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シェイクアウト訓練所見・成果

部局 課所 区分 内容

所見

・訓練アナウンス後、各職員が素早く身を守る行動（机の下への避難）
に移ることができた。
・机の下に物品やラック（台）を置いているため、全身を隠すことがで
きない職員が散見された。一方、アナウンスと同時に机下のラックを移
動させ、上手に全身を隠すことができた職員もいた。
・キャビネットの転倒については防止措置（突っ張り棒の設置）がとら
れていたが、入りきらない書類等がキャビネット上に多く置かれてお
り、強い揺れにより落下して通路を塞いだり、飛び出して人に当たるな
どして、速やかに避難できない恐れがある。

課題

・机の下の物品が原因で隠れることができないことについて
　各職員、限られたスペースで仕事を行っていることから、机下のデッ
トスペースを利用することはやむを得ないことと思うが、いざという時
にスムーズに机下のラックを動かすことができるよう、日頃から不要な
物などを置かないように整理整頓しておくことが重要と思われる。
・キャビネット上の書類等の落下について
　今一度キャビネット上の整理整頓を実施して書類等を収納し、出来る
限りキャビネット上に物品を置かないようにする必要がある。収納ス
ペースの関係でやむを得ない場合は、最低限、出入り口や職員の座席付
近には置かないように努め、いざという時の避難路を確保する必要があ
る。

所見
・訓練開始の合図とともに落ち着いて、身を守る安全行動をとることが
できた。

課題

・昨年は、頭だけ机の下に隠れ、上半身より下部は守ることができな
かったことを指摘されたため、今回は体全体を守れるように机の周りを
訓練前に整理整頓した。こうした安全行動について日頃から考え、訓練
することにより、いざという時に素早く行動することができるし、来庁
者に対しても的確な避難誘導ができるようになると思った。
・昨年、小さい揺れの地震が起きた時に、真っ先に「シェイクアウトし
なければ」と身を守ることを第一に考えられるようになったのは、この
訓練の成果だと思う。

所見
・訓練開始の合図後、落ち着いて行動できた。

課題

・突然の強い揺れに対して、机上にある書類が散乱する危険性がる。机
の下に上半身しか入らず全身を守れない。キャビネットの扉が常時開い
ており危険。

対策
・常日頃、整理整頓を心がける。

所見
・訓練開始の合図後、落ち着いて行動できた。

課題
・身体が大きい職員が隠れるスペースが無い。

対策
・常日頃、整理整頓を心がける。

その他

今回は執務室での訓練となった。今後、車庫にいるときに地震がきた場
合の避難行動について検討したい。

所見
・訓練開始の合図後、落ち着いて行動することができた。

課題
・机の下に隠れるにはスペースが狭い。キャビネットを重ねて置いてあ
る上の書籍類が危険。

対策
・常日頃、整理整頓を心がける。

総務課

財政課

契約検査
課

秘書課

管財課
（車両
C）

総務部
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シェイクアウト訓練所見・成果

部局 課所 区分 内容

所見
・訓練開始とともにすみやかに避難行動をとることができていた。

課題

・棚の上に荷物が置かれており、落下物により怪我をするリスクがあ
る。
・机の下に体が入りきらず、一部外に出てしまっているケースが身受け
られた。

対策
・個人の机も含め、執務室内の一層の整理整頓を心がけ、荷物の保管場
所や避難スペースの確保に努める。

所見
・全員がすみやかに避難行動をとることができたが、机下スペース等の
問題で十分に身を隠すことができていない職員もいた。

課題
・かがむ動作等が難しい高齢等の方が窓口にいる場合もあるため、対応
を検討しておく必要がある。

雪対策推
進室

所見
・参加者全員が素早く机の下に身を隠すことができ、大変良かった。

所見

・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。

課題

・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しきれない（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

・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。

所見

【まつづくり課】
・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。

市民課 所見
・素早く記載台の下や机の下にかくれることができた。
・来庁者がいる場合を想定して、誘導の練習を行った。

環境交通
安全課

所見

・訓練に向けて、事前に机下などの整理を行った。
・机下にもぐったうえで、さらにブランケットで頭部を保護するなどの
対応が見られた。
・地震終息後、関係機関への安否確認を行った。市民部

まちづく
り課

男女共同
参画推進

室

企画部

税務課

債権管理
課

総合政策
課

情報シス
テム課

ＦＭはな
び

総務部
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シェイクアウト訓練所見・成果

部局 課所 区分 内容

消費生活
センター

所見

・ラジオも正常に起動し、合図と共に避難行動ができた。ストーブを設
置している為、消火も忘れず行う。
・相談者１人がいることを想定して声をかけ、密室になるため非常口を
確保してから相談室での避難行動も行う。

社会福祉
課

所見

・机下のスペースの都合上、体全体を隠すのが困難な職員が一部いたも
のの、全体的には、物品等の頭上への落下防止や机の脚を掴んで固定す
るなどの工夫が見られ昨年度よりも改善された。また、今回、来庁者の
参加はなかったが、ヘルメットを窓口カウンター下に配備し、発災時に
即対応できるようにした。
・実際に地震があった場合の窓口からの誘導先等を検討する必要がある
と感じた。

地域包括
支援セン
ター中央

所見

・参加者の迅速な避難行動は大変に良かった。
・訓練当日、窓口に来客者はなく誘導することはなかったが、普段の来
客者に高齢者が多いことから、身体の状況に応じた避難誘導ができるの
か考える良い機会となった。
・防災意識について日頃から職員同士声を掛け合うようにしたり、身体
状況に応じた避難誘導について特化した訓練も必要である。

生活支援
課

所見

・訓練開始の合図とともに迅速な避難行動がとれた。
・身体の大きい職員にとって事務机下スペースは十分な広さではないか
もしれないが、頭部の防護だけは確実に行うことができた。
・書庫、キャビネット等の転倒防止措置は万全である。
・今回、窓口来客はなかったが、ヘルメットを常備し全員の安全確保に
努めたい。

子ども支
援課

所見

・訓練開始の合図とともに、それぞれが素早く机の下に隠れ、安全を確
保することができた。
・備え付けのヘルメット等をすぐに準備できるようにしておくなど、来
庁者に対する安全確保について万全を期するようにしたい。
・防災ラジオの電波の入る場所が、課内のごく一部の場所に限られるこ
とが課題である。

健康増進
センター

所見

・速やかに安全行動をとることができた。
・机で事務作業をしていた職員は机の下に身をかくし、印刷室で作業し
ていた職員は作業用テーブルの下に身をかくした。
・棚などの高所にある物品で落下の危険性があるものも事前に整理され
ており、落下物等についても環境整備できていた。

農林部

農業振興
課
農林整備
課

所見

・私語も無く、地震想定を意識し、緊張感を持った訓練が出来た。
良い点
・自席の机より、会議用テーブルの下は広く避難しやすくなっている。
・昨年度からの改善で、会議用テーブルの下へ書類を置かないよう留意
していた。
悪い点
・まだまだ、自席の机の下の整理がついていないため整理整頓に努めた
い。

所見

・放送後、一斉に身を守るために机の下に身体を隠すことができた。
　基本的に課内のキャビネットは背の低いものに統一されているため、
キャビネットが倒れたり、書類や物品が落下したりすることによる怪我
は考えにくい状況であったが、机の下に身体の一部しか隠せない職員が
いた。

課題
①机の下に身体の一部しか隠せない職員がいた。
→机の下の整理整頓をする必要があった。

経済産
業部

観光交流
課

市民部

健康福
祉部
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シェイクアウト訓練所見・成果

部局 課所 区分 内容

企業商工
課

所見

・地震発生の放送後、一斉に身を守る安全行動を行った。
・昨年は体の一部しか隠せない職員もいたことを踏まえ、全員が体全体
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。
・自分の机だけでなく、打ち合わせ場所の下で、避難行動を行った職員
もいた。

建築住宅
課

都市管理
課

所見

・南庁舎２階の建築住宅課と都市管理課で一緒に実施
・建築住宅課分室は仙北地域振興局内で実施
・訓練を行うための音源はＦＭはなびを利用。
○良かった点
　①ＦＭはなびを使用したいため、スムーズに訓練を行うことができ
た。
　②机のサイズの関係で完全に体を入れることができない方がしたが、
致命傷にならないよう頭など優先的に守る部分を隠した。
○改善を要する点
　①ある程度高さのあるキャビネットの上に不安定な物を置いている箇
所があった。→極力置かないように整理整頓を心がける。

道路河川
課

所見

・訓練開始とともにすみやかに避難行動をとることができていたが、棚
の上に荷物が置かれており、落下物により怪我をする危険がある。
・机の下に体が入りきらず、一部外に出てしまっているケースが見受け
られたため、常日頃の整理整頓を行う必要がある。
・今後は市民が来庁していることも想定して訓練を行う必要がある。

上水道課 所見
・私語もなくすみやかに自分の身を守る行動ができた。
・緊張感を持って迅速に訓練に取り組んだ。

下水道課
要改
善点

・高さのあるキャビネットの上に不安定な物を置いている箇所があっ
た。
→極力置かないように整理整頓に心がける。若しくは固定する。

市立大
曲病院

所見

１．シェイクアウト訓練について
・シェイクアウト訓練の放送が聞き取りにくかった。
・訓練開始時のＦＭはなびの放送（シェイクアウト開始時の音源）にメ
リハリがない、また、訓練がいつ終了したか分かりずらかった。
２．その他（危険箇所、検討事項など）
・病棟によってキャビネット上におむつを置いていることがあるため、
落下対策が必要。
・看護室や各科執務室は、キャビネット上に物を置いていることがある
ので、なるべく置かないよう整理整頓が必要。
・揺れが収まった後の避難方法について職員の対応。
・夜間に地震が発生した際の、自分で動くことができない患者さんがい
る病棟の初動対応。

会計課 所見
・訓練開始と共に各員スムーズに机の下にもぐり、適切な避難行動をと
ることができた。

神岡支
所

所見

・庁舎については館内放送で、公民館については防災ラジオを用いて訓
練開始の合図として実施。スムーズに訓練開始へつなげることができ
た。
・今回の訓練では庁舎へ偶然来庁していた就労支援センターに通所して
いる方々、公民館事業に参加していた方々からも、訓練に参加してもら
うことができた。このことは職員にとって来庁者へ避難行動を誘導する
訓練にもつなげることができたため、よかったと思う。
・職員の訓練については、机の下に書類整理用のワゴン等を置いている
こともあって、全身が入りきらない方も身受けられた。地震が発生した
際、瞬時に頭部だけでも守るという判断をするためにも、訓練の重要性
を再認識する良い機会となった。

経済産
業部

建設部

上下水
道部
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シェイクアウト訓練所見・成果

部局 課所 区分 内容

西仙北
支所

所見

・職員はすばやく対応し机への下に隠れているが、身体全体を隠すこと
ができていない方が比較的多く見られた。来庁者が２～３名いらした
が、事前放送をしても協力していただけなかった。前年からの課題をも
ち越す結果となった。
対策として、①来庁者へわかりやすい事前放送の検討と声掛けの実施。
②平時から机の下等の整理整頓。

中仙支
所

所見

・訓練開始の合図を聞いて、職員各自が机の下等に退避した。
・あらかじめ机の下や周りを整理整頓しておいたことで、身を隠すス
ペースをっ確保できた職員が多数であった。しかしながら、隠れるス
ペースが狭く頭は守れても身体は守れずという職員もいたので、どのよ
うにして身を守るべきか考える必要がある。
・会議をしていた職員と来庁者があったが、事前に訓練の実施について
来庁者に伝え、机の下に隠れる安全行動をとっていただいた。
・ストーブ等の電化製品のスイッチを切るなど、実際に災害を想定した
訓練ができた。
・訓練のタイミングでは、たまたま普段の来庁者数よりも少なかったた
め、窓口対応時の誘導の訓練はできなかった。しかし、訓練前に予めヘ
ルメットの位置を確認したり、身を隠してもらう場所を想定するなど、
誘導をするイメージは職員間で共有できたと思われる。

協和支
所

所見

・地震発生時には安全行動を取ることができるよう机下のスペースの確
保、庁舎内の安全場所の把握が必要である。
・庁舎内の安全管理については特にキャビネット等の転倒防止対策が課
題である。
・地震発生時には災害対策本部の指示を仰ぐとともに、庁舎外にいる職
員の安否確認を行い、管内の被害情報の収集をし、人命救助を第一に行
動すべきである。
・協和支所内においては、秋田県・大仙市冬期防災訓練会場にて訓練従
事者は参加した。

南外支
所

所見

・庁舎屋上のサイレンを１１時とともに１分間手動で吹鳴し、防災ラジ
オの緊急放送に沿って１階、２階フロアとも訓練を開始した。
・１階フロアでは開始時、来庁者がいなく、職員のみの訓練であった。
来庁者がいた場合は訓練に参加していただき、訓練終了後に玄関まで誘
導するプラスワンも計画していたが、できなかった。
・２階フロアでは、来庁者１名に協力を要請し、職員とともに１分間の
訓練に参加していただいた。
・昨年は、防災ラジオが自動で入らなかったが、今回は自動で緊急放送
が入った。

仙北支
所

所見

・館内放送の合図により職員は何回か訓練しているのでスムーズに低
く、頭を守り、動かない避難行動がとれたが、机の下はスペースが狭く
頭は守っているが体の方は出ていて守れない人も見受けられた。
・机の下や周りを常に整理整頓して身を隠すスペースを確保して置く必
要がある。
・さくまろ館において会議を開いていたが支所の館内放送が入らず、職
員が説明し訓練に参加してもらったがDROP!COVER!HOLD ON!は
テーブル下は何もない状態だったのでスムーズに避難行動ができまし
た。
・課題として、さくまろ館で館内放送が入らないので、どう知らせるか
（防災ラジオを各室に設置等）検討が必要である。
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シェイクアウト訓練所見・成果

部局 課所 区分 内容

太田支
所

所見

・ＦＭはなびによる地震発生の合図とともに市民サービス課長指示によ
りシェイクアウト開始
・庁内職員は、低姿勢、頭部の保護をしながら動きを取らず待機した。
その際、来庁者が１名いたが、訓練内容の説明をして、安全行動をして
いただいた。
・訓練終了にともない、市民サービス課長、農林建設課長、公民館長及
び支所館内の施設管理者に対し、庁内のコピー機など動く物、キャビ
ネットなど倒れる可能性のある物等の再確認を実施し、「固定」などの
対策を指示し日頃からの地震対策への備えを確認した。
・机の下へ避難した職員の中には、頭は守れているものの身体が隠れて
いない職員もいたため、日頃からの整理整頓を心がけるように確認し
た。

議会事
務局

所見

・議会事務局内や会派控室内の、キャビネットの倒壊対策が必要であ
る。
（2015より継続案件）
・日頃から机の下の整理整頓をしても、もともとそのスペースに余裕が
無いため、体格によっては全身を隠す事が出来ない物もある。
・議員の会派控室には、全身を隠す机等がない。また、議場の傍聴席も
同様であることから、対応について考えなければいけない。（継続案
件）
・議場や議会事務局、会派控室等が庁舎３階にあることから、スムーズ
な避難を想定しておくことが必要である。特に本会議開会中であれば、
議員及び市長や当局幹部職員、傍聴者、報道関係者など多数が議場及び
説明員待機室に入っていることになり、いずれは避難行動も含めた訓練
が必要になるのではないかと考えられる。

感想

・訓練開始の放送とともに、素早く各自の机の下に潜り込み身の安全を
確保した。
・訓練時は来庁者が居なかったので誘導等の対応はなかった。
・書庫に入らない書類をラックごと壁に紐で縛りつけて少しでも落下を
防ぐ工夫をしていた。
・机の下に体が入りきらない職員もいた。

課題

・身を隠す場所が無い時のために、安全な場所はどこなのかを確認して
おく必要がある。
・落下防止のため書類の整理や保管場所を確保する必要がある。

成果

・訓練をきっかけに、安全面の視点から課内環境を見直し、整備するこ
とができた。
・訓練を通して、日頃の備えの必要性について再確認することができ
た。

課題

・机の下に書類整理用のキャビネットがあり、全身を入れることが困難
な職員が多数いる。
・書類整理の在り方や、安全な空間を確保するたの職場環境の整備が必
要である。
・火気の確認や避難口の確保など、組織的な役割の分担が必要である。

感想

 ・６０秒の揺れはけっこう長く感じた。実際に机の下は思う以上に狭
く、じっとしているのは苦しかった。
 ・実際に揺れることを考えると、棚の上の書類等が心配である。過年度
のファイルを倉庫等に移動したり、課に数個ヘルメットを準備したりす
るなどの対応が考えられる。

学校給食
総合セン
ター

所見

・訓練４回目ということもあり、また、大仙市ＦＭ防災ラジオを活用し
たので、緊張感を持って迅速に訓練を遂行できた。
日頃から机回り等の整理整頓を心掛けており、課題、対策は、特にな
し。

教育総務
課

教育指
導部

教育指導
課

7



シェイクアウト訓練所見・成果

部局 課所 区分 内容

所見

・放送の指示に従い、速やかに机の下へと避難することができ、また頭
部をしっかりと保護することができた。ただし、机の下に置かれた物や
狭いスペースの関係で、完全に身を隠すことは難しいようである。

課題

・通路が狭く、とっさの避難で転んでしまう可能性がある。対策として
は普段からスペースを確保しておくように心がけたい。
・書棚等が転倒する恐れがある。対策としては、転倒防止用の突っ張り
棒等の器具を準備する必要がある。

生涯学習
課

所見

・事前に訓練があると告知されていたこともあり、机の中の棚等を外に
出したが、頭が隠れていない職員や、体の一部がはみ出ていた職員がい
た。
・管理職の近くに大きなガラスがあり、割れた際には危険だと感じた。
・キャビネットの上に置かれた荷物など、事前に整理していなかった箇
所があった。実際に強い地震が起きると背の高いキャビネットが倒れる
可能性があると感じた。そういった倒れやすい物の固定なども行ってい
きたい。また、日頃から整理整頓に心がける必要がある。
・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。
・訓練当時、出入り口のドアが閉まっていた。地震が実際に起こるとド
アが開かない場合があると思うので、発生直後に開けるようにしたい。

サンクエ
スト大曲

所見

・１１時少し前に全館放送にてＦＭはなびを音源に訓練実施。
・事前に当日利用予定されている各団体に訓練の依頼をしたが、４回目
ということもあり、シェイクアウトという単語で、どのような行動をと
るのかということを理解されており、認知されていることを実感した。
・身を保護する机等がある部屋では、適確に身を守る行動が取れてい
た。机等ない場合でも、頭を保護する体勢が取れていたが、小さい子供
を抱えた場合は、保護者の身で子供を守る他なく、自身は保護できな
かったので、配置されているヘルメット等かぶってもらうことなどとっ
さの時にそういった対応も必要だと感じた。
・回を重ねているが、同じ状況のときはなく、新しい課題も見つかり、
訓練できてよかった。
・ヘルメットの数が２個しかないので、せめてできれば２個は配置した
いと思った。

はぴねす
大仙

所見

・今年度配布された防災ラジオを初めて音源として活用したが、場所に
よって電波の入り方に差があり、館内放送のマイク側ではほとんど入ら
ず、訓練スタートの合図としてのみ利用した。
・施設利用３団体の協力を得て行ったが、体育館、和室、会議室と３箇
所それぞれにマット、座布団などを活用し頭を守る行動が迅速にでき
た。
・廊下のキャビネットを固定し転倒防止の対応を行っているが、時々、
ダンボールやカゴなど仮置きする場合があり、日頃からキャビネットの
上は物品を置かないよう心がける必要がある。

花館公民
館

所見

・合図のアナウンス後、迅速に安全行動をとることができた。
・執務室内では、机下のスペースが狭い場合には、打ち合わせテーブル
を活用するなど、安全な場所を確保できていた。
・来訪者９人については、職員が避難誘導し、机下のスペースに身を隠
した。ただし、窓ガラスから距離が近く、割れた際には危険だと感じ
た。ガラスの飛散防止の対策が必要である。
・キャビネット、書庫は整理されているものの、実際に強い地震が起こ
ると倒れる可能性があると感じた。出入口を塞ぐことがないよう転倒防
止策や配置変更等が必要である。

四ツ屋公
民館

所見

・今回は、四ツ屋公民館主催の料理教室があり、１２名に参加して頂い
た。
・参加者より防災のことを考える良い機会となったとの感想があった。
・食器棚の転倒防止のための器具を早急に設置したい。

教育指
導部

教育研究
所

生涯学
習部
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シェイクアウト訓練所見・成果

部局 課所 区分 内容

内小友公
民館

所見

・規定された時刻に防災ラジオにてシェイクアウト音源が鳴り、訓練ス
タート。
・事前に訓練の告知があり、即座に机の下に頭を隠すことができた。
・部屋内の棚からの荷物等、事前にチェックはしていたが、実際の強い
地震が起きた場合の状態化では、倒れやすい物を再度チェックする必要
がある。
・災害時の避難行動、執務室内の整理整頓を普段から心掛けする必要が
ある。

大川西根
公民館

所見

・大川西根総合センター内に事務室のある大曲土地改良区の方々にも訓
練に参加していただいた。
・身を隠す場所の確保や棚の上からの落下防止のためには、普段から事
務室を整理整頓しておくことが重要である再認識した。また、地震発生
から地震の揺れがおさまった後の行動についても話題となり、防災に関
心を深めるいい機会となった。

藤木公民
館

所見

・婦人会のレクレーション（スカットボール）をやっている最中に地震
がきたという想定で、シェイクアウト訓練が行われた。
・事前に訓練があると告知していたので「ＦＭはなび」の１１時の合図
に合わせて、すぐにテーブルの下に頭を守り、避難できた。
・なかには、頭だけで身体はテーブルから出ている人もいた。
・家庭でも地震があったときは、どうしたらいいか、話し合おうとして
いる姿があり、災害時の避難行動を考えるうえで、良い機会になったと
思われる。

角間川公
民館

所見

・午前１０時　館内利用者の皆様に入館時ポスターで告知をする。
・午前１０時５０分　利用者に直前の告知をし協力をお願いする。
・午前１１時館内放送にて、大地震が発生したので、身体を低くし頭を
まもり動かさないでくださいと呼びかける。
・２階大広間で踊りの練習をしていた皆さんは、一斉に座布団で頭を隠
して身を守った。
・職員は、机の下やテーブルの下に身を隠したが、背中が入りきらな
かったり頭がでてしまったので、しっかりと確認し安全な行動をとって
もらいたい。
・戸棚やキャビネットの上は、事前に整理整頓していたが強い地震に
は、その物が倒れる心配があると感じた。
・今回の訓練で、日常的に利用者の出入りのある施設なので災害時の避
難行動の確認ができ良い機会となった。

神岡中央
公民館

所見

・貸館を行っているものの、該当の時間帯は団体が入っていなかったた
め、図書館の来館者に参加を求めた。図書館には机が多くあるため避難
しやすい環境にあるが、ホールなどでテーブル使用がなかった場合の避
難行動を、職員全員が共通理解しておく必要がある。
・キャビネットの上のファイルが、強い揺れの場合落下する恐れがある
ので、改善するようにした。
・シェイクアウト訓練も回を重ねているので、机の下に一時避難する入
り方も棚等を素早く撤去し、難なく行えるようになりつつある。
・ラジオの電波受信を館内放送に流したところ、全館で良く聞き取れる
ことができた。
今回の訓練で館内放送の手順も再確認することができた。
放送を流す職員の避難が課題であるので、ラジオの置く場所などラジオ
と館内放送の連動を工夫することが反省点となった。
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シェイクアウト訓練所見・成果

部局 課所 区分 内容

西仙北中
央公民館

所見

○成果
・訓練を実施することにより、実際の地震の際にも適確対応が出来る。
・避難時の障害物や危険物などが確認でき、平時からその対策をとるこ
とが出来る。
○訓練所見
・机の下にアンダーラックを置いている職員も多く、机の下に避難する
際は、支障になっていた。（十分に身を隠すことができなかった）
・今回は１分間であったが、それでも時間が長く感じ、机の下でじっと
している態勢でいるのが苦痛な職員もいた。
・和室で地震が起きた場合、近辺から障害物や危険物が落ちてくる危険
性は低いが倒壊の場合は身を隠す場所がないという状況になると感じ
た。

所見

○事務室　３名
・出勤している職員に話し、訓練に参加してもらった。頭を守り上手に
机の下に潜り込み安全を確保した。
○スポーツクラブ　１名
・前日に出勤する職員に協力を求め引き受けてもらった。訓練が始まる
と、速やかに机の下に頭を守り潜っていた。
○図書館　２名
・シェイクアウト訓練が実施される１週間前に予告の張り紙・チラシを
図書館前に貼り来館している人に周知を図った。当日、来館者に協力依
頼し参加してもらった。図書館の机の下に潜り込み身体が出ている人は
いなかった。
○２階ＡＢ研修室　２名
・当館を利用している中仙表装倶楽部２名の方々に訓練参加をお願い
し、快く引き受けてくれた。合図とともに机の下に頭を守りながら机の
下に潜り込んでいた。

課題

・休日夜間の管理は主にシルバーへの委託で２人体制となっているた
め、いざ地震が起きてしまった時にどうするか話し合う等して、如何な
る時でも対応できるようにしなければならない。

協和公民
館

所見

・今回は職員、図書館職員、事務室来客者に参加して頂く。ラジオ、職
員の誘導によりスムーズに避難できた。訓練時は、少人数の誘導であっ
たが、会議等大人数が利用している時等の緊急事態の場合は、どのよう
に行動すればスムーズに避難誘導できるか、職員一人一人が、日頃より
考えておくことが大切だと感じた。

南外公民
館

所見

・事前に訓練があると告知されていたこともあり、机の中の棚等を外に
出し、頭を隠すことはできていた。しかし、頭は隠せるが体の一部がは
み出る職員がみられた。
・課題は職員の座席後ろにキャビネットがあるため、それを避けた机等
で身を守る必要がある。
・今回は貸館がなかったため、会議室・研修室等の利用時の訓練を確認
することはできなかった。研修室等利用時の避難誘導を訓練する必要が
ある。

仙北公民
館

所見

・午前１１時、ＦＭはなびの合図で訓練開始。
・全員机やテーブルの下に隠れ、１分間頭部や頭を守る行動をとる。
【良かった点】
・全員頭が隠れる体勢で身を守ることができていた。
・揺れが収まるまで同じ体勢を保つことができていた。
【悪かった点】
・机や受付カウンターの下のスペースが狭いため、体全体を隠せていな
い人もいた。
【その他】
・当日は施設の利用者はいなかったが、もし利用者がいた場合、避難誘
導することを念頭に置いて行動しなければいけない。
・防災ラジオを音源に訓練をおこなったが、場所によって受信エラーに
より緊急受信できない所もあった。置き場所や向きによって受信できな
い場合もあるようだ。

中仙公民
館
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シェイクアウト訓練所見・成果

部局 課所 区分 内容

太田公民
館

所見
・訓練開始の合図後、落ちついて身を守る安全行動ができた。

大曲図書
館

所見

・受信レベルの関係上防災ラジオの設置場所が限られた。２Ｆ事務室は
問題なく聞くことができるが、１Ｆ開架部については、書架、壁等によ
り音が遮られることもあり、聞こえにくい場所もあった。
・２Ｆ事務室においては職員４名（内１名連絡者）が実施。
・各自事務机の下へ身を隠した。頭部は隠れたが、全身を隠すとなると
非常に窮屈に見えた。
・１Ｆ開架部においては職員２名、利用者４名。計６名が実施。
・職員はカウンター内におり、身を隠せる物の近くにいなかったため、
その場でしゃがみ頭部を手で守っていた。
・新聞コーナー、書架の間にいた利用者はその場でしゃがみ頭部で手を
守っていた。閲覧席にいた利用者は机の下へ避難していた。
・１Ｆはとっさに身を隠せる場所が少なく、書架から本が飛び出しや書
架自体が倒れる危険がある。また、通常の出入口が正面玄関と職員玄関
の２箇所のみで脱出経路が限られている。

大曲市民
会館

所見

・災害時、職員は自分の机の下に避難するため、日頃から整理整頓を心
がけ避難スペースを確保しておく必要があると感じた。
・訓練当日は来客がなかったため職員のみの訓練となったが、今後は来
客者用の避難スペースを確保し、職員の避難誘導訓練も行う必要があ
る。

文化財保
護課

所見

・速やかに自分の机の下にもぐり、頭を守る行動をとることができた。
さらにブランケットやカバン等で保護する職員も。
・一方、机下のスペースは狭く、頭は隠せるが体の一部がはみ出る職員
がみられた。→机の引き出しを引いて、はみ出た部分を守るなどの臨機
応変な対応をとる職員も。
・いざという時に、全身を隠せるスペースを想定しておくことも必要。
また、可能であれば、高い棚すべてに落下・転倒対策として、「転倒防
止用突っ張り棒」も使用したい（一部で使用）。

課題

・スポーツ振興課職員の主な安全確保方法は、デスクの下に身を隠すこ
とであるが、デスクの下に綴り等が置かれていることによって、十分な
スペースが確保できず、体の一部がはみ出てしまう職員が見受けられ
た。スペース確保のために物の整頓を徹底し、それでもはみ出てしまう
場合は引出しではみ出した部分を守るなど工夫が必要だと感じた。
・キャビネットの上に段ボール等の荷物が置かれているが、災害時には
落下の危険性があるため、保管場所を変え落下しないようにする必要が
あると感じた。

感想

・今回は訓練ということで予め知らされていたが、実際の災害はいつ起
こるかわからないので、身の回りの物の整理、身を隠すスペースの確保
を徹底し、迅速な行動できるように心がけていきたい。

スポーツ
振興課
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