
 

 

 

提供 効果的な防災訓練と防災啓発提唱会議 

 

 

第４回大仙市いっせい防災行動訓練 

～シェイクアウト 2018  ｉｎ  Ｄａｉｓｅｎ～ 

成 果 報 告 書 

 

吹雪の中でシェイクアウト（協和スキー場周辺） 

 

   平 成 ３ ０ 年  ３ 月 

大      仙     市 

 



 

 

 

 

目      次 

 

１ はじめに 

２ 訓練準備について 

（１） タイムスケジュール 

（２） プロジｪクトチームの活動 

（３） 事前参加登録の要領と結果 

（４） 市民への広報及び準備段階の反省等 

３ 訓練実施成果について 

（１） 訓練想定 

（２） 訓練実施状況（抜粋） 

（３） 成果と課題等 

４ 次回への反映について 

（１） プロジｴクトチームのあり方 

（２） 目標の設定（参加人数） 

（３） 課題解消のための対策等 

（４） プラス訓練の充実（座間市との協同訓練） 

 

５ おわりに 

 

添付資料   別冊第１ 「訓練所見綴り（部内）」 

別冊第２ 「訓練前後の報道資料」 

 

 

 



 

1 

 

１．はじめに 

  市は、昨年に引き続き、平成３０年１月２３日火曜日午前１１時に、「第４回大仙市いっせい

防災行動訓練 ～シェイクアウト 2018 in Daisen～」を行いました。 

昨年の目標２万５千人（人口の３０％）を更に５千人上回る人口の３６%にあたる３万人

を新目標に設定し「自分の身を守るための安全動作（まず低く、頭を守り、動かない）」について幼

児・児童・生徒や各種企業・事業所、各地域の自主防災組織をはじめ新たに県立の高等学校・支

援学校、仙北地域振興局・大仙警察署などを含む多くの市民が訓練に参加してもらいました。 

実績人数としては「２万９千 572 人」であり、目標の３万人に４２８人足りない結果となりまし

たが、自主防災組織の方から、「地震の際、一番基本的な動作であり、地域のみんなで行うことは地

域コミュニティ活性化にも役に立った」などの声があり、概ね成功することができたものと考えております。 

今回の訓練では、冬の平日（火曜日）午前１１時に、西仙北大沢郷付近を震源とする秋田仙

北地震が発生、市内最大震度７を想定し、主としてコミュニティＦＭ放送局「ＦＭはなび」の訓練開

始の生放送や音源などにより訓練を開始し、一斉に約１分間、その場で身を守る動作を行い、その後、

それぞれの場所で訓練を振り返り、周辺の危険物の有無や転倒防止の必要性などを検証しました。 

その後、訓練成果や発見した課題などを市事務局へファクスやメールで報告していただき整理するこ

ととしました。 一方、協和スキー場周辺では、第４回秋田県冬期防災訓練について県と市が主催し

約５００人の関係者が参加してもらいました。その参加者全員が訓練の終盤に一斉にシェイクアウト

する姿は実に壮観であり、県及び他市町村の参加者も非常に参考になったものと思います。 

また、プラスワン訓練として神奈川県座間市と連携した現地災害対策本部設置運営訓練を行い、

中山間部に位置する秋田県立大学セミナーハウスで新たな通信疎通状況や当面の被害状況の把握、

その緊急対策の確認、そして座間市との携帯電話による相互の通信などを行い、協和支所との協力

した訓練であり、昨年より更に前進したプラスワン訓練だったと評価できます。 

結びに、地元の新聞に掲載された市民の言葉を付け加えまとめとします。 

「災害は忘れた頃にやってくるということを肝に銘じ、日頃から備えをしっかりとしたい。年１回でも

こうした訓練するという取り組みは素晴らしいことだ。全市民に浸透すれば更に良いと思う」 
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２．訓練準備について 

（１） タイムスケジュール  

・平成２９年  ５月１５日  第３回の検証会議→課題の発見等、次回の訓練大要確認 

・平成２９年  ５月２３日  座間市と災害対策連絡会議（座間市役所）→課題の共有 

・平成２９年１０月２７日  第１回プロジェクト委員会開催→以降、月１回、合計４回 

・平成３０年  1月１２日  市長事前報告（ＰＪ会議の成果、訓練実施要領の報告） 

・平成３０年  １月１８日  ＰＴ最終会議兼事前報告会（最終確認） 

・平成３０年  １月２３日  市いっせい防災行動訓練（ﾌﾟﾗｽﾜﾝ訓練）（協和スキー場） 

・平成３０年  １月３１日  庁内及び市内参加団体等の成果報告締め切り 

     別紙１  「大仙市シェイクアウト訓練準備状況について（スケジュール図表）」 

（２） プロジェクトチームの活動 

■プロジェクト名   

大仙市シェイクアウト訓練に関するプロジェクト委員会 

■委員の参加範囲 

 各部局、各支所の主席主査から副主幹を中心とした職員約３０名の臨時組織 

別紙２ 「平成２９年度プロジェクト委員名簿」 

■会議 

 第１回平成２９年１０月２７日から平成３０年１月１８日まで合計４回の開催 

別紙３ 「プロジェクト委員会開催要綱」 

以下、第１～４回シェイクアウト PＴ会議録（抜粋）を整理した。 

＜第１回会議＞(H29.10.27) 

  ①本プロジェクト委員会の「目的」「位置づけ」「開催要綱」「役割」について 

  ②シェイクアウト訓練の「参加人数の目標設定(３万人)」、「今後のスケジュール」など 

  ③前回（H2８年度）課題について（来庁者対応、平時の安全管理、職場外の基本行動など） 

     別紙４ 「第１回シェイクアウトＰＴ会議」会議録 

＜第２回会議＞(H29.11.21) 

  ①各プロジェクト委員から準備状況（情報の伝達、各課の課題）について 

  ②市立大曲病院、県立高校等の参加要領について 

  ③公式チラシ、昨年度の成果報告書の一般・企業・学校用の配布について 

  ④質疑応答について 

   ・ 市全体としては訓練参加の依頼文は各所属長に一任、各団体等に対してはＰＲすること。 

   ・ 訓練実施時間は午前 11時に決定。本訓練は市民の自発性を尊重し、強制的ではない。 

別紙５ 「第２回シェイクアウトＰＴ会議」会議録 
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＜第３回会議＞(H29.12.22) 

 ①事前登録状況や課室内の課題等について各委員から発表 

 ②音源について統一事項「FMはなび」「市HP」「ファイルサーバー」のいずれかを使用する。 

 ③協和スキー場での「秋田県冬期防災訓練」の訓練概要、留意事項などを共有した。 

 ④次回の最終回会議兼事前報告内容について（ＰＴ会議の成果、登録状況）説明した。 

別紙６ 「第３回シェイクアウトＰＴ会議」会議録 

 

＜第４回会議＞※最終(H30.1.18) 

 ①事前報告について 

・ これまでの PＴ委員会の成果について 

・ 事前登録状況について（1/18の状況、288団体、27,652人：目標を達成していない） 

・ 当日のシェイクアウト訓練、冬期防災訓練（プラスワン訓練）の概要について 

・ 検証会議内容「成果報告」、「ＰＴ委員会のあり方」、「座間市の訓練紹介」について 

 ②質疑応答、その他について 

  ・市長等指導の共有 

 老松市長：防災ラジオでの緊急起動を行うのか？→今回は実施する。 

 佐藤副市長：秋田県冬期防災訓練では県や他の市町村関係者も行うのか？→実施する。 

別紙７ 「第４回シェイクアウトＰＴ会議」会議録 
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（３） 事前参加登録の要領と結果       

■ 事前登録期間   平成２９年１２月１日（金）から平成３０年１月１９日（金） 

            （１２月号の市報に「事前登録票」を全戸配布し、訓練の４日前までとした） 

■ 事前登録手段  上記、「登録票」をＦＡＸ、郵送、メールなどで総合防災課窓口へ送信 

             （市の窓口一本化、ＨＰ掲載・コミュニティＦＭで広報） 

■ 最終登録者数   ２９，５７２人（目標未達成） 

■ 登録区分の順位と参加率 

【事前登録】  

 

・市内の小・中学校、幼稚園・保育園は、高等

学校については、全て参加登録があった。 

・自主防災組織について、神岡、西仙北、南

外、仙北、太田の５地域において 100%、他の

３地域においては大曲 32.6%、中仙 53.3%

協和 13.6％となっている。 

 

【最終結果】  

 

・小・中学校、幼稚園・保育園、高校は登録時

と変化なく全体の４０％（人）が参加し、防災

教育の推進に効果あるものと考える。 

・自主防災組織でも約４００人増加 

・官公庁も再調査の結果、約１００人増加 

・医療・福祉とその他で約８７０人の増を確認 

 

別紙８ シェイクアウト参加実績状況 

別紙９ 訓練実績分析表 

  自主防災組織が 13,043 人で全体の４４％を占め、次いで教育機関である市内の幼稚園・保育

園、小・中学校及び高等学校が職員を含めて１1,２２４人と全体の４０％を占めた。この二つの種

別だけで参加した参加総数の８４％を占めている。また、市内の企業においても積極的に約1,500人

が工場などで参加していただいた。また、医療福祉関係も現業の厳しい中、積極的に参加を得た。 

詳細の参加率は別紙８ 「シェイクアウト参加実績状況（円グラフ）」、別紙９ 「訓練実績分析表」  

によるが、成果報告会での市長指導内容等から、次回は節目となる５回目となるため、丁寧な広報活

動や目標未達成のため再度３万人突破を目指すなど新たな目標設定などを検討する必要がある。 

自主防災組織 

(12,043人) 

高等学校 

 (2,389人) 

小・中学校 

(5,659人) 

幼稚園・保育園 

(3,176人) 

(1,120人) 
市内企業 

業 

医療・福祉 

(1,259人) 

その他 

(320人) 

官公庁 

(1,185人) 

 

幼稚園・保育園 

(3,176人) 

高等学校 

 (2,389人) 

小・中学校 

(5,659人) 

その他 

(587人) 
医療・福祉 

(1,391人) 

市内企業 

 (1,582人) 

官公庁 

(1,391人) 

自主防災組織 

(13,043人) 

参加総数 

29,572人 

参加予定 

27,151人 
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（４） 市民への広報及び準備段階の反省等  

  ■ 「チラシが堅い」との指摘を受け、斬新に分かり易く更新し、プロジェクト委員会で協議・決定 

  ・１２月１日号の市報に「訓練チラシと登録票（両面印刷）Ａ４版１枚」を全戸配布しました。 

 

（表面） （裏面） 

 
 

■ プロジェクト委員会会議で登録状況の確認、登録促進について協議 

■ 市全体として動員依頼はせず、あくまでも「自主性」を基本として、事務局で待ち受け体制 

■ 市立大曲病院の一部職員の参加や県立高等学校の参加については各委員で協議 

■ 大仙市ホームページのウエブサイトお知らせ版に「掲載」、１～２週間を頻度に更新 

 

● 反省点 

  ① 登録期間がやや短期間であり、「忘却」「まだまだ」など、一部の市民の関心が得られなかった。 

    対策  登録の期間設定や広報チラシの内容などを検討する。 

  ② 登録団体の種別により参加率に大きな開きが見られた。 

    対策  自主防災組織を中心に年度当初から「訓練の紹介、地震体験車」などで啓発する。 

  ③ 市域に設置されている国の機関や途方公共団体など官公庁の参加は限界がある。 

    対策  年間を通じて公共機関に「訓練の紹介、参加依頼」を行い知名度向上を図る。 

  ④ 一般企業や医療福祉関係も更なる拡大が必要である。 

    対策  ③同様に、医療行政懇談会及び企業対策連絡協議会などを更に活用し広報する。 
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３．訓練実施成果について 

（１）訓練想定 

１月２３日   「秋田仙北地震」、市内最大震度７を設定 

設定の理由は、昨年９月８日夜に発生した神宮寺震度５強は「大正時代に発生した強首地震

の余震」との有識者の意見があり、市域で現実的に予想される地震であることから、市民の皆さんに

啓蒙すべき内陸地震であるから今回の想定地震として設定した。 

市内北部（協和・神岡・西仙北）に甚大な被害が集中、地震と雪の重みで倒壊建物、雪崩、

火災が発生し、協和スキー場では雪崩が発生し高校生が遭遇したり、火災も発生している。 

市長は、地域防災計画に基づき現地災害対策本部を「協和スキー場内」に設置し、地震動によ

る雪崩事故や積雪寒冷の克服などを狙いに設定した。（冬期防災訓練との連接） 

 

（２）訓練実施状況（抜粋） 

ア  市内小・中学校のまとめ（教育指導課） 

① 参加人数 

   ・小学校２１校 ３,６１７名 

   ・中学校１１校 ２,００５名   合計 ５,６２２名 （詳細は別紙） 

以下、各校からの報告から抜粋 

② 成果と課題 

（１）成果 

○スキー教室中にも訓練を行った。その場で体を低くして、頭を守ることができていた。 

○放送をよく聞いて「揺れが収まりました。」と言われるまで机の下にかくれていた。 

○机の脚を対角線でつかむことやあぐら座りのような安定した座り方を指導し、徹底することができた。 

○大川西根公民館長さんが来校し、児童の避難の様子を見守るとともに終わりの会で、７月の水害

時の公民館への避難を例に、公民館にも避難ができることを教えていただいた。 

○知識として頭に入っていても実際に動くと思った通りにできないこともあるため、このような訓練の積み

重ねは大切だと思った。 

○訓練音源の背後から聞こえる揺れる音も、臨場感・緊張感があってよかった。 

○全市一斉の訓練に参加したことで、市民としての自覚と防災意識の高まりが見られた。 

○学校での計画的な避難訓練に、大仙市のシェイクアウト訓練が加わったことで、児童の防災意識が

より高まったように思う。 

○職員の共通理解が図られ日頃の指導や直前指導も浸透しており、児童の行動に反映されていた。 

○放送の指示をしっかり聞き、話をせずに速やかに机の下にもぐることができていた。 

「自分の命は自分で守る」ことが意識されていたように思う。また、机の下にもぐるときには、しっかりと

机の脚をつかむことを忘れずに行っていた。これまでの訓練がいかされていたように思う。 

○どの教室にも「ＤＲＯＰ！」「ＣＯＶＥＲ！」「ＨＯＬＤ ＯＮ！」の図を掲示しています。 
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○低学年の児童が、訓練の事前指導の際に、その図を指して、避難の基本を発表していました。防

災意識を高めるための環境にも、今後留意していきたいと思いました。 

〇技術・家庭科の授業では、切断という工具を使った内容であったが、両刃のこぎりを安全に置き、す

ばやく身をかくすことができた。 

〇体の大きい生徒でも、椅子を上手に使い、頭は椅子で守り、体は机でかくすと全身を守ることができ

た。このやり方を推奨したい。 

〇プラスワンとして火災想定の避難訓練を実施した。体育館までの避難行動も「おかしもの法則」（押

さない・駆けない・しゃべらない・戻らない）や「ニフダの法則」（にやけない・ふざけない・だらだらしない）

等を意識しながら迅速な行動ができた。 

〇継続的な訓練の積み重ねにより「自分で自分の身を守る」ことへの意識付けが定着してきている。 

〇シェイクアウト訓練に加え、生徒はその後の避難ルート等も想定している。訓練を通して生徒の防災

意識が向上してきている。 

〇今年度４回目の避難訓練、３回目のシェイクアウト訓練であった。毎年複数回実施している経験

や１１月の今年度３回目の避難訓練の際に、大曲消防署協和分署員の方に、シェイクアウト訓

練の意義や方法等を御指導いただいたこともあり、真剣かつスムーズに訓練を行うことができた。 

〇大仙市全体での取り組みであることが、生徒の訓練へ向かう意識を高めていた。 

〇終了後、引き続き避難訓練を行い、全校集会においてシェイクアウト及び避難の仕方等について確

認することができた。 

〇費用を必要とせず参加できるので、大変取り組みやすい訓練である。授業担当者以外の教職員は、

各学年の生徒の安否確認などを行い、管理職に報告してもらった。 

 

（２）課題 

●スキー場で実際に地震や噴火等が起こった場合、リフトに乗っていることも十分あることなので、あらゆ

る場面を想定して初期対応ができるようにしたい。 

●本校（藤木小学校）では、今年もラジオの受信状況が悪く、玄関でしかよく聞こえず、職員室では

雑音が入り、ほとんど聞き取ることができない。そのため、音源は大仙市防災のＨＰを利用した。 

●本校（四ツ屋小学校）の机は、脚が２本（床面で逆さＴ字の形状）のため、体を入れたまま脚

を押さえるのが難しい様子も見られた。 

●予告をせずにさりげなく実施したが、緊急地震速報のチャイム音に反応して一次避難を行う児童が

多かった。素早い行動自体は悪くないが、放送指示や学級担任の指示内容もしっかり聞かせたい。 

●神宮寺の大地震の余震が多く、児童は訓練ではないシェイクアウトを何度も体験しているので、若

干マンネリ感が漂っている。危機感をもたせるような工夫が必要である。 

●シェイクアウト訓練について児童向けにもう少し詳しい説明の載ったパンフレットがあればよいと思う。 

●配信された音源を活用したが、低学年の児童にも、もう少し分かるような内容であればよいと思う。 

●本校（豊川小学校）では、放送の音量が（最大でも）低いため、一部の児童で行動が遅くなる

場面があった。 
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●高学年や体格の良い児童にとって、机の下のスペースは狭く、普段荷物を下げている場合、全身を

かくすのは難しい。 

●版画の学習をしていた５年生は、彫刻刀を使用していたので、机の下に身をかくすときは気を付けな

ければならないと感じた。 

●姿勢を低くして頭を守るために机の下にもぐることは、全員できていた。ただ、机が動いていかないよう

に、手で机の脚をしっかり持つことを忘れている児童や６０秒じっとしているのが辛いのか動いてしまう

児童も数名いたので、その点を注意していきたいと思う。 

●一斉訓練（午前１１時）ではあったが、休み時間等の時間帯における学校独自の訓練の必要性

も感じた。 

●高学年にとっては、机の下のスペースは想像以上に狭く、頭から入って素早く全身をかくすためには、

相当の練習が必要だと感じた。 

●学校行事等で児童や教職員の一部が不在の時の対処の仕方、報告・連絡等の仕方について共通

理解する必要性を実感した。 

 ●窓の近くの生徒が、ガラスが砕けたことを想定しての避難は難しいが、常に念頭に置く必要がある。 

●教室内の放送の音量を下げていたため、聞き取りにくい教室があったので、事前に点検と調整を行う

必要があった。 

●職員の安全確認が速やかに行えなかった。計画を見直し、改善したい。 

●音楽室など、机がない場所では、パイプ椅子を使って頭を隠したが、全身をかくすことはできなかった。

落下物に気を付け、揺れが収まった段階でより安全な場所に避難するなど冷静に判断し、行動する

必要性を感じた。 

●身体が大きくなり、机の下に入るのに手間取る生徒も何人か見られた。 

●本校（中仙中学校）は、ＦＭの電波が入りにくい箇所が多く、防災ラジオの音声をそのまま校内放

送で流すことが難しかった。受信状況の改善や防災ラジオを全ての教室（体育館等を含む）に配

置することなどが求められると感じた。 

●音楽等、音をたくさん鳴らす教科においては、緊急放送が聞こえにくいこともあるということが分かった。 

●本校（豊成中学校）職員室での防災ラジオの電波状態がよくない。今回の訓練では、受信場所

を変え、情報を収集したが、今後も実際の地震災害等を想定し情報収集・伝達に努めていきたい。 

●授業中は教師の指示でも動けるが、授業時でない時間（毎年、休み時間での訓練を行ってはいる

が）に冷静に行動できるように訓練回数を増やしたい。 

●無理に身体を入れてしまった生徒が身動きとれない状態になってしまったことは注意したい。状況の変

化に対応できるようにしておくことも大事だと感じた。 
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３ 児童生徒の感想 

◇スキー場では、雪崩とかも考えなければいけないことを知りました。 

◇東日本大震災のような地震のときでも、今日みたいに落ち着いて行動できるようにしたいです。どん

な場所でも、どこが一番安全か、早く判断できるようにしたいです。 

◇「今日は訓練だから・・・」と思わずに集中して静かに机の下にいられたので、良かったです。家の人と

「もしも・・・」ということで避難について話合いたいです。 

◇チョコ防（ちょっとした避難訓練）をやっているので日頃の避難訓練の成果が生かすことができた。 

◇地震のときの「お・い・た」（落ちない・移動してこない・たおれない）の場所を見付けることができてよ

かったです。 

◇動かずに机の脚を両方つかんでできました。机の下に入るときに椅子に引っかかってしまったので、次

はスムーズにできるようにしたいです。本当に地震がきたときも、机の脚を対角線で持つなど、今日の

ことを生かして行動したいです。 

◇教頭先生のお話を聞いて、何もない（身を隠すものが）ときは、ガラスなどが当たらない場所に行く

とよいことが分かりました。シェイクアウト訓練をして、もし、家だったらどんなところに隠れるか考えたくな

りました。 

◇急にきてびっくりしました。６０秒間は予想よりも長いと感じました。本当の地震だったら、こわくて静

かにしていられるか心配ですが、できるようにしたいです。 

◇しっかりと緊張感をもち、無言で訓練することができました。実際はもっと緊迫した雰囲気であり、時

間がとても長く感じられるので、その中で冷静に命を守るために、今回の訓練を生かしたいです。 

◇東日本大震災から７年ぐらい経ちましたが、ついこの間のことのように、あのときの恐怖と悲劇の現状

を思い出します。あのときは、まだ十分に身を守る判断ができなかったため、本当に危険と隣り合わせ

だったと今では思います。今日、こうしてシェイクアウト訓練を行い、早く安全に身を守るための正しい

判断を身に付けることができました。これからも、危険がいつ迫ってくるかわからないので、いつでも安

全にできるように備えておきたいです。 

◇この１分間の中でどれだけ自分の行動や意識が大切になってくるのか十分に理解できました。地震

はいつ起こるか分からないので、日頃から緊張感をもって生活したいと思いました。また、身のまわりの

安全をよく確認し、命を守るために自分の行動をしっかり見直したいです。 

◇シェイクアウトする前に放送があったので冷静に対応できましたが、事前の放送もなく、日常の中で地

震が起こったときに私はどうするだろうと考えました。その場でできる限りのことをするという意識を持って、

震災への知識を蓄えておきたいと改めて思いました。自分の命を守り、次の他者の命を守る行動が

できる人になりたいです。 
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４ 実施状況 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             東大曲小学校                          神岡小学校 
 

  内小友小学校                          大曲南中学校 
 

               豊成中学校                        
南外中学校 

 

＊体が大きくなり、学習机の下に全身を隠すのが難しい場合はまずは頭を守った。 
（机をくっつけてグループ活動をしている時は、さらに難しいようだった） 
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             南外小学校                        仙北中学校 
 

 

 

 

＊スキー場や体育館で机がない場合も、中央に集まって姿勢を低くしたり、頭を守ったりした。 
 

                                     

大曲小学校                        中仙小学校 

 

 

 

             西仙北中学校                          太田中学校 
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イ 自主防災組織及び一般企業等（抜粋） 

（ア）自主防災組織等 

 ① 南外地域第十区自主防災会 

 
  

 

   第十区自主防災会
　会　長　加　藤　隆　一

                                        

　標記のこのことについて、第十区自主防災会では下記のとおり実施したことをご報告
いたします。

記

１．日　　時　　平成３０年１月２３日（火）　１１時

２．訓練内容　　その場で自分の身を守る行動（１分）

３．訓練自治会及び十区内総参加人数（８８名）
                                                                               

薬師堂 湯ノ又 湯松 夏見

１５名 ３５名 １８名 １０名

ぬくもりの郷利用者

１０名

 第４回大仙市シェイクアウト訓練について（報告）

ぬくもりの郷利用者



 

13 

 

② 南外地域 

 

所属名 　南外支所管轄の施設及び自主防災組織・自治会 連絡者氏名 　高橋　文子

参加人数 　入所者 4 名

　来所者 7 名

1068 名 　社会福祉協議会南外支所 　職　 員 3 名

　神岡南外商工会南外支所 　職　 員 1 名

　南外第一区自主防災会 　構成員 70 名

　南外第二区自主防災会 　構成員 123 名

　南外第三区自主防災会 　構成員 90 名

　南外第四区自主防災会 　構成員 85 名

　南外第五区自主防災会 　構成員 73 名

　南外第六区自主防災会 　構成員 81 名

　南外第七区自主防災会 　構成員 83 名

　南外第八区自主防災会 　構成員 111 名

　南外第九区自主防災会 　構成員 110 名

　南外第十区自主防災会 　構成員 88 名 ※別紙報告書有り

　南外第十一区自主防災会 　構成員 71 名

　南外第十二区自主防災会 　構成員 66 名

全般所見

添付写真

社会福祉協議会

　南外生活支援ハウスは、業務の忙しい中でのシェイクアウト訓練の参加となったが、利用
者の理解と協力を得て実りある訓練となった。
　社会福祉協議会南外支所及び神岡南外商工会南外支所においては、訓練実施に際し協
力を頂いた。
　今回ふるさと館は休館日のため当日の訓練は実施されなかった。

　南外生活支援ハウス

　南外生活支援ハウス 　職　 員 2 名
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 ③  四ツ屋保育園   

【参加者数  １１４人】 

５歳児は訓練の音源を聞き、自分からテーブルの下に隠れ、身を守る行動を取ることができた。

１歳児は年齢が低いため担任が手本を示し、マネをするように頭を隠した。小さいながら自分で身

を守ろうとする気持ちが見られ、感心した。 

 
【１歳児の写真は、裏表紙に「模範的な行動」として掲載】 

 

  ④ 高三建設株式会社 

    ・実施場所 事務所及び駐車場現場 

    ・参加人数 ２５人 

     所見   ・ＦＭはなびを視聴出来ない状況で、各部署の長に「大声」で実施した。 

           ・私たち社会人は、あまり訓練する機会がないので大変参考になる訓練でした。 

 

              
    （頭隠して尻隠さず）      （ヘルメットよし、向き合ってだんご虫状態なら更によし） 
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⑤ （株）丸茂グループ 

参加人数：１８名 

全般所見：昨年に引き続き訓練に参加し、机などの下に潜り、頭を守ることができた。窓際の席の

場合は、ガラスが割れたことを想定すべきと反省した。また、机の下に書類等を置いている人もい

たため身体全部が入れなかった、いざというときのために日頃から防災意識を高めるよう、心がけた

い。今後も事業所内訓練や一般訓練への参加を積極的に行っていきたい。 

課題としては、写真撮影や行動をチェックする人を指定していなかったため記録を残せなかった。

来年度は必ず、事前に指定することとした。 

 

⑥ （株）県南環境保全センター 

連 絡 者：佐藤 誠喜  参加人数：２４名 

全般所見：合図のアナウンス後、各自事前に行動を確認していたこともあり、迅速に行動していた。 

課  題 ：机の下のスペースが狭いため、全身を隠すことは難しいと思われる。 

         打ち合わせテーブル等、災害時に避難できる場所をあらかじめ見つけておくことも必要だ。 

            

⑦ 秋田県立西仙北高等学校 

連絡者氏名：岩本 甲大   参加人数：２４４名        

全般所見  全体的に生徒・職員とも速やかに落ち着いた防災行動をとることができが、私物が身の回り

にあった場合に身を守る姿勢を取れなかったり、防災ラジオの電波受信ができなかったりなど

の課題が見つかった。 

 課題① 私物が身の回りにある場合   

対策 日頃から整理整頓を心がけ、人の往来ができるように私物をロッカー等にまとめる。 

 課題② 放送設備について 

       対策 本校の立地から防災ラジオの受信ができない。有事の際には必要な情報をラジオ等  

から収集し、放送機器を使用して学校全体へ伝える。 

 

⑧ 郵便局（全地域） 

○神宮寺郵便局 参加人数１２名  全般所見 シェイクアウト動作は大変良くできました。 

○刈和野郵便局 参加人数１０名  スムーズに身を守る態勢ができた。お客さん優先の必要性 

○強首郵便局  参加人数  ２名  避難場所の再確認、お客様対応が課題 

   ○横堀郵便局  参加人数  ２名  初めての参加、防災ラジオの指示等大変良かった。 

 

⑨ 仙北地域振興局 

   参加人数 １６７名 

   全般所見  昨年度より、参加人数が多く、より身を守る行動の意識付けが出来たと思われる。 

   課   題  机の下のスペースが狭い人がいた。県民ホールの危険物、箇所について点検が必要 
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⑩ サービス付き高齢者向け住宅 あいぱる大曲 
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⑪ 障がい福祉サービス事務所 
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⑫ 介護老人保健施設 幸寿園 

参加人数  １５名 

全般所見  厚い座布団や毛布で頭を守ったのは良かったが、机の下に隠れる際、しっかりと身体全

体が入りきっていない方がおり、落下物で足などをケガする恐れがあった。今後、対策を検

討することとした。 

 

       介護職員も一緒になってシェイクアウトすることが大切です 

 

    （左）話し相手も大切ですが、頭を何かで守って下さい。（右）足も机の下へ入れて下さい 

 

⑬ デイ―サービスセンター ひびき愛 

参加人数：１４人 

全般成果  定刻にラジオから流れた音源に基づき、静かに行うことができた。 

課  題  ①音源だけで実施したため、利用者には緊迫感や危機的状況が伝わりにくかった。 

②音源だけでは十分に対応できないため職員自ら、説明と模範行動をすべきだと感じました。 
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⑭ 地域サポートセンター 川音  

  参加人数  ２８人 

  全般所見  録音したＣＤを音源として午後に児童を中心に実施した。おやつの時間帯に行ったが

みんなテーブルの下に素早く身を隠し職員の指示を受け入れた。 

課  題  隠れる場所などがない場合、どうするのか？近くにあったランドセルや本などで頭を守るよ

う、みんなで話し合いました。今後は、学校と連携した総合的な避難訓練を実施したい。     

⑮ テンダーランドリーファクトリー 

 

 

 

  

 

⑯ 社会福祉法人慈泉会 サンワーク大曲 

参加人数  ８名 

全般所見  前回と全く違うメンバーでの訓練でした。開始１０分前よりラジオ放送を流し、シェイク

アウトについて意識を高め、本番に臨みました。１分間で生死を分けるかも知れないの

でみんなで真剣に取り組みました。中には、動きがとれず、作業中にイスに座ったままの

方がおりました。とっさの判断についてはシェイクアウト訓練を繰り返し行い、本人の意識

に結びつけて行けたらと思います。 
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⑰ グループホーム福寿草 

  参加人数  ２８人 

  全般所見  入居者により、訓練を理解できない方や誘導が必要な方が発見できました。 

         車いすの方は、クッションや膝掛けで頭を守り、全員１分間身動きせず、頑張りました。 

  課   題 ２個ユニットありますが、防災ラジオが１つしかありません。ﾗｼﾞｵのないユニットには職員の

大声で随時、指示と報告をしたいと思います。 

 

（イ）その他メールいただいた写真等 
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（ウ）消防本部
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（エ）市役所の実施状況 

【総務部】 

・４回目であり、職員のほとんどが訓練と同時に机下等へスムーズに避難した。（税務・会計課） 

・キャビネットの転倒防止策はとられていたが、一部の書類が積み上げが見られた。（総務課） 

■課題等 

・机の下に何も置いていない職員は全身を隠すことができたが、ラック等のある人は身を隠せない 

同様の意見多数（総務課、税務課、財政課、債権管理課、車両センター） 

・執務室内の通路が狭く、予算編成用のテーブル等により通路が塞がれてしまった。（財政課） 

・かがむ動作などが難しい高齢者の方が窓口にいる場合もあるので、その対応を検討しておく必要があ

る。また、その説明なども平素の対面時にも訓練したら良いと思う。（債権管理課） 

・実際の災害に備えて普段からの整理整頓が必要。（総務課、税務課、債権管理課、財政課） 

■実施状況写真 

  

 

  

 

【企画部】 

■参加者 

 総合政策課 １７人、情報システム課 ７人、ＦＭはなび ４人 合計２８／２９人 

■実施状況 

・職員のほとんどが訓練の合図と同時に机下等へスムーズに避難した。 

 ・ＦＭはなびでは緊急割込装置を用いて、訓練実施時間に放送を行った。 

会計課 債権管理課 

総務課 財政課 
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■所見等 

・机の下に何も置いていない職員は全身を隠すことができたが、非常に狭い。 

・机の下に物品を置いている職員は完全に隠れることができなかった。 

・実際の災害を想定して、机下のキャスターを出してでも隠れるなどの対応が必要だが、出した後の避

難経路が確保できるか課題。 

・実際の災害に備えて普段からの整理整頓が必要。 

・【ＦＭはなび】スタジオがガラス張りのため、地震などでガラスが割れた場合、足を怪我しないよう対策

を検討する必要がある。 

・【ＦＭはなび】スタジオの机下にはスペースが充分確保されているが、大人数の収録などでは隠れきれ

ない（４～５人が限界）。 

・【ＦＭはなび】扉が一ヶ所しかなく、なおかつ防音扉で非常に重い。地震などで建物に歪みが生じれ

ば閉じ込められる可能性がある。 

■実施状況写真 

①訓練開始直後 ②訓練中-1 

  

③訓練中-2 ④訓練中-3 

  

●参加者   まちづくり課 ８人、男女共同参画推進室 ４人、センター来館者 ５人 合計１７人 

●実施状況 

・勤務中の職員全員が、訓練の合図と同時に机下等へスムーズに避難できた。 

・避難経路は十分に確保されており、避難行動をとることが可能だった。 
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【まちづくり課】 

・机の下に何も置いていない職員は全身を隠すことができた。 

・机の下に物品を置いている職員は、半身が外に出ているが、頭部を隠すことが出来ている。 

・床に段ボール箱が置いてあり、避難の際に邪魔になる可能性がある。 

・キャビネットや書類棚に書類が積まれているところがあるが、崩れるほどではないものの、今後も整理整

頓に努めたい。 

【男女共同参画推進室】 

 ・隠れる場所は十分に確保できており、今後も普段から整理整頓や環境整備に気を配りたい。 

 ・大仙市市民活動交流拠点センター（Ａｎｂｅｅ２階）において、来館者へ訓練参加を呼びかけ、

数名の参加を得ることができた。 

●実施状況写真 

大曲庁舎２階 

企画部まちづくり課周辺 

良かった点 

⇒机の下に全員が避難できている。 

大曲庁舎２階 

企画部まちづくり課周辺 

悪かった点 

⇒全身を隠すことができていない。 

  

Ａｎｂｅｅ２階 

大仙市市民活動交流拠点センター内 

良かった点 

⇒来館者も全身を隠せている 

Ａｎｂｅｅ２階 

男女共同参画推進室周辺 

良かった点 

⇒全身を隠すことができている。 

  

【市民部】 

■参加人数 （職員：３９名、うち参加職員３９名、来客０名） 

■所見  ①ＦＭはなびを使用したため、スムーズに訓練を行うことができた。（消費生活センター） 
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②来庁者がいる場合を想定して、誘導の練習を行った。（市民課） 

③地震の後、関係機関への安否確認を主導した（環境交通安全課） 

④机の下に潜った上に、さらにブランケットで頭を守るなどの職員がいた（環境交通安全課） 

■実施状況写真 

   

                   身体全体が隠れている  

  

    平素から机上はきれい、頭を守る     来客用テーブルの下は良いがダンボールが？ 

 

【健康福祉部】 

■ 参加人数 社会福祉課 １４人、地域包括支援センター １２人、生活支援課 １８人 

         こども支援課 １８人、健康増進センター ２３人、来客 ２人  合計８７人 

■ 全般所見 

 訓練の合図とともに、全員速やかに行動することができ、また、シェイクアウトの３原則である①低く（ド

ロップ）、②頭を守る（カバー）、③動かない（ホールドオン）については、全員良くできていた。 

  一方で、机の下へ身を隠そうとしたが、中にラックを置いている職員が多く、体格によっては、全身を隠

すことができていない職員がいた。なお、昨年度までの課題であった、２段重ねや背の高いキャビネットの

転倒の危険性については、4月の事務室の移動に伴い解消された。 

■課題 ①机下にラックがあり全身を隠すことができなかった。 

（対策） 整理整頓し全身を隠すだけのスペースを常に確保しておく。また、全身を隠せない場合は、

頭部を守るためのヘルメットなどを常に手が届くところに置いておく。   

課題 ②今回来客者はいなかったが、来客者の避難誘導等についても想定しておく必要がある。 

市民ホール 消費生活センター 

環境交通安全課 
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（対策） 窓口カウンター内のヘルメットをすぐに手の届く場所に保管し、いざという時は、来客者に直ち

に渡すことができるようにしておく。     

  
机下の整理整頓とパソコンのフタを閉じて       電話も下に潜って会話できます 

  

全体に雑然としているが確実に守っている   完璧近いが足の部分にイスを引きつけて足を守る 

 

 

【農林部】 

■ 参加人数 農業振興課 １４人、担い手支援室等 ５人、農林整備課 ６人 合計２５人 

■全般所見 

私語もなく、緊張感を持った訓練が実施できた。自席より会議用のテーブルの下は広く簡単に身を

守れた。昨年度の改善から会議用のテーブルの下には物を置かないよう指導していたので成果あった。   

しかしながら、まだまだ不要な文書などが整理されていないため整理整頓に努めたい。 

  
                シェイクアウト実施中 

包括支援センター 生活支援課 

こども支援課 健康増進センター 
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          支え棒をしているからと安心してはいけない 

【経済産業部】 

■ 参加人数 企業商工課 ８人、観光交流課 １１人、観光物産協会 ６人、 

観光情報センター ３人、来客 ２人  合計３０人 

■ 全般所見 

 ・昨年は、身体の一部しか隠せない職員もいたことを踏まえ、全員で身体全体を隠せる場所の確保を

してから訓練を行うことができた。（企業商工課） 

・基本的に課内のキャビネットは低いものに統一されているためケガは考えにくいが身体の一部しか守れ

ない職員がいたのは残念です。（観光交流課） 

・いざというときの安全行動について改めて確認できた。（観光物産協会事務局） 

■ 課題 

  物産展やイベントでの参加者や来場者の安全確保、避難方法について事前の打ち合わせが必要 

   

  

企業商工課 

観光交流課 
観光情報センター 
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【建設部】 

■ 参加人数  道路河川課 ８人、建築住宅課 ２３人、都市管理課 １４人 合計４６人 

■ 全般所見 

 ・南庁舎では１階と２階に分けて訓練統制し、振興局の分室も、その場で県と一緒になって行った。 

・ＦＭはなび音源もよく受信でき職員も来客もスムーズにシェイクアウト動作ができた（都市管理課） 

■ 課題 

・ある程度の高さがあるキャビネットの上に、不安定なものが置いてある箇所があった。 

 対策として、大掃除や平素の清掃時間を活用して整理整頓に努めること 

・今日は来庁者が１人と珍しく少なかったが多い時のことを考えて対応する必要がある。 

  
    仙北振興局内の分室                 しっかりと書棚を押さえている 

  

【大曲市立病院】 

■ 参加人数  職員 １１人、患者 ２７人、  合計３８人（前回比：＋３人） 

■ 全般所見 

 ・市民病院全体としてＦＭはなび放送が聞き取りにくかった。また、いつ終わったのかわかりずらかった。 

・揺れがおさまった後の避難方法などについて職員の対応について事前に打ち合わせが必要だ 

■ 課題 

 ・病棟によってはキャビネットの上におむつを置いていたり荷物もあるので注意が必要で、統一するべき 

・看護室及び各科執務室のキャビネットの上は、平素から整理整頓に心がけるようにします 

■ 訓練状況 

道路河川課 
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             病院の特性を生かした安全確保となっています 

  

【議会事務局】 

■ 参加人数  職員 ７人、 議員は県冬期防災訓練で実施  合計２８人 

■ 全般所見 

 ・議場など３階にあるためスムーズな避難方法について想定しておく必要がある。 

・特に、議会開催時には傍聴者の市民や報道関係者の誘導も考えておく必要性を感じた 

■ 課題（継続案件） 

 ・議会事務局内や会派控室の全てのキャビネットの倒壊対策が必要 

 ・各会派控室には全身を隠す机等がないため、その対応についても考慮する必要がある 

■ 本庁における訓練写真はないが、県冬期防災訓練の種目に議員は参加している。 

【教育指導部】 

■ 参加人数  教育総務課 １０人、学校給食総合センター ９人、教育指導課 １２人 

教育研究所 ４人  教育長は冬期防災訓練で実施  合計３６人 

■ 全般所見 

 ・訓練４回目と言うこともあり、ＦＭラジオを活用して緊張感をもって迅速に身を守る行動が出来た。 

・前日に、整理整頓を図りキャビネットなどの配置を含めた課内の環境を見直した。 

■ 課 題 

 ・机の下に全身を隠せない職員が見られたので身体の大きさにあった避難場所の選定に努めたい。 

・実際に大きな揺れを想定すると「机の上の書類が心配」過年度のファィルの整理が必要 

・訓練時に来庁者がいたので階段の踊り場へ誘導して来庁者の安全を確保した。 



 

32 

 

・職場の通路が狭い。とっさの揺れで転んでしまう恐れもあるので普段からスペースの確保に努めたい。 

  
                         ほぼ、完璧ですね 

 
  確実にダンボールは落ちてきます 

【生涯学習部】 

■ 参加人数  生涯学習課 ６人、サンクエスト大曲 ４７人、はぴねす大仙 ４４人、花館公民

館公館 １４人、内小友公民館 ４人、大河西根公民館 ６人、藤木公民館 １３人四ツ

屋公民館 １６人、角間川公民館 １３人、勤労青少年ホーム １１人、神岡中央公民館 

３７人（大仙スポーツクラブ含む）、西仙北中央公民館 １０１人、中仙公民館 ８人、協

和公民館 ６人、南外公民館 ４人、仙北公民館 １３人太田公民館 ９人、大曲図書館 

１０人、大曲市民会館 ９人、文化財保護課 ７人、スポーツ振興課 ８人 合計３８６人 

■ 全般所見 

 ・４回目と言うこともあり、各団体の人たちも「シェイクアウト」の意味や行動も理解され認知度を実感。 

・施設利用者３団体の協力を得て体育館・和室・会議室と、それぞれマット、座布団などを活用した。 

・実際の場合を想定すると倒れやすい所をチェックする、良い機会だった。 

・家庭でも地震の際、どうすればよいのかを話し合っている姿を確認し、浸透してきたことを感じた。 

・卓球台の下を活用した。練習中の避難行動は初めてであったが、訓練の大切さを理解してもらった。 

・その他、同様な意見多数ありました。詳細の成果報告は生涯学習課で整理保存されています。 

■ 課 題 

 ・休日・夜間の施設管理はシルバーへの委託で２人体制であるため、いざという時にどうするか話し合い

が必要と感じた。また、連絡網の再確認など施設としても防災意識を高める良い機会となった。 

・図書館としての特性上から書架の固定、本の飛び出し防止など危険を見積もる必要があると感じた。 



 

33 

 

・ヘルメットが２個しかないので、せめてあと２個配置してしてもらいた。 

・施設全体の出入り口や各部屋の出入り口の安全点検が必要です。 

・以下、机の下は整理整頓が必要など同様な反省点が多数ありました。 

 

 
    公民館特有の食器など高いところは×      ファイルの上にファィルは崩れてくる× 

 

 

  

 

                            

 

 

 

                                   

                 左右とも、ほぼ完璧に近い動作です。 

 

各公民館や隣接する体育館、和室などで市民の多くの皆さんが「シェイクアウト」を実施しました。 

各公民館の放送や利用者の誘導・補助に携われた職員の皆さん、本当にご苦労さまでした。 

 

【神岡支所】  

■ 参加人数    合計４１人 

■ 全般所見 

 ・今回の訓練では来庁していた就労支援ｾﾝﾀｰや公民館事業に参加された方々からも訓練に参加して

いただいた。このことは、職員にとっても来庁者の誘導等の訓練に繋がったと思います。 

・昨年９月の地震を体験しているので、瞬間的な判断をするためにも訓練の重要性を再認識した。 

■ 課 題 

・机の下に書類やワゴン等を置いていることもあって全身が入りきれない職員も見られた。 
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来庁者用のカウンターや体育館卓球台の下に「上手く頭を守っている」 

 

【西仙北支所】 

■ 参加人数    合計７５人 

■ 全般所見（課題） 

 ・来庁者が２～３名おられたが事前に連絡したり放送したりしても「参加協力」を得られなかった。 

  このことは、前回からの課題を持ち越す結果になったので次回は「丁寧さ」「声かけ」に努める。 

  ☆他の支所では「玄関への張り紙」「来庁者個々への丁寧な声がけ」で訓練参加している☆ 

・平素からの机の下や危険物の配置や整理整頓を再認識した。 

   
               アーカイブズ                   西部新規就農研修施設 

【中仙支所】 

■ 参加人数    合計６９人 

■ 全般所見 

・あらかじめ机の下や周囲の整理整頓に努めていたため多数の職員は円滑に身を守れた。 

・庁舎への来客にも同様の避難をお願いし、安全行動をとっていただいた。 

・ストーブや電化製品のスイッチを切るなど、実際的に地震を想定した訓練ができた。 

・管理職員は身近な場所の窓を開放、机の下に潜れる職員はそのまま避難態勢 
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          市民サービス課            健康増進センター東部 

【協和支所】 

■ 参加人数    合計２５人 

■ 全般所見 

 ・秋田県・大仙市冬期防災訓練に主催者側で３０名が参加し、庁舎内は整斉と訓練ができた。 

・事前準備として自治会などに訓練の趣旨など説明、参加依頼をした。当日の朝、張り紙により周知

するとともに掲示板にもお知らせした。 

・来庁者に対しても速やかな誘導を行い、安全行動を取ることができた。 

■ 課 題 

 ・机の下のスペース確保、キャビネット転倒防止などが課題として上がった。 

   

    
   上：良い例 下：改善すべき例 

【南外支所】 

■ 参加人数    合計３９人 

■ 全般所見 

 ・庁舎屋上のサイレンを１１時に鳴らし、防災ラジオの緊急放送に沿って整斉と訓練ができた。 

・昨年は防災ラジオは自動で受信できなかったが、今回はよかった。 
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・２階フロアの来庁者に対しても速やかな誘導を行ったが、１階フロアは来庁者いなかった。 

    
     来庁者のシェイクアウト          安全確保は完璧、次回はＰＣのフタしてね 

 

【仙北支所】 

■ 参加人数    合計５１人 

■ 全般所見 

・館内放送の合図により職員はスムーズに「低く」「頭を守り」「動かない」動作ができたが、一部の人で

机の下のスペースが狭く全身を守れない人が見られた。 

・さくまろ館内で会議中の市民に「放送」が届かず、職員の説明で実施、問題なく協力いただいた。 

■ 課題 

・さくまろ館内の放送設備の環境整備が必要である。防災ラジオの設置も含め検討する。 

  
   もう少し頭を中に               イスを引きつけると更に良し 

 

 

【太田支所】 

■ 参加人数    合計４３人 

■ 全般所見 

・館内放送の合図により職員はスムーズに動作ができた。来庁者に対しても職員の誘導で安全行動を

好意的に、していただいた。 

・訓練終了後に各課長、支所管内の施設管理者に対して、庁内のコピー機など地震の際「動く」「走

る」物、キャビネットの転倒防止について再点検し、固定処置を促した。 
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■ 課題 

 ・机の下に避難した職員の中には頭は隠れても身体全体が守れない職員がいたため日頃からの整理

整頓を心がけるように確認した。 

  
          （大変良い例）机の下でも自分で頭を守っている 

  
 

 

※学校と一部の企業、市役所等について掲載したが、その他の訓練状況は下記の別冊に整理しています。 

 

別冊第１  「訓練所見・写真綴り（部内）」（市役所本庁、支所関係） 

別冊第２ 「訓練前後の報道資料」  
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～市民から提出された成果・課題等（抜粋）～ 

◎成果及び提言など 

・事前告知を朝礼で実施したので、結果的には概ね良好の訓練となった（事業所） 

・実体験としての 3.11の記憶が薄くなっていく中での訓練で、身を守る重要性を再確認できた（〃） 

・簡単に、効果ある訓練なので、今後も続けていきたい（市民） 

・当日は、全県の職員研修と重なり参加できなかった職員のため、あらためて訓練したい（警察署） 

・訓練音源に従い、各人が冷静に行動できたことは大変良かった（会社） 

・机の下にきちんと入り、１分間動かずにいることが出来た（会社） 

・前回実施した避難訓練より利用者も簡単に取り組める訓練と思う（老人ホーム） 

・生徒も職員も真剣に取り組んで臨機応変な動作が出来ていた（高校） 

・総合型の防災訓練より手軽で生徒に緊張感があり、毎年続けていくべきと思う（高校） 

・小中でしっかりと避難訓練の指導があるからこそ、今の高校生があると思う（高校） 

・防災教育にかける時間がないので、この方法は授業を中断したのち授業が再開できる（高校） 

・瞬時の判断が生死を分けることから年に２回以上の実施が望ましい（高校） 

・予想してその時だけ身構えるのでイベントにせず「予告なし」でやった方が効果大と思う（高校） 

・プラスワン訓練として住民と一緒になって避難所開設運営訓練を行ったのは良かった（自主防会） 

 

●課題の発見 

・模範となるべき市役所の職場内の耐震化、特に書棚、キャビネットなど転倒防止（各部・支所共通） 

 年末年始の大掃除時に全庁の各課・室に対して「耐震化対策」の通知し整理整頓に努める。 

・ＦＭはなび放送の電波が届かず、苦労したが副手段を準備していたので役に立った（公共団体） 

・机の下にアンダーラックを置いている職員が多く、体を隠すときに障害物になっていた（公共団体） 

・大柄な職員は、机の下だけでは無理と言うことが分かった（地域振興局） 

・メガホンやヘルメットの他、救助用担架の不足が発見したので準備する。（会社） 

・平素から書類の整理や書棚の転倒防止策（ストッパーなど）を整備しなければならない（会社） 

・組立建屋以外の加工工場では工場音でスピーカーの音が判別できないことが分かった（会社） 

・工具の入った棚から加工工具が落ちたり、工具入れの引き出しが飛び出す恐れがわかった（会社） 

・身体が思うように動かない利用者のみを守る方法を真剣に考えさせられた（老人ホーム） 

・声かけの声を大きく、多くしなければいけないので、その訓練も必要と感じた（〃） 

・災害時の避難行動や執務室の危険性などを考える良い機会となった（障害者施設） 

・職員の動きが火災とは違い、不慣れな点が多い、何を優先するか考えさせられた（〃） 

・利用者を守るべき職員自体が身を守る行動が出来ない職員がいた（老人ホーム） 

・机の下のフックにカバンなどがかかっていたり、机の下に書類があったりした隠れることが不可（高校） 

・普段の整理整頓がいかに大切であるか発見できた（高校） 
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４．次回への反映について 

（１） プロジェクトチームのあり方 

「プロジェクトチームの設置運営」は継続すべきである。 

第４回目となったＰＴ委員は積極的で、部局内・支所内においても訓練の狙いや要領の徹底

等を効果的にするためも活発に協議し、いざというときの有為な防災に関する人材育成にも貢献で

きたものと思います。次年度は、節目の第５回目となるため、座間市の行った「写真コンテスト」など

について記念すべきイベントも考える必要がある。１０月中旬に委員会をスタートさせ、各プロジェク

ト委員の選定にあたっては「若年職員」に焦点を絞るなど、市民参加の効果的な方策や範を示す職

場の環境整備などについても検討したい。 

 

（２） 目標の設定（参加人数） 

本年度は総人口比率の３６％にあたる３万人に目標に設定したが、目標達成できなかった。

次回は、第５回目となる節目ため、更に千人増の３万１千人参加を念頭に、参加人数を増やし

たいと考えています。 

また、本年度同様に市民参加型を更に追求するため事前広報や事前登録要領などを策定周知

する必要があり、動員という形ではなく、住民自ら参加する意志を尊重し、その雰囲気作りを図ること

により、「自分の身は自分で守る」という共通の目的を達成するためと考えております。 

将来的な訓練参加人数は、市の総人口（平成３０年２月末 市人口８２，９１０人）の

約５割の４１，０００人（第５回の目標プラス１万人）を目標と考えています。 

 

（３）課題解消のための対策等          

① 来庁者の安全確保 

各施設、各部局ごとに「ヘルメットの配置や対応マニュアル」を周知徹底し、来庁者への対応につ

いて訓練するとともに機能別な個別訓練を積み重ね市民目線＝窓口の習性化を目指します。 

② 職員自ら机上の整理整頓や執務環境の安全処置 

今だ、背の高い書棚やロッカーが存在し、押さえ棒などの活用も一部だけである。各所属長の強

い指導により年度末や年末大掃除などを活用し転倒防止など、本庁・支所を含め身近でできる耐

震化を推進し、市民の皆さんに範を示したいと考えます。 

③ ＦＭはなび関係 

コミュニティ放送の難聴地域解消を図るため中継局の整備を進め、受信レベル向上のための努力

を促進したが、防災ラジオの配布途中や知名度・使用率の低下、アンテナの位置変更・ラジオの操

作不備などにより様々な問題が発見できました。 

自動的に防災ラジオに電源が入る「緊急起動」方式をあらゆる機会に行い、次回も、緊急起動

の取り組みを行います。 

・冬期防災訓練現場におけるラジオ実況中継を行ったが、次回は市民の訓練状況などに焦点を

当てた実況にすべきと思いました。 
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【市のプラスワン訓練】 

  市は、第４回秋田県冬期防災訓練の枠組みの中に「シェイクアウト」「プラスワン訓練」を取り組み協

和スキー場周辺で行いました。当日は、県、自衛隊、県警、消防､DMAT、沢内・庄内自主防災会など

冬期防災訓練に参加した全ての方々が一同にシェイクアウト動作をした姿は壮観であり、参加した県内

市町村及び消防関係者からは「それぞれの地域でもやれる」と言う評価をいただきｼｪｲｸｱｳﾄが県内に拡

充することが期待できます。その後、ﾌﾟﾗｽﾜﾝ訓練として現地対策本部設置運営訓練を実施しました。 
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     参観する統監（老松市長）         吹雪の中でのシェイクアウト 

       
県内全ての関係者が身を守る動作        災害対策本部員もだんご虫状態 

   
 

合併以来、初めとなる部外施設（県立大学セミナーハウス）で現地災害対策本部会議 

 
   今野本部長をはじめとする現地災害対策本部会議（被害状況の把握と緊急対策の協議） 
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時系列で記録する職員          消防（警防課長報告） 

          
座間市との通信訓練 

 

【冬期防災訓練：雪崩捜索救助訓練】 

   
なだれ捜索中の自衛隊員        県警機動隊員によるゾンデ棒捜索 

  
なだれ現場へ増援準備            アキオ隊による遭難者輸送 
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５．おわりに 

   平成３０年３月１１日で、東日本大震災から丸７年が経過しました。 ＝合掌＝ 

私は、本年３月１１日「岩手県宮古市合同の震災追悼式」に参加して参りました。震災後、多

数存在した仮設住宅も復興住宅への移行が定着しておりました。決して、忘れてはならないものです。

あらためて、宮古市をはじめ被災地の完全復興と被災者の方々のご多幸を祈るばかりであります。 

 

さて、第２回目の成果報告書の「おわりに」は、プロ野球の打率・本塁打・盗塁の成績を総称し流

行した「３３３（トリプルスリー）」を題材に初動時の対応について３０秒は「自分で自分を守れ」、

３０分は「家族で・仲間で助け合い」、３日間は「サバイバルを覚悟して生きのびろ」と整理しましたが、

今回は、市民の皆さんに対して「身近に出来る地震対策」について、まとめることとします。 

我々の生活する仙北平野において想定されている大きな地震は真昼山地東縁帯や過去の活断層

を中心にした「内陸直下型」の地震です。そんな中、昨年９月８日夜１０時頃に、神岡神宮寺を中

心に震度５強という地震が発生しました。幸いに、負傷者などはなく学校施設や家屋の一部損壊に

留まりましたが、後日、東北大学の教授による説明でこの地震は、大正時代に発生した「秋田仙北地

震（強首地震）」の余震と言うことでした。我々、人間の生命帯は１００年としても、地球の歴史や

地殻変動は３００年、５００年、或いは１０００年単位、大変長い時間で動いているとの解釈

でした。けっして他人事ではなく、直下型地震が突然やって来るかも知れません。このような現状の中で

我々は「今後の防災対策」として、どうあるべきなのでしょうか。私なりに導き出させる「身近な備え」は、

「防火」「耐震補強」「家具の固定」「避難所・避難路の周知」「適切な避難行動」などです。 

そのためにも「生きのびる」ことに尽きます。したがいまして、住民一人ひとりが他人や行政に依存す

ることなく、自分の命は自分で守るという「シェイクアウト意識」と「周到な備え」について住民自ら主体的

に行動して次の災害に適時適切に備えることが今すぐ身近で出来る対策ではないかと強く思います。  

来年度は第５回目となります、この「シェイクアウト訓練」を更に浸透させ、家族・地域・職場・行政

などが協働し、「災害に強いまち・ひとづくり」がさらに発展・充実することを願いつつ、結言と致します。  

 

 

添付資料 

別冊第１  「訓練所見・写真綴り（部内）」     

別冊第２  「訓練前後の報道資料」     
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＝模範行動＝  【四ツ屋保育園の記録】  

  １・２歳児は、年齢が低いことから担任が毛布で覆って身を守るようにしました。その中で子ども達は 

担任のマネをして頭を守り、小さいながら自分で身を守ろうとする気持ちが見られました。 

＝こどもたちは、大仙市の宝です。私たちが見守り、災害や事故などから、宝を守りあいましょう。＝ 
                                                                                                        

                                    

 

 

 

 

 

【検証会の実施について】 

 

本報告書等を基礎資料として、平成３０年４月２６日（木）午後１時３０分から（予定） 

「第４回シェイクアウト訓練検証会」を大曲庁舎３階大会議室で開催します。 

（詳細は別途通知します。） 

 

報告書作成 

大仙市総務部 総合防災課 

シェイクアウト事務局 郡山・清水川・山田 

電話：0187-63-1111(内線 286、287) 


