
                           

平成 25年 10月 29日 

    

平成平成平成平成２５２５２５２５年年年年    北海道防災総合訓練北海道防災総合訓練北海道防災総合訓練北海道防災総合訓練（（（（避難訓練参加住民避難訓練参加住民避難訓練参加住民避難訓練参加住民アンケートアンケートアンケートアンケート））））成果成果成果成果    

 

アンケート調査状況 

 昨年１０月北海道総合防災訓練（津波避難訓練）に参加した久根別・東浜 10町会（住民

参加者 256名）の中から 100名にアンケートを依頼し 87名の方から回答を得て集計した

ものであります。 

 

（添付資料） 

１ 久根別・東浜１０町会集計表 

  添付資料１ 

２ 久根別・東浜１０町会集計意見内容 

  添付資料２ 

３ 久根別・東浜１０各町会毎意見内容 

  添付資料３ 

４ アンケート内容用紙 

  添付資料４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



○ △ ×

30 46 12

32 44 12

防災行政無線 30 47 11

市広報車 38 34 16

57 27 4

18 43 25

77 11

66 22

75 13

59 29 0

39 40 9

75 12

47 28 13

44 35 9

687 373 169

１１１１　　　　情報伝達訓練情報伝達訓練情報伝達訓練情報伝達訓練

　１）緊急地震速報の放送

　２）大津波警報の発表

　３）避難指示の発令
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平成平成平成平成２５２５２５２５年年年年１０１０１０１０月月月月２９２９２９２９日日日日　　　　北海道防災総合訓練北海道防災総合訓練北海道防災総合訓練北海道防災総合訓練アンケートアンケートアンケートアンケート  　　  　　  　　  　　久根別久根別久根別久根別・・・・東浜東浜東浜東浜１０１０１０１０町会町会町会町会　　　　総計総計総計総計

項目
件数

意見等

　６）一時避難場所

　２）避難所の運営要領（職員対応）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合合合合　　　　計計計計

４４４４　　　　二次避難所二次避難所二次避難所二次避難所のののの運営要領等運営要領等運営要領等運営要領等

　１）避難所の受け入れ態勢

　４）サイレン吹鳴

２２２２　　　　避難行動避難行動避難行動避難行動

　３）避難経路

　４）原則徒歩である避難方法

　５）津波到達予定時間と避難の時間

移動方法について

３３３３　　　　一時避難場所一時避難場所一時避難場所一時避難場所からからからから二次避難場所二次避難場所二次避難場所二次避難場所へのへのへのへの移動移動移動移動

　１）避難開始までの所要時間

　２）避難経路の確認

　

　　　　　　　　　　別添資料

　　　　　　　　　　別添資料

　
　　　　　　　　　　別添資料

　　　　　　　　　　別添資料



添付資料２  

久根別久根別久根別久根別・・・・東浜東浜東浜東浜１０１０１０１０町会意見内容町会意見内容町会意見内容町会意見内容    

１１１１    情報伝達訓練情報伝達訓練情報伝達訓練情報伝達訓練 意意意意    見見見見（（（（内内内内    容容容容））））等等等等 

１）緊急地震速報の伝達 

２）大津波警報の発表 

３）避難指示の発令  

４）サイレン吹鳴 

● 家の中では、緊急地震速報、大津波警報等は聞き取れなか

った。(11件) 

● 事前に承知していたので何とか聞き取れた。(11件) 

・ 放送の音量を上げてもらいたい。 

・ 避難の指示の放送は継続して繰り返し実施すべきだ。 

・ 携帯に訓練津波情報が流れたのは良かった。 

・ 防災行政無線の端子を増加してもらいたい。 

２２２２    避難行動避難行動避難行動避難行動    

１）避難開始までの所要 

時間 

２）避難経路の避難方法 

３）避難経路 

４）原則徒歩の避難方法 

５）津波到達と避難時間 

６）一時避難場所 

    

    

    

    

    

    

 

●冬季積雪時は、避難経路は不安であり、適切でない。(9件) 

●川沿いの避難経路は不安である。(3件) 

●避難経路沿いに危難経路標識を多く設置して欲しい。(2件) 

●避難方法で車両・自転車での避難方法を考慮して欲しい。 

(5件) 

●避難経路上で橋を通過しなければ成らない地点があり本当

の災害時は橋が通過出来るのか不安である。(2件) 

●旧久根別川に架かる徒歩避難用の橋が欲しい。(2件) 

●一時避難場所で待機職員による津波災害情報、事後の行動等

の説明が無かった。(2件) 

●一時避難場所の地積は、今訓練では充分であるが地区住民の

人口を考えると狭いと思う。(7件) 

・一時避難場所には、夜間照明・トイレ等を常設し、災害備蓄

品を置いてもらいたい。(3件) 

・ 一時避難場所には、幼児用待機位置・大型テント等を設置

した方が良い。 

・ 一時避難場所には、夜間遠くからでも確認出来る標識を設

置すべきである。 

・ 一時避難場所の除雪対策は出来ているのか。 

・ 一時避難場所は海方向が確認出来るよう高くしてもらいた

い。 

・ 久根別小学校は耐震化を強化するとともに屋上を設置し、

避難所に指定してもらいたい。 

・ 今後建設する道・市営住宅は屋上及び屋外非常階段を設置

し、津波避難所として活用していただきたい。 



３３３３    一時避難場所一時避難場所一時避難場所一時避難場所からからからから    

        二次避難所二次避難所二次避難所二次避難所へのへのへのへの移動移動移動移動    

１）移動方法について    

・ 車両乗車の優先順位を考慮していただきたい。 

 （子供・高齢者・障がい者・女性等） 

・ 高規格道路のガードレールを乗り越える為の工夫を考慮し

ていただきたい。（今回は自衛隊の補助で問題はなかった

が） 

・ 本当の災害時の交通混乱を考慮して、別経路のバス移動経

路及び避難先を考慮し、計画していただきたい。 

・ 一時避難場所での待機時間が長かった。(2件) 

４４４４    二次避難所二次避難所二次避難所二次避難所のののの運営運営運営運営    

        要領等要領等要領等要領等 

１）避難所受け入れ態勢 

２）避難所の職員対応等    

◯ 避難所運営は良く出来ていた。(2 件) 

●避難所内の案内表示が不十分(2件) 

●避難所での担当者説明が良く聞き取れなかった。(2件) 

・避難所運営の責任者がよくわからなかった。 

・ 避難所での安否確認は効率性に欠けていた。 

・ 座れない人のために椅子等を準備して欲しかった。 

・ 非常食（アルファ米）は老人、子供には適切でない。 

５５５５    そのそのそのその他他他他 ● 訓練全体と通じて住民、職員等に緊迫感のない訓練だった。 

                      (2件) 

● きめ細かい防災計画の策定、市民への防災普及教育及び職

員研修・訓練をお願いします。 

◯気象条件が悪い状況（雨・積雪）、夜間等にも訓練を実施す

べきである。(2件) 

○子供達が家にいる祝日、日曜、夏休み中、冬休み中等にもこ

の種訓練をした方が良い。 

○避難訓練は年１回は実施した方が良い。 

○抜き打ち訓練もやった方が良い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別添資料４ 

平成２５年度 北海道防災総合訓練参加者アンケート（避難訓練参加者用） 

   

１０月２９日に開催された避難訓練にご参加いただきありがとうございました。 

 市では、訓練参加者へのアンケート調査を実施しますので該当する事項に〇を記入して

下さい。 

 

１１１１    情報伝達訓練情報伝達訓練情報伝達訓練情報伝達訓練    

 1) 緊急地震速報の放送 

 ア）確認できた。 イ）余り聞き取れなかった。 ウ）全く聞こえなかった。 

2) 大津波警報の発表 

ア）確認できた。 イ）余り聞き取れなかった。 ウ）全く聞こえなかった。 

3) 避難指示の発令 

ア）防災行政無線放送 

ｱ）確認できた。 ｲ）余り聞き取れなかった。 ｳ）全く聞こえなかった。 

イ）市広報車の広報 

ｱ）確認できた。 ｲ）余り聞き取れなかった。 ｳ）全く聞こえなかった。 

 4) サイレン吹鳴（防災行政無線） 

ｱ）確認できた。 ｲ）余り聞き取れなかった。 ｳ）全く聞こえなかった。 

 

２２２２    避難行動避難行動避難行動避難行動    

  1) 防災行政無線を聞いてから避難開始までの所要時間 

  ｱ) ３分以内程度 ｲ) ５分程度 ｳ) 10分程度 

2) 避難経路の確認 

 ｱ) 事前に確認していた。 ｲ) 事前に確認していなかった。 

3) 避難経路 

 ｱ）適切である。 ｲ）問題がある。 

ｲ）と回答された方、お気づきの点を記入して下さい。 

 

 

 

4) 原則「徒歩」としている避難方法について 

 ｱ) 特に問題とは感じなかった。 ｲ) 問題がある。 

 ｲ) 問題があると回答した方、お気づきの点を記入して下さい。 

 

 



5) 津波到達予定時間と避難の時間について（本想定では 10:11到達予定） 

 ｱ 十分時間はあった。 ｲ) まあまあ時間はあった。 ｳ) 時間が足りなかった。 

 ｳ) 時間が足りなかった。と回答した方、お気づきの点を記入して下さい。 

 

 

 

6) 一時避難場所（萩野①、萩野②、一本木①、一本木②） 

 面 積 

 ｱ) 十分な面積であった。 ｲ) まあまあの面積であった。 ｲ) 不十分である。 

   一時避難場所についてお気づきの点を記入願います。 

 

 

 

 

３３３３    一時避難場所一時避難場所一時避難場所一時避難場所からからからから二次避難所二次避難所二次避難所二次避難所へのへのへのへの移動移動移動移動    

 移動方法について（バス・徒歩等の移動要領） 

  ｱ) 適切な移動方法であった。 ｲ) 移動方法に問題がある。 

  ｲ)  問題がある又はご意見のある方は記入願いします。 

 

 

 

４４４４    二次避難所二次避難所二次避難所二次避難所のののの運営要領等運営要領等運営要領等運営要領等（農業振興センター避難所、一本木会館避難所、久根別住民

センター避難ビル） 

1) 避難所の受け入れ態勢 

  ｱ) 適切であった。 ｲ)  まあまあであった。 ｳ) 不十分であった。 

  ｳ) 不十分であった。と回答された方、ご意見のある方は記入願います。 

 

 

 

2) 避難所の運営要領（職員対応） 

  ｱ) 適切であった。 ｲ)  まあまあであった。 ｳ) 不十分であった。 

 ｳ) 不十分であった。と回答された方、ご意見のある方は記入願います。 

 

 

 

    



５５５５    そのそのそのその他他他他    

  今回の避難訓練に参加して感じたこと、要望など何でも結構ですのでご意見よろしく 

お願いします。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※ アンケート記入ありがとうございました。北斗市地域防災計画に反映させていただ 

きます。 

                                    以上 


