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（２）ワークショップ、ＰＤＣＡサイクルの重要性（２）ワークショップ、ＰＤＣＡサイクルの重要性（２）ワークショップ、ＰＤＣＡサイクルの重要性（２）ワークショップ、ＰＤＣＡサイクルの重要性    

○「Ｍｙまっぷラン」を地域で束ねれば、地域の避難場所の分布やそこまでの主要な避難経路

が浮き彫りになり、避難者が集中することによる問題点等が明らかになります。また、個人

では「Ｍｙまっぷラン」を作成することができない災害時要援護者の問題等、地域で共有す

べき課題が浮かび上がってきます。 

○このような課題を地域住民等が共有し、改善のた

めの取組を検討・実践するためには、住民一人ひ

とりが考えている津波避難の方法等を話し合う

ことが大切です。そのために、有効な方法として

ワークショップ形式を取り入れます。 

○また、「Ｍｙまっぷラン」を作成すれば、津波避

難計画が完成するという訳ではなく、その計画に

基づいて津波避難訓練を実施し、計画の妥当性や

問題点を検証するとともに、地域の人口構成やイ

ンフラの状況の変化等に応じて計画を点検、評価

し、新たな課題の抽出と改善方策を検討するＰＤ

ＣＡサイクル※を実施することが極めて重要に

なってきます。 

○しかしながら、「Ｍｙまっぷラン」を取り入れる

ことで全ての課題が解決するということではあ

りません。高齢者、障がい者、乳幼児等の災害時 

要援護者の避難対策については、ワークショップ

による話し合いで簡単には解決することはでき

ません。自動車による避難についても同様で、「誰

が誰をどういうルートで避難させるか」等、どの

地域においても、話し合うことですぐに解決でき

ない課題があります。 

○これらの課題については、考えられる手段を講じて、最善策を検討していく必要があります。

三重県としての考え方を、「津波避難に関する三重県モデル事業実施報告書」（平成 25 年 3

月 三重県）で示していますので、これも参考にしてください。 

 

※PDCA サイクルとは、業務改善活動等で広く活用されているマネジメント手法のひとつであ

り、「計画（Plan）：計画を作成する」「実行（Do）：計画に沿って実施する」「評価（Check）：

実施した結果が計画に沿っているかどうか確認する」「改善（Act）：実施した結果が計画に

沿っていない部分を処置する」のプロセスを順に実施し、次の PDCA サイクルにつなげてい

くものです。    

■ＰＤＣＡサイクル 

■ワークショップの様子 
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（３）（３）（３）（３）「Ｍｙまっぷラン」「Ｍｙまっぷラン」「Ｍｙまっぷラン」「Ｍｙまっぷラン」の活用の活用の活用の活用    

①「Ｍｙまっぷラン」①「Ｍｙまっぷラン」①「Ｍｙまっぷラン」①「Ｍｙまっぷラン」の長所の長所の長所の長所 

○「Ｍｙまっぷラン」は、住民一人ひとりが避難場所とそこまでの経路を自ら考える契機にな

るとともに、家族等の連絡先や非常持ち出し品を書き込むことにより、家族等で津波避難に

関する話し合いをするきっかけにもなることから「自助」の防災力向上に大きな効果が期待

できます。 

○そして、住民一人ひとりの「Ｍｙまっぷラン」を一つに束ねることで、地域全体で避難場所

へ避難する人や同じ避難経路を使用する人の総数を推計できることから、避難した人全てが

その避難場所にスペース上入れるか検討したり、自主防災組織や消防団等地域が避難誘導に

ついて、「誰を、どのように、どの程度配備していくか」等を決定するうえで参考となり、地

域の津波避難計画等の作成に役立ちます。 

○また、行政においては津波避難ビル等の避難場所の確保、津波避難路、避難施設の整備の目

標設定ができ、計画的な整備を図ることが可能となります。 

○今後、「津波防災地域づくりに関する法律」に基づき市町が推進計画を策定する場合、津波避

難路、避難施設等に係る事項を記載する必要が出てきます。また、県が津波災害警戒区域（イ

エローゾーン）を設定した場合には、市町の地域防災計画に津波に関する避難場所、避難経

路や津波避難訓練の実施を記載していくことになります。こうした場合にも、「Ｍｙまっぷラ

ン」は、住民に明確な記載内容を示すことができ、その結果、住民が主体となった総合防災

力の向上が可能となります。 

②②②②「防災ノート」との連携（児童生徒の避難対策）「防災ノート」との連携（児童生徒の避難対策）「防災ノート」との連携（児童生徒の避難対策）「防災ノート」との連携（児童生徒の避難対策）    

○三重県教育委員会では、子ども達が自然災害から自らの身を守るために、発達段階に応じて

防災意識を高め、防災対策に取組むことを目的に「防災ノート」を平成 24 年２月に作成し、

県内の小中高等学校、特別支援学校の児童生徒に配布するとともに新入生等にも継続的に配

布しています。 

○「防災ノート」は、小学

校低学年版、高学年版と

中高生版の３種類あり、

地震・津波に関する知識

を習得し、学校からの帰

り道の危険な場所や避

難場所を自分で記載す

る等、発達段階に応じた

内容となっています。 
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○また、「防災ノート」は、学校での防災教育に活用するとともに、家庭において保護者と一緒

に考えることで、家族の防災意識を高め、家庭の防災計画ともなるよう構成されています。 

○現在、「防災ノート」で学んだ子供たちが、この「防災ノート」を持って、地域において大人

と一緒に避難訓練等の防災活動に参加するよう、働きかけを行っています。このことにより、

低学年であっても、自らの身を自ら守ること、地域の人々と一緒に防災に取り組むことがで

きるようになると考えています。 

○｢Ｍｙまっぷラン｣は全ての住民を対象としていますので、児童生徒一人ひとりの津波避難計

画の作成から学校も含めた地域の津波避難計画づくりを行ううえで、「防災ノート」と関連さ

せることが大切になってきます。 

○「防災ノート」を活用して、学校や家庭において防災意識を向上させ、正しい知識と行動力

を身に付けることができた子ども達が、引き続き、地域住民の一員として｢Ｍｙまっぷラン｣

に取組むことによって、次世代の防災の担い手として育つことを期待しています。 

○こうした、「防災ノート」と｢Ｍｙまっぷラン｣の取組が、学校、家庭、地域へとつながり、か

つ継続していくよう、県としても支援していきたいと考えています。 

    

（４（４（４（４）「）「）「）「MyMyMyMy まっぷラン」の課題まっぷラン」の課題まっぷラン」の課題まっぷラン」の課題 

○「Ｍｙまっぷラン」を推進するためには、できるだけ多くの地域住民の参加が鍵となります。

しかしながら、「Ｍｙまっぷラン」を自ら作ることが困難な方もいるでしょうし、個人情報保

護の観点から、この取組を敬遠される方もいるかも知れず、全員の参加を確実なものとする

ことは容易ではありません。 

○また、個人それぞれの体力差等から、避難が可能な場所が異なったり、自力では避難行動を

取ることが困難なケースもあります。 

○「Ｍｙまっぷラン」を持たない人々、例えば観光客等の来訪者の避難対策をどうするかも課

題に挙げられます。公共施設、商業施設、観光施設、宿泊施設、事業所それぞれに、来訪者

を安全に避難場所まで避難させるための計画、体制が整備される必要がありますが、避難場

所を共有する可能性がありますので、地域の津波避難計画もその整合に留意する必要があり

ます。 

○「Ｍｙまっぷラン」の地図作成等には時間や手間がかかるため、住民、地域と行政が連携・

協力して作成することが必要になります。 

○また、「Ｍｙまっぷラン」を作ることがゴールではありませんので、少なくとも年に１回は津

波避難訓練を実施して、その有効性について検証を続け、必要に応じて、「Ｍｙまっぷラン」

と地域の津波避難計画を改訂していくことが大切です。 
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（５）津波避難訓練の実施（５）津波避難訓練の実施（５）津波避難訓練の実施（５）津波避難訓練の実施    

○住民一人ひとりが作成した「Ｍｙまっぷラン」の妥当性や問題

点を検証するとともに、地域全体として避難場所や避難経路の

問題点を点検、検証し、津波避難に関する課題を抽出するため、

津波避難訓練を実施します。 

○多くの人が参加しやすいような日時に実施することが望まし

いですが、地震はいつ発生するかわからないので、夜間や地域

住民が少なくなる平日の昼間等に行うことも必要です。 

○津波避難訓練を実施した後には、参加者が集まってワークショップを行い、「Ｍｙまっぷラン」

及び地域の津波避難計画の問題点について、点検、検証を行います。これにより、新たな課

題を発見することもできますので、地域の津波避難に関する目標と方策を再検討していきま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）地域の津波避難計画の作成（６）地域の津波避難計画の作成（６）地域の津波避難計画の作成（６）地域の津波避難計画の作成    

○地域の防災力を高めるためには、ワークショップを通して話し

合ってきた内容を地域で共有し、地域全体の防災意識の向上、

協力体制の確立につなげていくことが重要です。 

○より多くの住民がワークショップに参加することが望ましいで

すが、参加できなかった人を含めて情報を共有するため、これ

までの活動内容や今後の目標等を地域の津波避難計画として取

りまとめます。 

○地域の津波避難計画は、地域の人口構成やインフラの状況の変化等を反映するとともに、Ｐ

ＤＣＡサイクルの実施と合わせて、一定期間で見直すことが必要です。 

○次頁から、各ワークショップの概要、ポイント、手順等を述べます。

■津波避難訓練の様子 ■津波避難訓練後のワークショップの様子 
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（（（（1111））））進行の工夫進行の工夫進行の工夫進行の工夫    

○学識経験者、災害経験者等の講演の開催 

・会議が始まる前に、コアメンバーの津波避難に関する意識を共有するため、学識経験者等

による講演や災害経験者の体験談等を企画してもよいでしょう。 

（例えば、県や市町の防災担当者、三重のさきもり、みえ防災コーディネーター等） 

 

○会場の机配置 

・お互いの顔を見ながら意見交換しやすいように、机はロ（ろ）の字に配置しましょう。教

室方式（講義方式等ともいう。机を前から順番に並べる方法）は、前に並ぶ人（司会者等）

と参加者とが対決姿勢になってしまいます。 

・会議の時間は、2 時間程度に収まるようにしましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）（２）（２）（２）会議次第会議次第会議次第会議次第    

  ○標準的な会議次第は下記の通りです。議事は、地域の状況に応じて設定しましょう。 

（様式１、様式集Ｐ１を参照）（配布資料は様式２、様式集 P2 を参照） 

 

１．開会 

２．あいさつ   （自治会長、自治体の担当課長等） 

３．メンバー紹介 （名前と所属等） 

４．議事 

①本事業の目的、趣旨 （コアメンバ—の代表者、行政等が説明） 

②学識経験者等による講演  

③本事業の進め方 

④意見交換 

５．その他 

６．閉会 

 

机 

いす 

司会者 

参加者 
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④④④④「「「「MyMyMyMy まっぷランまっぷランまっぷランまっぷラン」」」」の準備の準備の準備の準備    

   ○住民一人ひとりが津波避難計画を作成するための「My まっぷラン」を作成します。基

本形は、様式 12（様式集 P51）にありますが、災害時要援護者の状況を記載する等、

地域の状況にあった内容にアレンジすることができます。 

○地域の地図は、対象地域だけでなく、海岸から離れた避難場所の想定地まで入った範

囲で作成することが必要です。市町が所有している都市計画図あるいは三重県共有デ

ジタル地図を使えば良いでしょう。ワークショップで使う地図の範囲と同じにしたほ

うがわかりやすくなります。 

⑤⑤⑤⑤ワークショップ用ワークショップ用ワークショップ用ワークショップ用地図の準備地図の準備地図の準備地図の準備    

○ワークショップで使う地図を準備します。市町が所有している都市計画図あるいは三

重県共有デジタル地図を使って、大きさは A０サイズ（841 ㎜×1189ｍｍ）、縮尺

は、１/2500 以上が良いでしょう。「My まっぷラン」で作成する地図と同じ範囲と

したほうがわかりやすいことから、「My まっぷラン」の地図を拡大して作成しても良

いでしょう。 

○地図は、グループの数だけ用意します。 

 

   

 

 

    

    

    

⑥ワ⑥ワ⑥ワ⑥ワーーーークショップ用の道具類の準備クショップ用の道具類の準備クショップ用の道具類の準備クショップ用の道具類の準備    

○ワークショップで使う道具類を準備します。 

○必要な道具類のチェックリストをつくっておくと便利です。 

 

 

 

●三重県共有デジタル地図について 

 三重県市町総合事務組合が所有している数値地図を活用できます。市町から

の申請あるいは購入により入手可能です。 

http://shichosogo-mie.jp/map.html 

■ワークショップの様子■ワークショップの様子■ワークショップの様子■ワークショップの様子 
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⑩⑩⑩⑩会場の設営会場の設営会場の設営会場の設営    

    ○グループ分のテーブルを並べ、地図、道具、資料を配布します。 

    ○地図をテーブルに固定し、その上に透明シートを重ねてテープで固定し、ずれても修

正できるように四隅に印をつけます。時間に余裕がないと想定される場合には、事前

に、地図に透明シートをテープで張り付けておいたほうが良いでしょう。 

    ○各テーブルから見やすい位置にプロジェクターを配置します。 

 

       ■会場の風景 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ■会場の設営例 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

⑪⑪⑪⑪受付受付受付受付    

    ○受付に自治会の名簿等を用意し、参加者を確認した上で、グループ分けのテーブルに

案内します。 

    ○参加者が想定よりも多くなった場合には、テーブルの追加等を検討します。

スクリーン 

机 

いす 

プロジェクター 

ホワイトボード、黒板 
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⑦⑦⑦⑦グループごとに発表しましょうグループごとに発表しましょうグループごとに発表しましょうグループごとに発表しましょう    

   ○グループごとに話し合った以下の内容を発表し、会場の皆さんで意見の内容を共有しま

しょう。 

   ○グループの数にもよりますが、1 グループ 2～3 分程度とします。（6 グループの場合、

3 分×6 グループで 18 分。入れ替え等を考慮すると 20 分はかかります。） 

   ○発表時間 3 分の場合、2 分でベルを 1 回、3 分で 2 回鳴らし、発表者に時間を知らせ

ると良いでしょう。 

 

 

 

 

 

        

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

⑧次回に向けて⑧次回に向けて⑧次回に向けて⑧次回に向けて    

＜次回までの宿題⇒＜次回までの宿題⇒＜次回までの宿題⇒＜次回までの宿題⇒「「「「MyMyMyMy まっぷランまっぷランまっぷランまっぷラン」」」」の作成＞の作成＞の作成＞の作成＞    

   ○今回作成した防災マップを参考に、「My まっぷラン」に自分の避難場所、避難経路を記

入してもらいます。「My まっぷラン」への記入は、地域の全住民を対象とするため、こ

の会議で配布するのでなく、別途、全住民を対象に配布したほうが良いでしょう。 

＜次回予定を説明しましょう＞＜次回予定を説明しましょう＞＜次回予定を説明しましょう＞＜次回予定を説明しましょう＞    

   ○次回の開催日時、会場、内容について説明しましょう。 

■グループごと発表する内容 

①タウンウォッチングを行った避難経路、避難場所 

②避難経路の危険な場所、役に立つ場所、問題点等 

《こんなこともできます》＝《こんなこともできます》＝《こんなこともできます》＝《こんなこともできます》＝    タウンウォッチングタウンウォッチングタウンウォッチングタウンウォッチングの写真の写真の写真の写真撮影撮影撮影撮影とそのとそのとそのとその印刷印刷印刷印刷    

    ○タウンウォッチングで確認した危険箇所や役に立つ場所等を写真撮影し、会場に戻

ってきてから写真を印刷し防災マップに貼り付けることや、撮影した写真をグルー

プ発表の時に映写すれば、タウンウォッチングの様子が良くわかります。 

○具体的には、カメラの SD カードを使って専用のプリンターの活用、あるいはパソ

コンに入力してプリンターで印刷します。プリンターでの印刷には時間がかかりま

すから、写真を１枚ずつ印刷すると、ワークショップの時間内にすべてのグループ

の写真を印刷できないこともあります。このため、複数の写真を用紙１枚に印刷し

て、グループの参加者にはさみで切り取ってもらう方法にすれば時間が短縮できま

す。また、パソコンに取り込んだ映像をグループごとに整理し、グループごとの発

表のときに、写真をプロジェクターを使って映写します。 
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④④④④作業作業作業作業２２２２    避難の際の行動について話し合いましょう避難の際の行動について話し合いましょう避難の際の行動について話し合いましょう避難の際の行動について話し合いましょう    

   ○これまでに実施したコアメンバー会議、前回の検討会において、課題として出された事

項について、課題の内容、解決方法を話し合います。 

   ○災害時における避難を検討し、計画を策定する場合においては、災害時要援護者の避難

対策、自動車による避難は常に大きな課題とされています。 

○このため、災害時要援護者と自動車による避難をテーマに、参加者で意見交換します。 

 

     ア．ア．ア．ア．災害時要援護者の避難について災害時要援護者の避難について災害時要援護者の避難について災害時要援護者の避難について    

１）災害時要援護者とは 

○災害時要援護者とは、日本赤十字社「災害時要援護者対策ガイドライン」によると、

「災害から身を守るため、安全な場所に避難する等の一連の防災行動をとる際に、支

援を必要とする人々」とされており、具体的には、 

 

 

 

 

 

 

 

となっています。 

 

２）「My まっぷラン」との関係 

○「Ｍｙまっぷラン」を作成できない災害者要援護者が住民と同じペースで「Ｍｙまっ

ぷラン」を作成することは困難であると考えられます。一方、災害時要援護者ごとに

避難支援の方法等を具体的に示す個別計画の作成が進んでいます。このため、「Ｍｙま

っぷラン」と「災害時要援護者の個別避難支援計画」は、両立しながら、互いに補完

していく関係が望ましいといえます。 

 

 ３）検討内容 

○県内の市町では、災害時要援護者の避難対策として名簿の作    

成等の対策が進められていますが、個別の災害時要援護者の

避難に関する取組については、ようやく始まったばかりの市

町が多いのが実態です。 

○三重県では、津波襲来までの時間が短い熊野灘沿岸地域等に   

おいては、災害時要援護者の避難支援と、支援者の安全確保

との兼ね合いが最も困難となるであろうことから、災害時要

援護者自らの避難対策とともに、地域や行政の支援の在り方、

方法を検討することが大きな課題となっています。 

○災害時要援護者の避難については、自らの避難対策に加えて、地域や行政が連携して

・心身障がい者（肢体不自由者、知的障がい者、内部障がい者（透析者等）、視覚・

聴覚障がい者） 

・認知症や体力的に衰えのある高齢者 

・日常的には健常者であっても理解力や判断力の乏しい乳幼児 

・日本語の理解が十分でない外国人 

・一時的な行動支障を負っている妊産婦や傷病者 
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情報の共有やきめ細かな対策を進める必要があり、地域で以下の観点から話し合いを

行うことが必要です。 

 

  

 

 イ．イ．イ．イ．自動車による避難について自動車による避難について自動車による避難について自動車による避難について    

１）検討内容 

○三重県沿岸部において想定される震度が６弱から７であることを考えると、道路自体が

崩壊したり、液状化によるマンホール浮き上がり等により、道路に大きな被害が生じる

とともに、倒壊した建物、電柱、看板等の障害物により自動車の通行に支障が生じる可

能性は高いと考えられます。 

○このような道路の被害に加えて、多くの人が自動車により避難したとすれば、津波発生

後の短時間に自動車が殺到し、発生した交通渋滞により避難自体が困難になるとともに、

消防、警察、自衛隊等の救助機関の活動に支障を生じる可能性が極めて高いと考えられ

ます。したがって、徒歩により避難が可能な場合は徒歩により避難すべきです。 

○他方で、①徒歩による避難が困難な乳幼児、高齢者、障がい者、負傷した者等の災害時

要援護者の避難、②津波到達時間や避難場所までの距離を勘案し、自動車でなければ避

難が困難である地域における避難については、自動車による避難を初めから排除すると、

津波避難計画を立てること自体が難しく、実際の避難も困難

となる場合もありえます。 

○したがって、上記の２つの場合に限定したうえで、自動車に

よる避難を模索する際には、以下の観点について地域で話し

合いを行い、結論を得る必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・誰（災害時要援護者）を自動車で避難させるのか。 

・誰（支援者）が災害時要援護者を自動車に乗せ、運転するのか。 

・道路や橋梁の予想される被害状況（耐震改修の状況、液状化の危険性等） 

・交通量や渋滞発生の恐れのあるポイント 

・具体的な避難ルートにおける通行の障害等（ブロック塀や電柱の倒壊による通行がで

きない可能性、道路幅が狭小なため、徒歩避難者がいる場合は自動車が通行できない

可能性、踏切等） 

・避難場所又はそこに至るまでの道路における自動車の駐車可能場所、台数 

・災害時要援護者の情報の共有 

・災害時要援護者及び支援者の人数の把握 

・リヤカー等、避難のための設備の確保 

・自動車による避難を含めた避難方法の検討 
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○その話し合いを行うに当たっては、タウンウォッチング等で道路への家屋倒壊の危険性、

ブロック塀や電柱等の状況、交通量等を実際に見つつ、検討を行うことが必要です。 

○その検討の際には、地震の発生日時は特定することができないこと、昼夜の時間帯によ

って、通勤・通学・通院等により、災害時要援護者や支援者の地域での滞在状況が異な

ることや交通量も異なることから、時間帯により複数のパターンを検討していくことが

必要です。 

○また、道路や橋梁がどの程度損傷し、自動車による通行が可能かどうかも事前には分か

らないことに留意する必要があります。したがって、自動車による避難を検討するうえ

で一つの避難経路のみではなく、複数の避難経路を考えておく必要があります。さらに、

自動車の通行ができない道路状況となる場合も十分考えられることから、車いす、リヤ

カー等他の方法による避難についても併せて検討しておくことが必要です。 

    

２）「Ｍｙまっぷラン」との関係 

○自動車による避難が可能と判断した場合は、 

「Ｍｙまっぷラン」に避難場所と避難経路に加えて自動

車により避難すること等を明示します。具体的には、①

災害時要援護者等、自動車に乗り避難する人とその自動

車を運転する人（支援者）、②自動車に乗り込む集合場

所を記載します。なお、道路の障害等により自動車によ

る避難ができない場合も考え、代替の避難方法、避難経

路等についても記載します。 

○それぞれで検討した「Ｍｙまっぷラン」を地域で集約する際に、実際に避難が可能か、

避難に用いる自動車の数量がその地域の限界量を超えていないか、運転者である支援者

が不足していないか等について検証し、地域の限界量を超えている場合等は「Ｍｙまっ

ぷラン」を改める必要があります。このように地域での話し合い・検証を通じ、自動車

による避難について地域で意思決定をしていく必要があります。 

 

ウ．ウ．ウ．ウ．話し合いのまとめ話し合いのまとめ話し合いのまとめ話し合いのまとめ    

○災害時要援護者の避難、自動車での避難について、課題の認識と対応策をまとめます。

意見は、付箋に書いて、模造紙に貼りつけます。出された意見全てを書くようにし、解

決策が出なくても、課題として整理しましょう。 
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⑥⑥⑥⑥グループごとに発表しましょうグループごとに発表しましょうグループごとに発表しましょうグループごとに発表しましょう    

  ○グループごとに話し合った以下の内容を発表し、会場の皆さんで意見の内容を共有しまし

ょう。 

  ○グループの数にもよりますが、1 グループ 2～3 分程度とします。（6 グループの場合、

3 分×6 グループで 18 分。入れ替え等を考慮すると 20 分はかかります。） 

   ○発表時間 3 分の場合、2 分でベルを 1 回、3 分で 2 回鳴らし、発表者に時間を知らせる

と良いでしょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ⑦次回に向けて⑦次回に向けて⑦次回に向けて⑦次回に向けて    

≪≪≪≪講評とまとめをしましょう講評とまとめをしましょう講評とまとめをしましょう講評とまとめをしましょう≫≫≫≫    

   ○司会がグループ発表の講評とまとめをしましょう。 

  ○学識経験者等にお願いしてもよいでしょう。    

≪≪≪≪次回予定を説明しましょう次回予定を説明しましょう次回予定を説明しましょう次回予定を説明しましょう≫≫≫≫    

   ○次回の開催日時、会場、内容について説明しましょう。 

 

 

■グループごと発表する内容 

①避難場所と避難経路の人数 

②避難経路の危険個所、不安なこと、対応方策 等 

③避難の際の行動（課題と対応策） 

  ・災害時要援護者の避難について 

  ・自動車による避難について  

④避難訓練で実施したいこと  
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（１）（１）（１）（１）事前の準備事前の準備事前の準備事前の準備    

    ①①①①津波津波津波津波避難訓練の広報チラシとアンケート票の作成避難訓練の広報チラシとアンケート票の作成避難訓練の広報チラシとアンケート票の作成避難訓練の広報チラシとアンケート票の作成・配布・配布・配布・配布    

   ○津波避難訓練は、地域の住民が参加しやすい日時（日曜日の午前中等）にセットしまし

ょう。 

○津波避難訓練に多くの住民に参加してもらうため、事前に広報チラシを配布します。ま

た、目標を持って津波避難訓練に参加してもらうため、広報チラシの裏面に「参加者ア

ンケート」を記載し「避難場所と避難時間の目標」を書き込んでもらいます。このアン

ケートは、津波避難訓練の後にも使いますので、津波避難訓練のときに持参してもらう

ようにします。 

 

  

 

 

 

■避難訓練広報チラシとアンケートの例 

 

 

 

 ■津波避難訓練の広報チラシの例（様式７、様式集Ｐ31 参照） 

 

 

 

 

 

●アンケートの項目 

 訓練の事前に記入：属性（住所、年齢、性別）、目標とする避難場所と避難時間 

 訓練の後に記入 ：実際にかかった時間と目標の達成度、津波避難訓練時の対応状況

（合図が聞こえたか、合図の後すぐに避難できたか、避難経路で

危険と思ったこと等）、「Ｍｙまっぷラン」の有効性、津波避難訓

練でできたこと・できなかったこと 等 
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⑦⑦⑦⑦グループごとに発表しましょうグループごとに発表しましょうグループごとに発表しましょうグループごとに発表しましょう    

  ○グループごとに話し合った以下の内容を発表し、会場の皆さんで意見の内容を共有しまし

ょう。 

  ○グループの数にもよりますが、1 グループ 2～3 分程度とします。（6 グループの場合、

3 分×6 グループで 18 分。入れ替え等を考慮すると 20 分はかかります。） 

  ○発表時間 3 分の場合、2 分でベルを 1 回、3 分で 2 回鳴らし、発表者に時間を知らせる

と良いでしょう。 

 

 

 

 

 

 

 

≪≪≪≪講評とまとめをしましょう講評とまとめをしましょう講評とまとめをしましょう講評とまとめをしましょう≫≫≫≫    

   ○司会がグループ発表の講評と全体を通してのまとめをしましょう。 

  ○学識経験者等にお願いしてもよいでしょう。    

    

■グループごと発表する内容 

①本日の津波避難訓練の成果、課題 

②今後、地域で準備すること 

③今後の取組み 
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    ３３３３        留意点留意点留意点留意点    

○地域の特性に合わせて柔軟に行う 

  ・地域の津波避難計画の作成にあたっては、この手引きの通りでなくてよいので、地域

のこれまでの取組等を考慮して、効果的に実施します。 

 

○ワークショップでは子供から高齢者まで多くの人が発言できるように留意する 

  ・グループごとのワークショップでは、人数が多くなると特定の人だけが発言し、発言

できない人が増えます。このため、グループのリーダー役の人は、全員が発言できる

ように留意することが重要です。家族連れで参加している子供の発言を促すのも良い

でしょう。 

 

 ○成果を地域で共有する 

  ・地域の津波避難計画としての実行性を高めるためには、今回の取組みに参加していな

い人へも取組みの成果を情報提供することが重要です。このため、地域の津波避難計

画を公表する等、成果を地域で共有することが必要です。 

 

 ○必要に応じて専門家への委託を行う 

  ・本手引きは、地域の自主防災組織担当者や行政の防災担当者が、地域住民主体の津波

避難計画を作成することを想定して作成しました。しかし、ワークショップの企画や

準備、「Ｍｙまっぷラン」の作成、毎回のワークショップの準備と資料作成、アンケー

トの集計分析等、たくさんの労力が必要になるため、地域の自主防災組織や行政の担

当者だけでは手が足りないことも想定されます。 

・このような場合、地域及び行政でできることを整理し、手が不足する部分はコンサル

タント等の専門家に委託することも考えられるでしょう。 

  ・また、津波に関する講演や会議のアドバイザーとして、学識経験者、県や市町の防災

担当職員、三重のさきもり、みえ防災コーディネーター等に依頼することも考えまし

ょう。 
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