
令和４年度　中津川市総合防災訓練

【基本データ】 【3日以上の備蓄の有無】

回答世帯数 17,051 世帯 できている 10,486 世帯

自治会加入世帯数 22,695 世帯 できていない 6,565 世帯

回答率 75.1% 備蓄済み世帯割合 61.5%

【風水害時の避難先集計結果】 【回答数に対する割合】

自宅 12,491 世帯 自宅 73.2%

親戚・知人宅 692 世帯 親戚・知人宅 4.1%

集会所等 1,424 世帯 集会所等 8.4%

宿泊施設 40 世帯 宿泊施設 0.2%

指定避難所 2,220 世帯 指定避難所 13.0%

その他 184 世帯 その他 1.1%
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【防災訓練に関する感想】

■良かった点

コロナ禍のため、「避難訓練」ができなくて不十分とは思うが、昨年に引き続き「家庭

の防災訓練」の冊子に沿って、各家庭での防災訓練を実施した。

過去の避難訓練の場合は、30～40％程度の世帯からの参加であったが、「家庭の防災訓

練」の場合は、回答率が93％となり、100％は達成できなかったものの、かなりの世帯

が参加できたと思います。

防災倉庫備品を確認する良い機会であった。今後は以下の反省を改善する取り組みが肝

要となる。①エンジン付き備品については、定期始動点検が必要。②燃料についても定

期管理体制を構築する。③炊飯用大釜はあるが、野外で活用するためには設備が不十分

である。④クラブを避難所として活用するならば、防寒用具や非常食の備蓄等整備が必

要である。

昨年度に比べチェック票の提出率が低下しており、防災意識が低下していることが分か

る。何を持ち出すかについて決めていると回答した世帯が昨年度より増え、好感が持て

るが、まだまだ半数に満たず、今後さらに努力されんことを望む。

アンケートに答える中で、家族でどこに避難することが最適かということや3日以上の食

料を備蓄という項目については、分かりやすい内容で、実際の避難活動を想定した住民

の意識を高めることができたのではないかと思われる。特に、3日以上の食料の備蓄につ

いては、これから用意しますといったことが回答欄に書かれていた。

今回のアンケート調査に対して区民の意識の現状が分かったので、回覧で調査の結果と

災害が起きた時の初期の行動をどうするかを区民に書面で伝える材料となった。

区として、指定避難所まで行く前の一次避難所として区クラブを整備している途中で、

これから毛布や担架等の設備を増やしていく予定ですが、今回の防災訓練で、水の確保

が指摘され、そこの所は、盲点でした。災害が起こった時、テレビで盛んに補給車の映

像が流れてきますが、他人事の様に捉えていました。中津川市でも災害によっては、水

道がダメになることも考えられるので、そこの所は大きな収穫でした。

家庭の防災訓練に示された調査は、特別な事情のある世帯を除き、ほぼ全世帯に報告い

ただくことができました。前年度と同様に、複数の避難先を報告される世帯もありまし

たが、区長の判断でより妥当な回答で集計しました。

高齢者のいる世帯は、自宅避難を選択していることが分かりました。また、区内には指

定避難所があり、避難先に選択する世帯も多くあります。

緊急連絡網を昨年に引き続き再確認しました。届出避難所対応と合わせて、共助に力を

入れていきたい。



今回の防災訓練は防災会議という形で行いました。会議を行ったことにより自主防災会

の各班長も任務役割を再度認識できた。

また災害図上訓練DIGでは、気づいていなかった危険箇所が見える化し、要配慮者の避

難経路についての意見を交わすことができた。

今回の防災訓練は防災の素人集まりでの訓練であったが活発な意見交換ができ、今後に

つなげていける訓練だった。この輪を自主防災会から区民の方々に広がっていくよう防

災訓練を続けていく。

アンケート調査により、問題点と今後の対策事項が判明してきた。区で対応するべき事

項、各町内会で実施すべき事項、公助として提言すべき事項に整理し、それぞれの対応

を実施に移していくことが重要と思われる。

全体：今までのデモ的な訓練は参加者の意識が低かったが、今回の訓練では1段深く危機

意識と興味を持たれたのではないかと思います。

災害発生時の問題と対応：公民館をモデルに個人に応用できる内容だったので、自分の

こととして捉えていただけた。

区の1班～8班の家庭の避難先は立地場所によって異なることがわかった。（それぞれ近

い公共場所に避難）

家庭の防災訓練で地域の集会所に避難する人が少ないことがわかった。

防災備蓄品の点検を行った結果、短時間の避難はできるが数日間の避難を受け入れるだ

けの水、食糧、寝具などもなく、冷暖房機器も決して十分ではなく、停電時の発電設備

もないことが確認できた。

緊急連絡網作成はコロナの急拡大を考慮し、集合しない形で行うことができた。今後共

通理解を図っていく必要あり。

家庭の防災訓練が思ったより回収率が高かった。避難所に避難する人がかなり少ない事

と多くの世帯が備蓄できている事がわかった。今後の自主防災活動の参考にしたい。

自主防災会役員での訓練を実施した中で、各役員の役割を改めて確認できたことが良

かったと思います。又、防災マニュアルについては、案を提示し意見交換しましたが実

際に実地訓練をしないと分からない部分が多々あるように思いました。

家庭の防災訓練回答率が86%であり、他地区と比べ、訓練に対する関心率を上げていき

たい。

高齢者支えあいマップ作りで区内の独居、高齢者、要介護者等が見て分かる様になり、

災害時には皆が情報を共有して手助けができる様にする。

３日以上備蓄をしている方は、若い世代が多く高齢の方との防災に対する意識の違いが

わかった。



今回は家庭内防災訓練で実際に直面したときはほとんどが自宅待機と考えられるので、

良い試みと感じました。合わせて集会所の備品点検の確認も大切と感じました。

現在、全国で風水害の被害が多く発生しているので、いつ何時どこで何が起こるか分か

らないので事前に危険箇所を把握し避難先を準備し自分自身で命を守ることが大変大事

な事だと思いました。

「風水害時の・・・」とあるように、中心テーマが明確になっていて良かった。

三役と班長達との思い描いていたのと違った所があった。

避難先の調査で自宅が58％であるのは意外だった。

役員・班長による図上訓練はパソコンとプロジェクターを使用してスクリーンにハザー

ドマップを移して行うことでコロナ感染リスクを避けることができた。

役員・班長には区内の警戒又は危険区域を認識してもらうことができた。

今回の訓練に関しては自宅でってこともあり、みなさん協力的でした。電話の安否確認

連絡が回るのに時間がかかった。

避難グループを見直す中で、区として要配慮者を班ごとに見直すことができた。また、

班の区分にとらわれず、危険箇所を回避する避難グループの編成ができた。8月28日は班

長会であり区民に情報伝達しにくいため、9月4日に行った。情報が伝わったことと、分

散型にしたこともあり、安否確認参加に区民の半数の参加を得ることができた。危険箇

所の共有では、防災士を招き、地図にシールを張りながら交流することができた。

コロナの為、役員だけでの実施となり危険個所等区民全体で共有することが出来ず残念

でした。民生委員の方と避難行動要支援者の方について検討することが出来たので、今

後に役立てていきたいです。

役員の交代が多いため引継ぎをしっかり行う必要を感じました。大きな風水害は想定し

づらく、中学校が指定避難所になっており行くことは理解しているが、運営マニュアル

により自分たちに役割があり、自主的に運営しなければならないという自覚は乏しいと

感じました。

男性97名、女性96名（無事191名、病気療養中2名）が参加する。「安否確認・避難行動

カード」提出による防災訓練を実施した。避難行動・備蓄状況等の全数把握はできてい

ないが、カード提出を実施することにより、各世帯の防災への啓発活動と現状把握が実

施できた。集合型では実施できなかったが、防災への危機意識の喚起、3日間家庭備蓄へ

の意識高揚を図ることができた。集会所における緊急時用の食糧・飲料水備蓄、防災備

品の調達において万が一の災害の時為の心や物品の支度を進めることができた。



冊子による訓練で再確認できて良かった。

土嚢調達がしやすいように、防災備蓄倉庫の鍵を公会堂内に置き、公会堂の鍵を持って

いる班長が区長・副区長を連れ出さなくとも調達できるようにした。これにより土嚢調

達について区民への周知が進んだと考える。

避難先を自宅とした家庭が多かったが、自宅の安全についてしっかり検証しておく事

と、万が一自宅が危険となった場合どうするかを決めておく必要がある。コロナ感染拡

大で、小グループリーダー会議は中止せざるを得なかったが、他の訓練は何とか実施で

きてよかった。避難所用テント、簡易ベッドの設置訓練、土嚢作り訓練は今回初めて

行った。

本年の中津川市自主防災会でのテーマが、「風水害」になっております。当区自主防災

会は、昨年8月13日の災害を教訓に（水防）をテーマとし計画、実施をいたしました。

「土のう」の作り置きも講習の中で一定量確保ができ、安心しております。また区全体

の「緊急連絡網」を立ち上げ、運用を始めています。一括で参加していただいた班もあ

ります。災害への対策が少しでも整い、日頃の防災意識が向上し区民全体で助け合える

よう、今後も準備をしていけたらと思っています。

防災倉庫内の発電機の始動に時間を要したが良い経験となった。ガソリンを使い切るま

で発電した。ハロゲン球の熱さは取扱注意、やがてLEDに置換か。

今回の家庭の防災訓練で第一の避難場所に集まる７世帯９名（車いす１名）は公会堂に

収容できると思われたが、毛布等の寝具は防災倉庫内には無い事、家庭における備蓄が

ない所も明らかになり、検討、啓蒙する必要があると感じた。

避難先を自宅にしている世帯が多く、自宅が安全という意識が強く思われる。

また、３日以上の備蓄を行っている家庭が、全世帯の半分はしており、防災意識は高い

と思われます。全世帯に浸透して行きたい。



来年は区民全世帯参加による現場（野外）での防災訓練を行いたい。班長間で災害時の

行動等、共有意識が持てたのが良かった。

コロナ禍での実施ということもあり、強く参加を求めませんでした。訓練そのものは

しっかりとできたと思います。

全11世帯中、9名が自主防災会役員になっている為、数名だけ不参加はNGと考えて、各

世帯で代表者1名の11名参加していただきました。

今日を機に防災意識を持って、実践行動に移せるようにしていきたいと思いました。

小規模訓練でしたがいろいろ確認ができ、有意義な訓練であった。

安否確認については班長会ラインの使用により最短連絡で13分、最長連絡でも36分で確

認することができました。防災倉庫については発電機用のガソリンはあるもののチェン

ソー用の混合燃料、オイルの備蓄はありませんでした。消火栓点検では一部問題あり。

小学校体育館付近の設置場所が、消火栓と格納箱の位置が離れており、又消火栓も植木

の中に埋もれていて確認しづらい状況にあり改善が必要。（後日防災士により植木の剪

定済み）

今回はコロナウイルス感染を考慮し、各地区で集まる訓練は中止とし、各家庭において

災害発生時の対応について話し合う事、食料等の備蓄について確認することとした。

このような機会がないと災害に対する関心が少ないので、良い機会であると思う。

防災訓練として、区長や各班の班長のみ集まり、避難場所、防災備蓄倉庫周辺の整備を

行うと共に、倉庫内の点検やハザードマップの確認を行った。

避難時の指示連絡体制の確認ができた。　又、避難時の要支援者についても、各地区の

班長が責任を持って確認することを申し合わせた。

今までに、明確になっていなかった事が明確になり安心出来るようになった。　地域の

住民にも結果を伝えていく事が重要だと思われる。

今、携帯のラインが有るので便利です。

当町内会は阿寺断層と隣接している為、地震時は各自安全な場所へ避難するなど、再認

識出来たと思う。風水害については高台で有るので、今いち他人事のような感じがあ

る。

各家庭には家庭の自主防災という事で、役員と班長のみで実施しました。各役割の確認

やコロナ患者の対応、要支援者の確認が出来て非常に良かった。

避難先を自宅にしている家庭が思ったより多かったです。当町内会には河川や大きな水

路もなく、土砂災害の危険も比較的少ないので、問題ないと思いますが、いざという時

は臨機応変に対応できるよう自主防災会を中心に準備します。



近年、災害が本当に各地で多く発生している。いつこの地域に発生してもおかしくない

ことを十分考えて、地域で助け合うように努めたい。

今回防災訓練を行なう事で、各家庭の協力もあり、スムーズに訓練・調査ができまし

た。とても良かったと思いました。

孤立集落となる可能性がある町内会に発電機が無い事で、避難所としての能力は極めて

低い避難所である事を確認することが出来た。

ここ数年は台風や豪雨等による災害が各地で頻繁に有ります。自身の地域では幸いにし

て大きな被害は有りませんが、いつ起こるとも限りませんので、例年の地域での自主防

災訓練は大切だと思います。今はコロナ禍で地域全員での訓練はできませんが、近いう

ちに全員参加での訓練を行いたいと思いました。

防災士にての講話は、災害に備えて自分たちが何をやっておくべきなのか、災害時には

何をすべきかを教えていただきました。あってはならない災害時のために今できること

はやっておければと思います。コロナ禍になり全体での訓練はできてません。終息すれ

ばどこかで行うべきではと思います。訓練でやったことしかできない。訓練でやったこ

ともできない。訓練でやってないことは絶対できない。その通りだと思います。

防災倉庫内に発電機を燃料を入れた状態で保管していたところ、燃料劣化のため、作動

不良。整備点検に出した。定期的（計画的）に点検整備し、いつでも使える状態に保つ

必要性を感じた。

新型コロナ下において最小限の対応とした。過去に比べ地域内の繋がりも薄れつつあ

る。地域における防災対応と共に、各家庭において「自身の家庭は自身で守る」という

意識高めも重要であると感じた。

家庭の防災訓練では、冊子を使った訓練、アンケート調査など、普段ではあまり機会の

ない、防災に関することを家族で話し合ったり、考える場ができて良かったと思いま

す。

中津川市総合防災訓練は新型コロナ感染のため、少人数で実施しました。安否確認にお

いては47戸中30戸の方が訓練参加されており、防災意識の高さが伺われました。また、

地区の防災備蓄資材の確認と避難所開設時のコロナ感染について意見を出し合えたこと

が良かったと思われます。

新型コロナウイルスへの感染対策をしながらの防災訓練となったが、家庭の冊子によっ

て全世帯が参加できた。地域での防災意識をある程度喚起できたと考える。



■改善点

コロナ感染要警戒の中でしたので、短縮化となり、避難訓練と土嚢の確認としました。

熱中症対策としてお茶の配布。今回サイレンが鳴らなかった為、皆さんへ連絡がいかな

かったかも。

高齢者はスマホを持っていないので、今回のハザードマップを見ることができなかっ

た。

コロナのため全戸の避難誘導訓練が中止となり、特に高齢者の方について状況が不明で

心配の残る結果となった。

クラブを一時避難所として開設する際の手順や役割について基本となるものがなかった

ため、話し合う事柄がうやむやになってしまった。

コロナ禍で自治会としての集団訓練が出来ず残念だった。訓練開始のサイレンもなくス

タートの出鼻がくじかれ、安否確認の黄色いタオルの掲示タイミングもずれたようで、

掲示個数も80/136戸（58.8％）で昨年より低下した。避難先・備蓄のアンケート回答率

61％、昨年より低い。（昨年度と同様のアンケートでパスしたかも）

安否確認は毎年継続の必要がある。来年度は効果をあげたい。役員のみではなく多くの

区民が参加できる方法を考える必要がある。

・指定避難所が遠い。

・高齢者は今の避難所の体制では生活は難しい。

・多数の避難者が出た時は避難場所の確保と場所移動の体制に不安がある。

・来年度開所予定の市民交流プラザは避難所にならないのか。

・災害は地震だけでなく風水害もあり、避難所の現状の設定だけで対応が可能か心配。

訓練内容の全区民への周知方法は回覧で十分なのか？

クラブが河川横なので、水害時（地震時も）避難所として使用不可。このハンデへの対

処法は？

備蓄の十分性は各家庭でしっかり認識されているか？

防災活動の継続のため、自主防災会を単独の組織として継続性を高めたい。

災害時の対応より「その現場で家庭や個人がどのように発想し安全を確保するか」を理

解する活動を重視すべき。

市配布の「家庭で行う防災訓練」の活用状況は85%であった。ただし活用の方法につい

ては調査はしていない。大半はひと通り目を通した程度で具体的な行動を起こした家庭

は少ないと思われる。避難場所については過去に災害に合われた経験のある世帯につい

ては、慎重に考慮されて判断されている。



アンケート提出なし17世帯。当地区にいたっては、防災の意識が弱いように見受けられ

ました。

メニュー例があっても結局素人がやる事なので、例ではなくいっその事具体的にやる事

を指定してくれた方が事を進めやすい。地区の避難場所について、小学校にいけない可

能性もあるので、他地域の近くの避難所にもいける様に調整してほしい。資料を見ても

何をどうするのかが分かりづらい。（特に避難行動要支援者関連）

訓練を縮小で実施は意味不明だと思います。町内会長と協議の上中止としました。

班長を交えた訓練を行えなかった。

非正規社員の中には自分の会社以外でコロナに感染して陽性になり、会社を休んだ場合

は、その会社を辞めなければならない人がいる。こんな時期に組独自で他家族の人と接

触する行事を行うことはできない。

まだまだ自宅が一時避難先としている方がほとんどです。

自宅避難場所にと考えている方が多い。

総合的な訓練が出来ないと防災訓練の意味が薄れる。

アンケート回収は約80％近くできたが役員だけでは、訓練内容の浸透という点で無理が

ある。

中津川市の対策本部との連携・連絡など行政との連絡網など情報伝達の面で切れてお

り、不安が残された。

行政としての訓練、地域・民間としての訓練それぞれが持ち場における訓練を系統的に

行っているという自覚の持てる防災訓練であるべき。

コロナ禍をおいても市としての総合的な訓練を実施することが重要。そこに地域コミュ

ニテイを如何に協働、連携させていくのかがポイントではないか。

直近の災害が無い為マンネリ化及び参加者減。

全体的に防災意識が低く、自主防災会の各班長においても、自分の役割を忘れている人

もみえた。

毎年これと言った内容もなく、集合してただ雑談で解散という状態で集合の意味をあま

り感じません。

出席者が少なくコロナの件を考えた方が良かったかと思います。長い間、重大な自然災

害がなかったという感想も同時に持ちました。

地域的に高台に住んでいるため、風水害は自宅避難になってしまいました。

市から配布されている「家庭の防災訓練」「ハザードマップ」を見ていない方が多く見

受けられた。又、自主防災会組織をほとんどの方が知らない。



■課題・困っている点
当区には、常会として位置づけられている県職員住宅（教員住宅・警察官舎）以外に

も、いくつかのアパート等があります。設置者から、居住者の名簿をいただいているア

パートもあります。しかし「防災のため」とお願いしても返答がなかったり、かなり以

前の区長の時代から設置者と連絡さえ取れないアパートもあり、住民の状況把握の面で

困っています。

今年度の防災訓練は、新型コロナウイルス感染拡大が第7波の影響で市内でも連日100名

以上の感染者で警戒を要するため、自主防災会役員（27名）のみで「地域防災力の強

化」を訓練目的とし、①一時避難所開設訓練②災害図上訓練③災害備蓄倉庫点検訓練を

行いました。

以下訓練に対して出た意見まとめ

・一時避難所は区民にとって比較的避難しやすい場所である。

・防災備蓄倉庫の近くに一時避難所があるので、対処しやすい。

・自主防災会の今回の避難訓練では、本番では難しい。

・昨年の8月豪雨土砂災害の復旧が不十分で再災害の危険あり。

・災害時の連携強化と情報の共有が今回の訓練で重要と感じた。

・避難者の誘導に班長だけでは大変。少なくとも5名体制が必要。

・一時避難所の炊き出し、負傷者の応急処置対策、対応に区内の看護師、看護有資格者

数名が絶対必要。

・災害情報、避難指示等の伝達、連携の取り方を考える。

・一時避難所から指定避難所（第一中学校）への誘導方法など詳細なマニュアルが絶対

に必要。

今年はコロナ感染防止対策で、防災訓練内容の変更があり、役員や防災士だけの訓練で

対応が難しかった。

本年度の防災訓練も家庭での自主訓練となり、おだやかな訓練となり、緊張感が無かっ

た。

避難先が集会所になっているが、地形的に一番近いところにあり危険を伴うことになっ

てしまう。避難先が遠くて、避難中の道中の危険の方が大きい。

自力での避難が困難な独居高齢者を指定避難所まで移送する手段が難しい。身内、親戚

が遠方の場合はタクシー、介護タクシーを利用せざるを得ない。方法として不安が残

る。

防災備蓄倉庫の点検時、鍵の予備が無いなど判明したため、鍵の取り扱い、保管場所を

改めて区三役で確認。予備鍵を作ろうとしたが、特殊の為出来ず。



食料品については各家庭備蓄している。水と燃料については何とか確保できる。電気が

停電になると冷蔵庫が使えない為に食料品が心配になる。

コロナの第７波が収まらない為、人が密に集い、話し合う内容の訓練ができないのが残

念。また、実際に災害時に伝染病が流行していたら、避難所の設置時に施設内の区割

り、もしくは感染者専用の避難所の設置等、共助では対応できず、公助も必要になる場

合が生じることが予想される。

備蓄食料の捉え方がうまく伝わらず、行っていると回答した世帯が多い。

実際に大雨などの避難の伝え方（判断含め）をよく考える必要あり。

公会堂に少々の備蓄食料を備えるか、今後の課題。

指定避難所は遠方で、地区の集会場は古く避難所にはならない。

地区の集会場を避難先とする世帯が9件ありましたが、現在集会場にはコロナ感染予防用

の消毒が有るだけで災害避難用の備蓄物は何もありません。激しい雨の中自宅では不安

で、「みんなといれば少しは安心できる」との思いもあると考えます。集会場も老朽化

してきており対策が必要でありますが、先立つものが有りません。

防災倉庫、発電機、燃料（ガソリン）をどうするか問題です。（ガソリン劣化、キャブ

詰まり、ガソリン費をどこから出すか等）まずは備蓄せず持ち寄り、買い出しすること

とします。

防災倉庫の機器点検では、使用頻度がほとんど無い為、緊急時における即対応が出来る

のか不安が残る。

一時避難所を開設するか否かの判断は難しい。（役員自身が避難者。役員がそろうか。

鍵を誰が開けるか。等、現実的な問題が出てきそうである。）

防災倉庫内のチェーンソーの起動ができなかった。

諸事情により参集型の訓練を行うことができませんでした。現在、地区の集まりがない

ので、色々な取組の周知が困難な状況です。

最近の大雨の程度から土砂崩れが心配です。消火栓のホースが足りない箇所がありまし

た。集計結果の住民への報告方法と活用の仕方、今後にどう活かすかが気になります。

安全な避難所の選定が難しい。

現役消防団員は自主防役員から外した方が良い。（災害時、火災対応や埋没者救出対応

が優先される為、避難誘導ができなくなる。）逆に消防団経験者が町内にいれば対応力

アップの為、おおいに自主防役員に選出した方が良いのでは等の意見あり。

今後防災倉庫に簡易トイレを置いたらどうかという意見が出ました。



■地域での取り組み・今後の取り組み

今年度クラブ玄関前にAEDを設置し緊急時に対応できるように致しましたが、取り扱い

説明が全区民にまだできていない為早急に講習会を計画開催し全区民が使用できる様に

していきます。安否確認は電話での確認を主としていますが、実際の災害時にできるか

不安です。災害はいつ起きるかわかりません、平日で誰もいない時、高齢者しかいない

時どうするのか、地域ではどうするのか考えていく必要があると思います。東北での震

災での事例がありますのでそれらを分析しマニュアルを作成し、今後の防災訓練に導入

していくようにします。又毎年継続していく事が重要と思います。

次年度は災害に対応出来る継続的な防災組織メンバーに変更を検討中。

現状の自主防災組織は、基本的に2年で交代しているので継続的な活動が出来ないと思わ

れる。今後は、一次避難所開設マニュアル（避難所開設基準等）を、防災組織内で検討

して作成したい。

対策はより具体的に、特に避難時要支援者は周辺宅（2、3軒）へきちんと要請しておく

とが必要と考えます。巨大地震はパニックになりますのでどうやって落ち着かせるか、

地域の中で意識して活動してくれる人を育てる必要があります。

地区の指定避難所は高齢者単独では避難はきついので、一時避難所（クラブ）に集ま

り、2名以上部会員が連れ添い高齢者を移動する。

クラブの避難所開設としてはルールがなく、過去避難所開設の経験もなかった。警戒レ

ベル3、または4で区民から開設のコールがあった場合にて開設する。但し大雨台風（風

水害）では避難所として安易に開設はしない方が安全と考え、自宅避難が安全である。

（地震等の大規模災害災害時に避難所開設をする方向）

災害時の備蓄が万全ではなく、避難時は各自が持参することを今後啓蒙していきたい。

又何を準備すれば良いか、地区区長会（まちづくり協議会）とも相談していきたい。

当地区は木曽川の氾濫危険区域であり、公会堂が土砂災害危険地域のレッドゾーンにあ

たるため、一時避難場所である公会堂を変更しようと考えています。

近年中に木曽川が氾濫する可能性が高く、自治会員には自宅ではなく、避難場所への避

難を意識づけるよう調整しています。

自治会の備蓄品について、もう少し品数を増やし管理していく事が必要だと思う。

当区は今後高齢化が一層進むこと、山間狭隘路が多く高齢者世帯が孤立化する可能性が

非常に高い。緊急時の連絡体制、装備が必要。また、他地区への連絡通路が国道363号線

のみで、これが寸断された場合地区全体が孤立する恐れもある。衛星電話システムや無

線設備の整備が必要である。支援を要する方への支援体制整備も緊急かつ重要である。



■市への要望

防災訓練を実施して、黄色いタオルの掲示が10件されていなかった。（事前に回覧で通

知したが）再度各戸に対し掲示をお願いした。危険箇所にお住まいの3軒について避難場

所の再確認を行った。

地域の集会所では、避難所としての利用ができないため、隣接地区に一時避難所として

要請をしたが、避難人数等もあり全員は無理があるので、区長またその他役員の方とも

今後検討の必要がある。

アンケートの結果「自宅避難」を選択する家庭が多数を占めているが、その家庭に対す

る自主防災会の関わり方を具体的に示せると良いのかと思う。

コロナ感染対策で町内会全員で行えないのが残念でした。要支援者を町内会全員で把握

しておくようにしたいと思います。

昨年、大雨による公民館に避難もあり、その連絡などが行き届かないことがあり連絡方

法の見直しなどが今後の課題と思います。（チェーンメールなど）

各家庭にハザードマップを配布しました。

集会所での受付体制が整っていないのが次回までの検討事項となった。

区へのアルファ米供給はないのでしょうか。

防災訓練報告書の中で世帯主を記入する欄がありますが、市はこれをもとに各戸に救済

ができるのでしょうか、ただ知りたいだけではないのでしょうか。各家庭の避難先や食

料の備蓄状況を市が承知されても、対応は不可能と思います。それよりも避難所の増設

やどうしたら食料が入手可能かを事前に知らせる方が合理的ではないでしょうか。

役員会が毎月末に開催されるので8月末に防災訓練を行なうとその訓練内容の結果報告は

次の9月末の役員会になり、そのあと集計します。提出期限が10月3日なのでまだ提出し

ていない班がありますが、手元にある結果報告になるのでもう少し提出期限が遅いと正

確な結果が送れると思います。

アンケートの回答用紙が冊子の一部となっており、そのまま提出ができないため、区で

別の提出用のアンケートを用意する必要があった。今後こういったことを実施する際に

は、切り離して提出できるようなものを検討してほしい。

区民あてのアンケート用紙は、そのまま使えるものにしてほしい。



ネット関係を使えないご高齢の方もいますので、冊子のハザードマップの確認方法には

問題があるのでは。

今回の防災訓練では、避難訓練を目的として行ったもの。したがって、各家庭内の状況

については確認していない。また、サイレンが鳴らないと参加者の緊張感がない。

アンケート回収方法に「難有り」。回答用紙を添付すべき。

防災の認知度を高めるためには、防災無線による広報やサイレンがあった方が良い。

報告書と家庭の防災訓練の報告様式の中で世帯ごとの避難先の言葉が異なる所があるの

で同じにしてほしい。

全ての危険エリアを集積したハザードマップが必要。

竜巻・暴風・落雷の対策を考慮すべき。

家庭の防災訓練の報告方法を市で統一できないか。

地区集会所を一時避難所から格上げした場合、どの様な備蓄品を世帯数に応じてどの位

備蓄するかのガイドラインがあるとよい。

地区集会所に配布できる防災資材や備蓄品を地域事務所に備蓄しておくことが必要だと

思う。

要介護者の避難体制確認：常会長と民生委員が共同して作業に当たることが出来、まず

地域の要介護者の問題の理解が進んだ。課題①危険地域にお住まいの方で自宅避難、支

援も必要ない言う方が居るがどう対応するか。課題②痴ほうの方は説明しても分かって

もらえないため施設入所等を検討いただきたい。課題③車がなく避難したくてもできな

い方は消防または市で対応できないか。課題④地蔵堂川の土井山用水近辺は土手が浅い

ので、土手の嵩上げができないか。

避難指示が出たら民生委員が確認を取るが、要支援者の状況により上記の対応を検討い

ただきたい。

防災訓練という名称を変更したらどうか。「防災訓練」＝「ああ、あれか」という意識

の人が多い。実効性が疎外されていく。

避難行動要支援者名簿の確認をした。更新がされていないので亡くなっている方のお名

前も散見される。要支援者が支援者になっているケースも。悲しい現実を目の当たりに

した。個人情報保護の厚い壁を感じた。役員でも、要支援者の自宅を知らない人がい

る。町内会で顔の見える関係を築くことが災害時には重要になってくる。



発電機を購入したいため、補助金を使いたい。

最近3年間はコロナの影響で縮小した訓練しかできなかったが、地球温暖化等で短時間降

水量の増加や、台風の発生増に伴い、過去の風水害とは違った被害も発生しているの

で、防災訓練の見直しを検討されたい。

新型コロナウイルス感染が拡大し既に3年目となりますが、防災訓練も地区内の大勢の人

達で出来なくなり、防災訓練の意識も少なくなっていると思います。今後屋外だけでも

防災訓練が出来る様にしたら良いと思います。

寺沢川の避難指示発令の基準を見直してください。現状は発令のタイミングもおかしい

し（雨が止んで30分くらいすると発令される）、川の状況を見ても危険なほど増水して

いるようには見えない。また、他所に住んでいる知人等からその都度安否確認のTELが

来るため申し訳ない。

防災備蓄倉庫は必要との意見が多く、再配備に向けて再要望していくことになる。

備蓄倉庫点検により防災備蓄倉庫設置箇所には、土嚢袋、土嚢用砂が必要であるとの点

検時の意見があった。土嚢袋（100袋）、土嚢用砂を要望する。

防災倉庫前には、駐車禁止の表示が必要と思われる。（バリケート等目立つもの）

防災倉庫に水中ポンプ（2インチ程度）が最低1台は必要と思われる。

消火栓が2カ所バルブの開きが悪い。

地下式消火栓の取扱者に決まりはあるか。

避難行動要支援者の名簿の取り扱いがよくわからなかった。（避難支援者を決めるのか

どうか？）

今回の訓練は、冊子活用家庭の防災訓練で終わりましたが、来年度は、避難訓練も実施

できればと思いました。

防災備蓄倉庫の備品について、発電機の燃料のパッキンが劣化しており、燃料が漏れて

使用できない。倉庫の備蓄品にブルーシート、トラロープ、土のう袋がないので、是非

配給してほしい。

防災訓練の予告（防災無線・サイレン）があった方が良いと思った。

自主防災会の各班長は行政班長が兼ねているため、2年で交替している。そのため、特に

班長の役割・活動内容がよくわからないという意見が多い。従来からマニュアル的なも

のが無く、今回の防災訓練以外にも関係者（防災士を中心に）で毎月1回、「自主防災マ

ニュアル」作成に向けて会議を重ねている。一般的な自主防災会向けのマニュアルは無

いのでしょうか。あれば参考にしたい。



冊子の氏名、住所、連絡先が書けると良いと思います。

又、書いたものの写し複写ができると良いかと思います。（提出用と個人用等）

報告書書類をUSBとかデータを頂けるとこのような下手くその文字で記入することな

く、行政的にも集計が楽になると思います。

指定緊急避難場所としての総合事務所第2庁舎は洪水の場合は利用できないことになって

いるため、川に近い世帯でも避難先が自宅になっている。

公民館は、土砂災害の危険が高いエリアを通って避難することになり、躊躇したものと

思われます。

過去には浸水の危険が迫った際、総合事務所第２庁舎の2階に避難したことがあるそう

で、今後も利用できるとありがたいと思いました。

当自主防災会所属の防災士と消火班長が、同時刻に行われた消防団の訓練に参加したた

め、自主防災会の訓練には欠席となってしまった。災害時には地区においても大切な任

務があるため、地元の訓練に（少しでも）参加できるよう配慮があるとありがたい。

今回の防災訓練は最近特に異常気象により多発している風水害の訓練で、町内会役員に

おいても山に近い町内会のため山崩れ、河川氾濫等の心配がされるので地震の災害訓練

も必要であるが、隔年度で両方の訓練を希望します。我が家は大丈夫！黄色タオル掲げ

る訓練で使用するタオル等（適当なものがなかなか無い）が町内会で統一した資材検討

している。市でも各町内会に斡旋を希望。

これまでの訓練同様、防災無線による開始の合図があると訓練がしやすくなります。

要支援者について名簿に載っていない要支援の方がいる。（中津川市のほうで毎年名簿

の見直しをして欲しい。）

コロナ禍で2年連続で中止の間に防災備蓄倉庫の荒廃が進み、防災器具が一目でわからず

倉庫の片付け、清掃となってしまいました。また、この2年の間に機材リストも行方不明

となっており、機材の確認はしたが照合ができなかったので、防災機材リストの再配布

をお願い出来るとありがたいです。

サイレンを鳴らして町民が防災についての関心が持てるようにしたらどうでしょう。

要支援者名簿の修正が何年も前からされていない。（毎年提出の際変更を申し出ている

が変わっていない。）

防災備蓄倉庫の交換・補充について、補助をお願いします。



■その他
コロナウイルス感染拡大により大人数による訓練は無理です。

コロナ禍の中で皆が集まる防災訓練は今後やるのは難しいだろう。班単位でクラブに集

まり、役員が防災について話すことになる。

コロナ禍で区民に集まってもらっての訓練が出来なかった。

台風シーズンを迎えて区民全員に防災意識を持ってもらえるよう工夫と努力が必要。コロナ禍で2年程訓練で集まる事が出来ず、顔を合わせる機会が少なくなっており、近所

の人の顔も把握できていない場合もある。

腕章とヘルメットが２組しかないので、４役と班長も必要で９組必要となる。

防災訓練の活動の一環として、ハザードマップの危険地域の見回りを行い、斜面が荒れ

ているので防災の専門家の視察、ご意見を頂きたい旨、要望書を提出しました。　回答

はまだ頂いておりません。

ほとんどが自宅避難であると思われました。

打ち合わせの行き違いにより一部のみのアンケート結果になりました。

本年度新型コロナウイルス感染防止の為、防災訓練等行事は中止しました。

コロナの中集まることが困難な為、各班長より、公民館に安否確認しかできなかった

が、コロナが終息すれば、もっと違った防災訓練になったと思われます。

現在のコロナ禍という状況で地域住民同士の顔を合わす機会が減っています。地域共助

の意識を維持して行く為には、少しでも顔を合わせて困りごとを聞く事が大事だと思い

ます。

中津川市洪水ハザードマップ（令和3年2月作成）の松島川における重要水防箇所表示位

置が間違っていませんか。

コロナ感染防止の為、自主防災会役員のみの訓練も中止いたしました。

避難先集会所は不適切と思われる。公民館が良いと思われる。



■自主防災会によっては、コロナウイルス感染防止の観点から訓練を中止した地域もござい

ました。その一方で地域での集まりが減り地域の繋がりが弱くなっている事を危惧するご意

見や、地域住民が直接参加する防災訓練が出来ず、防災に関する意識が薄くなってしまって

いるといったご意見もございました。現在、感染拡大の第８波も心配されている状況です

が、今後も感染拡大には最新の注意を払いつつ、出来る限り地域全体で防災意識を啓発でき

る取り組みを検討していきたいと思いますので、今後ともご理解ご協力の程をよろしくお願

いいたします。

【令和４年度防災訓練の報告とりまとめについて(防災安全課)】

■家庭の防災訓練に合わせた各家庭からの報告とりまとめでは、まず避難先について「自宅

避難」が73.2%と最も多く、次いで「指定避難所」、「集会所等」という結果になりまし

た。令和３年度の報告結果よりも「自宅避難」の割合が高くなっており、冊子内の「避難先

フロー図」をご活用いただいたものと考えています。防災訓練に関するご意見の中で、「自

宅避難ばかりになってしまった。」と自宅避難に対してネガティブなイメージの意見があり

ましたが、ハザードマップ等で自宅の安全が確認できる場合は、自宅避難も立派な避難先と

言えます。今回7割以上の地域住民の方が自宅避難を選択していますが、重要なのはしっか

りと安全性を確認した上で自宅避難を選択しているかどうか、そして自宅避難を選択するた

めの家庭備蓄が行えているかどうかです。自宅避難の割合に対して、家庭の備蓄が出来てい

ると回答した世帯は全体の６割程度でした。半分以上の家庭で災害に備えた備蓄が出来てい

ますが十分ではありません。今後も家庭備蓄の割合を増やしていけるような意識啓発を検討

してまいります。

■自主防災会長様からいただいた防災訓練のご感想の中では、①訓練開始のサイレン吹鳴に

ついての要望と、②アンケート集計方法の改善についての意見が目立ちました。今回はテー

マを風水害としたことで、「災害発生後に避難する」という想定ではなかったため、災害発

生の代わりであるサイレンの吹鳴は行いませんでしたが、防災訓練の開始の合図にしている

地域や、風水害の危険性が少ないため地震災害を想定した避難訓練を独自で行っていた地域

等があったため、来年度の防災訓練では上記２点を改善できるよう努めてまいります。

■今回、コロナウイルス感染症の対策として、接触を避けて行える「緊急連絡網」を用いた

訓練を行っていただいた地域が多くありました。世帯の多い自主防災会においては、全地域

住民を巻き込んだ緊急連絡網等の整備は負担が大きいことも予想されますが、いざという時

の連絡手段を確保しておくことも大変重要です。また、大規模災害時には電話回線の混雑を

防ぐため、災害用伝言ダイヤル等の活用が推奨されていますが、スマートフォン等が扱える

場合は、LINE等のSNSの活用も効果的です。中津川市では、市デジタル・トランスフォー

メーション推進計画の一環としてスマートフォン・タブレット教室を開催しています。防

災・減災対策においても、インターネットやスマートフォンの活用により大きな効果が期待

されます。是非ご活用ください。


