防災訓練は年 1 回ですが、本年は、大津市の水防訓練が 
   皇子が丘公園グラウンドでありましたので、せっかくの機会でしたので 
   体育館での訓練も実施いたしまいた。 

(19) お世話頂いた、スタッフの皆様ありがとうございました。  
(20) 8 時発災、40 分皇子山集合では、時間的に無理を感じ、10 月自治会長全体会議 
  直後に、7 時 30 分発災、8 時、町内出発に決めて、自治会員に広報した。実際 
  それでようやく受付時間に間に合った。他の自治会の目に余りつかないようにとか 
  経路がかち合わない柔軟性がもてる全体計画が望まれる。 
  天候が微妙であった。柳川を境にして雨の有無が異なる事がある。「晴天方式で行う 
  が、受付は、体育館でおこなう。煙体験なし。」等分かっていれば、安心して訓練に 
  向かう事ができた。HP や一斉メールの活用を考えてほしい。実際でも役に立つ。 
  回答 次回、訓練には、できるだけきめ細かく、ご案内できるよう致します。 
     尚 滋賀学区自主防災会の広報としまして、今後 HP、回覧、四季の便り 
       等の案内には、防災便り「しが」で発行いたしますのでよろしくお願い 
       致します。 
(21) 寒い時期なので雨が降っていなくても体育館での実施が多かったのは有り難かった。 
(22) 11 月 23 日がどの様な日かよくよく考えて頂きたい。ただの祝日ではなく、神事に 

とって重要な日である。地域文化と対立するならば、その旨宣言しておくべきで 
ある。 

       回答 毎年 10 月に行っておりますが、本年は皇子が丘公園体育館、グラウンドでの 
       要望があり、2 月に 10 月開催を申し込み致しましたが、両方使用出来る日 

が 6 月の調整会議の結果この日のみでしたので、ご理解下さい。 


