
災害時引き渡し訓練災害時引き渡し訓練災害時引き渡し訓練災害時引き渡し訓練    

 

今回の災害時引き渡し訓練では、役員を含めた総務委員会メンバーは「何も手伝わず、客観的に状況を記録する」こと

に徹しました。それは今回の訓練が初めての試みであり、どのような状況になるか分からない部分が多かったから、また、

総務委員も一人の親であるため、突発的な状況ではお手伝いできる可能性も少ないと考えたからです。PTA 会員のみなさ

まへの事前説明も極力少なくし、受付を担当していただいた先生方にも「混乱に陥っていただく」ことを前提として臨ん

でいただきました。その結果、様々な問題点が見えました。 

 

・受付の表示が机の前では見えない 

・地区名、自治会名、町内名などが統一されていない 

・受付で名前を確認するほかに、伝言を残したり、引き渡した時間を記入するのはどうか 

・受付に必要な道具は災害時グッズとしてひとまとめに用意しておくべき 

(その他は、アンケート結果を参考にしてください) 

 

災害はいつ、どのような状況で起こるかわかりません。また、事件や不審者などにより子供に危害が及ぶことを防ぐた

めなど、様々なことを想定し訓練を繰り返し行うことで、もしもの時に対応できると思います。今回の訓練を今後に活か

すためにも、みなさんからいただいたご意見を参考にして次回に臨みたいと考えますので、今後もご協力よろしくお願い

します。 

 

 

災害時引き渡し訓練アンケート災害時引き渡し訓練アンケート災害時引き渡し訓練アンケート災害時引き渡し訓練アンケート    

(回答は原文通りです。「特になし」「良かった」などは除いてあります。) 

 

１．児童・園児引き渡しカードについて、記入の際の書き方や内容について疑問がありましたらお書きください１．児童・園児引き渡しカードについて、記入の際の書き方や内容について疑問がありましたらお書きください１．児童・園児引き渡しカードについて、記入の際の書き方や内容について疑問がありましたらお書きください１．児童・園児引き渡しカードについて、記入の際の書き方や内容について疑問がありましたらお書きください    

・サインの欄に事前に書いてしまいました。 

・引き渡しのサインの欄がカード記入時に分かりづらかったので、説明を記入すると良いと思います。 

・登下校する自治会が違う場合、どちらの自治会名を記入するのか。 

・今回の引き渡しカードは実際の場合も使われるのでしょうか。そうであればきちんと保存版としてマニュアルを

作成していただけると良いと思いました。 

・非常時の信頼性は当人の問題として、隣近所の人の方が引き取りやすいのであれば対象に入れても良いと思う。 

・必ず 5人の名前は必要なのでしょうか。 

・実際には本人確認が必要かと思いました。(誰でも引き渡しできる可能性) 

・名簿が誰でも見れる状態なので気を付けた方が良いと思いました。 

・地区ごとに分かれていてスムーズに記入できたのでよかったと思う。 

・引き渡しカードに記入してある地区名に関して。(子供が待機している地区名と全く異なっていた為。) 

・身分証の提示をした方がいいのでは。 

・記入している人以外がどうしても引きとりに行かなければいけない場合どうなるのか？(仕事の都合等で) 

・カードの地区欄にかいた町内名と、ひきわたし時の受付での町内名がちがっていて、まぎらわしかったです。 

・引き取り人のサインは上から順に日付順に書けば良かったですか。特に注意されなかったので、名前の様にサイ

ンしてしまいました。 

・一応、迎えにくる人の順番、1～5などを書いてもよかったと思います。 

・引き渡しカードに、引き渡しした際に伝言など残すような所があるといいと思った。大地震の際などは携帯など



使えず、むかえが二重になると思う。 
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・適切です。 

・なかなか引き渡しの訓練はできないことだと思うので貴重でした。 

・クイズをしていたが、幼稚園児にはむずかしいと思った。教室の内容も字もよめないような子にはむずかしい。 

・幼稚園児にはもう少し小さな規模で話をした方が頭に入るかもしれないなと思いました。 

・ ×クイズで自分と思っていた事がちがっていてためになった。 

・担当の職員の方が分かり安く防災について話していたので子供も楽しそうでした。 

・親子で…ということでしたが、子供だけになっていたような…ただ、説明の仕方が上手だったり、ためになった

ことはありました。子供を楽しませる工夫もされていてよかったと思います。 

・児童達は楽しく学べていたようで良かったと思います。 

・遊び感覚で学べる所が良かったが、後半はまとまってなかったように見えた 

・防災の意識を高める為に、日頃の備えの大切さが改めて確認できて良かったと思います。 

・楽しく学ぶという点でゲームを取り入れたのはいいことだと思うが、全体的にざわついてしまい落ち着きがなく

なってしまったのが残念だった。高学年なのだから(3年生は少し難しいかもしれないけど)少し専門的な話や実際に

起きた出来事を話しても良かったのではないかと思った。 

・クイズ形式でわかりやすかった 

・クイズをしながら覚えるのは良かったと思いました。私たちも"ヘェー"と思うこともあり、ありがとうございまし

た。 

・よかったが、マイクを通しての声(音)が、聞き取りにくかった。 

・クイズ形式を取り入れたのはよかったと思います。生徒も保護者も考えることにより正解をしっかり頭に入れる

ことが出来たと思います。クロスロードでは、答えはないけどどちらをえらんでもそれぞれ理由があり私自身も参

加していて「う～んわたしだったら…」と考えさせられました。特にペットを避難所に連れて行くかどうかは我が

家も犬を飼っているのですごく考えました。 

・クイズなどで楽しく教えて頂けたのでよかったと思います。 

・楽しそうに学んでいたと思いました。 

・防災クイズは良かったが、動き回っていたためさわがしくて話が聞き取りにくかった。ただ、じっと話を聞くだ

けよりは良かった。 

・福井市の方の話の前に、なぜこのような会をしたのかの主旨説明がほしかったです。いきなり会がはじまったよ

うな気がしました。 

・午後から体育館で行われた災害時の ×クイズなどは、せっかくふれあい学級の日に行われたのなら、保護者参加

型にする方が有効だったのではないかと思った。 

・子供たちにわかりやすく取り組んでいただいて、とても意味のある時間でした 

・幼児にも理解できる様な説明ではないと思う。年齢に合った話をすべきだと感じた。 

・災害時に使用するトイレなどを見れてよかったです。ビデオで子供が少しでも危機感をもってくれたらと思いま

す。 



・実際の映像を見て、改めて地震や津波の怖さが分かりました。やはり百聞は一見に如かず…だと思います。 

・動画、クイズと子どもたちの印象に残るものでとても良かったと思います。グランドの地下にはおどろきました。 

・普通です。クイズ形式で分かり易かった。 

・災害発生時訓練は必要だと改めて感じ、万一災害にあった時は流れが分かって安心した。 

・クイズを取り入れて大変分かりやすく勉強になりました。 

・災害がおきた時の対処が学べてとてもよかったです。 

・初めての為、これで良いと思います。 

・災害時の事を思うと、流れがわかってよかったと思う。 

・初めてのことでしたが、思ったより簡単でした。 

・クイズ形式で楽しく学べ分かりやすかった。 

・親子で考える…という感じがあまりなかった。災害時に必要なものなど子ども達は興味を持って話を聞いていた

と思う。 

・災害がおきた時の対処が学べてとてもよかったです。 

・ ×クイズは正しいと思いこんでいたことが、実際はまちがっていたりと、とても勉強になってよかったです。 

・最初だから良いのではないか 

・災害時の対応について誤まっていたこともあったので、正しい対応を学ぶことができてよかった。 

・災害とゆうものにまだ無知な子供達ですが、写真などで実際の状況を見せる事で大変さや怖さなど目に見て分っ

たと思います。 

・クイズみたいにしていたのは、とても良かったと思いますが①②としていたのに①②の集まる場所が逆なのは、

子供達ちょっとわかりにくいかな？と思いました 

・貯水そうや防災倉庫の具体物や使い方などの説明は興味深く聞けた。 ×クイズは移動しなくてもよいと感じた 

・災害時訓練教室は会場が小さくて入れなくて全く話がきけなかった。 

・低学年の教室を見学しましたが、クイズを取り入れ子供達に考える時間を持って頂き、絵や文字が丁寧に説明し

て下さったので理解しやすかったです 

・クイズがよかったです 

・答えはないとおっしゃっていましたが、大人が考えても答えが出ないような問題で難しかったです。子供たちが

少しさわがしいのが残念でした。 

・ ×クイズでは私たちでは判断つけがたいものもたくさんあり勉強になりました。子供達にとっても、とても勉強

になる様な事をクイズを使って楽しく学べたので良かったです 

・親子で考えると書いてあったので参加しましたが、体育館でクイズをしている子供を見ているだけだった事にが

っかりでした。 

・ゲーム方式での進行は良かったと思いますが、もう少し緊張感のあるお話しでもよかったかなと思いました。 

・災害時の対応について親子でいっしょに考えるとなっていたが、児童と保護者の位置がはっきり別れてしまって

いた。途中から参加する(都合により)保護者でも入場しやすい感じではありましたが… 

・子供達にもクイズなどで理解できよかった 

・地震とゆう設定での訓練でしたが、どの程度の揺れから通知して頂けるのかとゆう疑問はありましたが、訓練を

日頃からしておくといざとゆう時、子供達も落ち着いて行動できると思いました。 

・地震について ×方式で受け入れやすく良かった。 

・クイズの内容も為になったし、とっさの場合印象に残っていて行動にうつせそうでした 

・親子で参加とあったので、もっと親子で行動するものと思った。 

・ ×クイズにして、わかりやすかったし、話もおもしろかった 

・クイズ形式で楽しみながら学べたのでよかったと思います 



・災害時に一番必要なもの、災害がおきた時の対応のし方など、とても勉強になった 

・クイズ形式で子供も楽しく防災について学べたと思います 

・防災意識を高める上でも、今回のような防災教室に親子で参加するのは必要だと思います。 

・非常に有意義な訓練だったと思います。今後も災害時に備え、不定期にでも実施して欲しいです。 

・子供が喜んで挑戦していたので良かったと思う 

・自分が思った回答と違っていたものが結構あり参考になりました 

・選べる内容でわかりやすくてよかった。へえーという答えもあり勉強になりました 

・クイズは子供たち楽しく学べたと思いますが、少々バタバタして頭に入っているかが心配な所です。 

・子どもたちにも分かりやすく、たんかなどの説明をしてくださっていたので良かったです。 

・「親子で一緒に…」とあったが、子どもだけでよかったのでは？大ホールでは狭くて入れず、中でなにをしている

か全く分からなかった 

・クイズでわかりやすいと思いました 

・クイズは知らない内容のものもあったので、勉強できてよかったです 

・分かりやすい内容で子供もしっかり聞いていてよかったです 

・子供達もしんけんに取りくんでいたと思います 

・今回は全学年でとりくんでいたが、各学年ごとに低学年、高学年それぞれの考え方もくわしくしてほしかったと

思う 

・身近な危険をビデオで見たり、クイズ形式だったりして、楽しく学べて良かったと思います 

・実際に災害が起きたときは、もっと人がたくさん押し寄せてくるのだと思います。流れを知るにはよいかもしれ

ませんが、あまり実際はこんな風にはできないだろうと思いました 

・クイズで楽しんで学べていたと思う。 

・クイズとかが楽しそうでしたね。災害の映像がこわすぎずわかりやすかったです。学校以外の場所での対応もあ

ったのがよかったです。 

・子供達が楽しみながら聞いたり動けていて良かった 

・ホールでの災害対応教室では狭くて保護者は入れず、子供達だけでもよかったのではと思った。声も聞こえず、

何をしているのか分かりづらかった 

・災害時どうすればいいのか家族で話し合ういいきっかけになった。 

・クイズで紹介するのは理解し易いと思った 

 

次回のテーマ・・・次回のテーマ・・・次回のテーマ・・・次回のテーマ・・・    

 

・一任します。 

・地震の時の訓練 

・どのテーマにしても、それぞれの年齢にあった教室の内容にしたほうがいいと思う。 

・体験する 

・火事、地震の他に竜巻が起こった場合どうしたら良いか聞いてみたい。 

・非常用持ち出し袋の中の食料など具体的に 

・今回は地震でしたが、水害や土砂崩など:竜巻など異常気象についてもお願いしたいと思います。 

・より臨機応変に、かつ詳細なケースも！ 

・「私はこうして助かった」みたいな体験談を聞きたい。 

・家族の連絡のとり方。ひなん場所の案内等。 

・集団での避難の仕方。 



・今回同様、映像多めだと分かりやすいです。 

・何でもためになると思います。 

・今後も継続して行ってほしいです。 

・防災グッズ体験。新聞紙を使って災害時に役立つスリッパを作る体験。 

・実際の地震では父兄は徒歩というわけにはいかないでしょう。車での引渡しも想定したらどうでしょうか？ 

・同じ内容を繰り返しすることにより身につくと思うので、今回のようなテーマを希望します。 

・親子でするなら一緒に話し合うとか、一緒に体験する内容のものがいいなと思う。 

・防災グッズの体験。例えばシーツを使ってロープを作る結び方を学ぶ。 

・同じことを練習するといいと思います。 

・現場を知った人達に"生"の言葉を伝えてほしい 

・不審者と遭遇した場合について 

・よく集団登校の子供達に車が突っ込んだニュースや不振人物が出たなの、危ない場所(川、海など)どう対処すると

いいなど教えてくれるというのも良いと思います 

・不審者対策はどうだろう。下校途中のかけこみ所確認などができるように 

・訓練するということはいいことだと思いました。 

・火災とか 

・大事な事なので子供が集中してきけるような演出で、とにかく基本的なことを教えてやってほしい 

・災害時にはどんな行動をとったほうがいいのかなどを子供達に教えていただけるといいかなと思います 

・不審者侵入時など 

・応急手当の仕方 

・下校時の不審者への対応 

・今回のようにクイズ形式で防災に関することが身につくようなテーマを希望します。 

・豪雨などの水害の防災について 

・災害時の様子を少しビデオで見て、身近にこんな事があるんだという意識を持たせるような内容 

・次回は、実際の映像や写真などを交えながら、真剣に考えさせてもいいと思います。 

・不審者に出あってしまった時の対応など、自分の身を守る方法等 

・非常食について 

・もう少し体験できるテーマでもよかったかな？と思います 

・また同じ事をして練習すればいいと思います 

・変質者の態応など、最近子供達が安心して外で遊んだり、登校下校も心配なので、その事について子供達にも学

ばせて欲しい。 

・災害時の地域の保育園などの連携 
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・一人一人の確認はとても大切ですが、時間がかかるので大変だと思いました。 

・スムーズでした。 

・良かったと思います。6年生の親御さんは待ち時間が長かったのでは！？ 

・各地区ごとのかくにんのところが分かりづらい 

・分かりやすかったです 



・はじめてで全くわからなかったというのもあるが、事前のおたより等の文章だけでは訓練の流れがわかりづらい

所があった。できれば 1度、説明会などの場があればよかったのかなと思った。 

・高学年は待ち時間が長かった 

・地区担当の先生が以前担任だったこともあってか、スムーズにできました。 

・待ち時間が長いように思います。緊急の時は、もっと気持ちが焦っていると思います。家もどういう状況か分か

りません。そういう状況で、今日のような待ち時間が長いと混乱するのではないかと思います。 

・登校する自治会名で登録されていましたが、児童本人は下校する自治会の場所で待機していた為、受付の際混乱

してしまいました。 

・引き渡しの際に、町内ではなく登行班？で区別された事がどうなのか？と思いました。引き取りに来るのが、親

ではなく祖父母の場合困るのでは？実際の町内で区別して頂きたい。 

・あまり時間もかからず、比較的スムーズだったと思います。 

・呼ばれてから体育館に引き取りに行くまで、大分混み合うかと思ったが、かなりスムーズに流れたので良かった

と思う。受付が町内によっては列になって並んでいたので、人数が多い町内の受付の人数を増やしてもらえるとい

いなと思った。子どもたちの列がどこの町内の列か一目で分かるよう、看板など持っていてくれるとさらに分かり

やすいと思う。 

・カードを探すのに時間がかかるので一覧にすると良いと思う。実際に一人一人のカードをめくっているのでは遅

すぎるし、カードに名前はかかれていても本人と証明できるのでしょうか？ 

・今日は訓練でスムーズにいったと思います。本当に起こった場合、大人の私たちは落着いて行動できるかと不安

に思いました。毎年、訓練して継続していくことが大切だと感じました。 

・待ち時間が、少々ながかった。 

・多く並ぶ地区、そうでない地区の差があったので、均とうにした方がいいと思います。 

・町内ごとに分かれていたので手続きしやすかったと思います。 

・良った 

・スムーズに出来たと思う。 

・分かりやすくてよかったです 

・スムーズだったと思います。ただ、文字が小さくて見えにくかったです…探すのにうろうろしてしまいました。

大きいと行くべき所がわかりやすく助かります。 

・鉄棒があったので仕方ないが、入口から体育館の壁側に人を流すとスムーズだったかも。入口のところの町内一

覧は良かった。何人かの先生が担当の町内を持ち上げて示していたのが良かった。 

・いちばん最後に並んで待ったのが疑問です。全ての窓口があいていたのに、そこだけ並んでいたので。 

・子供の並んでいる列がすこしわかりづらかったです。 

・兄弟がいて 1枚のみというのを忘れていて戸惑いました。 

・先生達の対応人数を増やして欲しい。 

・本日の訓練の流れは概ね良かったと感じました。ただ、学年ごとの引き渡しでも受付で並ぶことがあったので、

実際、災害が起こった時のパニック時にはもう少し工夫が必要かもしれないと思いました。 

・引き渡しの際、サインをして引き取ったが、その際、証明するものがないまま引き取られてしまって大丈夫か？ 

・思ったより、スムーズだったと思います。 

・個人での引き渡し場所を確認しておいたものの、場所の表記はしておくべきだと思う。 

・受け付けに時間がかかってしまった。 

・年に数回訓練すると良いと思います。 

・はじめ、受付の列が一列でしたが、東受付で一列、西受付で一列で、計 2列になっていた方がいいと思いました。 

・スムーズに行った。放送がききにくかった。 



・分かりやすいと思いました。 

・分かりやすかったです。 

・初めてでしたのでまあまあかとは思います 

・問題ないと思います 

・スムーズにできていたのでよかったです。 

・訓練は形式的なものでリアリティーを感じません。緊張感を演出したらどうでしょうか？ 

・受付時、机の周りが混雑し、地区の紙が見えにくく並んでいた所が違い遅れてしまった 

・園児を引き取る時、自分の町内がわかりにくかったので、町内ごとに立っていらした方に町名が書いてある紙等

を持っていて頂くといいと思う。 

・少し時間がかかったのでは。 

・町内毎の受付でしたが、人で町内名の書いた紙が見えなかった。体育館入口すぐに受付を設けるのではなく、壁

側に設け、町内名もすぐ分かるように壁に貼るといいのではと思いました。 

・教室から体育館に子供を引き取りに行く時、右側通行をしなければいけないのに左側通行をしている方もいて、

移動がスムーズにいかなかったです。 

・親を教室へ入れ、報送による呼び出しでは電気等が使用可能な場合ではないでしょうか？雨が降っていたのでし

かたなかったと思いますが、親は校庭に出して、呼び出しをした方がよかったのではありませんか？ 

・こんな風にすればいいんだとわかってよかったです。 

・簡単でわかりやすかった 

・受付後から引渡しまでのフォローがあればもっと良かったと思う。子供がどこにいるのかわかりにくかった。 

・受付の仕方、手続きは早くスムーズでしたが、子供を探すのに時間がかかりました。 

・すばやくて、とても良かったです。ただ、今回は訓練で準備がしてあったので本当になったら、親もすぐに行け

るかどうかわからないので、家にだれもいない場合もあるし、本当に時もスムーズにいくといいなと思いました。 

・右側通行の人の流れに従っていくので、掲示物が見えにくかった。もう少し、放送の呼び出しの間をあけたらど

うか。受付名ボが五十音順になっておらず受付の方がさがしづらそうだった。下の子の教室で引き取りを先にして、

各教室に分かれて親子で学習するというやり方はどうか。 

・受付の名簿も工夫されていて、リストをすみやかに見つけ、サインさせて頂きました。その後もスムーズに手続

きできて、すぐに引取る事が出来ました。今回は訓練、準備もできています。本当の災害の時、落ち着いて行動が

出来るといいなと思いました。 

・校内放送が聞きずらかった。一方通行？右側通行がうまくいってなかった。 

・私の方はスムーズでしたが、同じ時に東受付はすごく混雑しているように感じました。 

・とてもうまくできていると思いますが、実際災害が起きた時、訓練時と同じように手際よく対応がしていただけ

ると安心です。 

・受け付けの仕方や手続きはわかりやすかったです。しかし、地区ごとの一覧表がはってあったのですが、どこま

でがどの地区かが少し分かりづらかったです。そのため、自分の子供の地区の担当の先生がどの先生なのか分から

なかったです。先生の方から「ここですヨ」と教えて下さったので、声かけしてくれたのは分かりやすかったです。 

・今回は学年ごとに順番に引き渡しを行ったが、実際の災害時には、学年がバラバラの引き渡しとなるので、受付

では、もっと時間がかかるのではないでしょうか。 

・6年生だった事もあり、残った児童も少なくなっていたので自分の時はかなりスムーズだったと思います。 

・受付が地区ごとに分かれているのはよいと思いますが、順番が来て一瞬に自分の地区を捜すのに戸惑いました。 

・受付の仕方、手続きは分かりやすく早く済みましたが、子供を探すのに時間がかかってしまいました。もっと分

かりやすく壁面などに列ごとに地区名など書かれていると探しやすいのでは？と思いました。 

・町名がはっきりしない 



・適切だったと思う 

・大変スムーズだったと思います 

・混み合う事もなくスムーズに進み良かったと思います。 

・スムーズだったと思う。子供が座っている場所に地区名がもっとハッキリ書いてあったら探しやすいと感じた。

防災教室というのがどこなのかアナウンスを聞くまで分からなくて困った。 

・受付けで各個人の引き渡しカードを探しているのでは時間がかかると思います。IDカードのような物の提示だけ

で引きとれるようにすればスムーズにいくと思います。 

・子供が待機している地区のくくりが分かりづらかったです。子供の引き取りに行った際、住んでいる地区ではな

く、登校班の地区で集められていて、その事を事前にもっと分かりやすく説明しておいて欲しかったです。(以前、

引き渡しカードを記入して提出していますが、その時記入した地区名と異なっていた為。)子供を引き取りに行って

見つけるのに時間がかかってしまい、本当の災害の際に大丈夫なのかと心配になります。 

・親が一列に並んでいる姿を見てそんな悠長で良いのだろうかと思った。机の近くまで行かないと並ぶべき場所(自

分の町内)が見えなかった 

・事前にお知らのたよりに、受付の場所などが書いてあり、自分の受付場所をすぐに探せて早く済み、よかったと

思います。 

・入口に入った時点で地区の区分けで迷ってしまいました。自分の住む町は今市町ですが自治会は浅水で、集団下

校の区分けは真木東となっていて、分かっていたつもりでしたがウロウロとして時間がかかってしまいました。 

・スムーズでしたが、途中、他の母親の方が立ち話をしていた事が気になった。(それもろうかのまん中で) 

・思ったよりもスムーズに出来ていたと思う。 

・受付のとき、町名が机についていて、受付している方のかげにかくれていてわかりにくく、どこにならんでいい

かまよったので、もうすこしわかりやすくした方がいいと思います。 

・実際に災害が起きた時は、親はどこに迎えに行けばよいのか！？直接体育館に行くのか？東西に受付分かれたの

は今后ずっと同じでいいのか？下(机の)に町内名が記入されていては、大混雑の時見えない。上に表示できるように

してほしい 

・スムーズに子供を引き取りに行くことができて、受付の方の対応等も良かったと思います。 

・今日は訓練という事で各教室で保護者の方は待機していましたが、実際本当は外で待機だと思うのですが、放送

の音が小さいと思いました。 

・受付の 2 つのテーブルで、さらに町内ごとに列がわかれていたのですが、テーブルにはってあった町内分けの紙

が人の列で見えず、どこに行けばいいのかわかりにくかったです。 

・自分の地区の受付場所が分かりづらかった。 

・学年ごとの放送が、少し時間がかかったと思います。 

・スムーズだと思いましたが、町内ごとでもよかったように思います。遠い町内から引き渡ししてもいいのではな

いかと思いました。 

・PTA からも手伝いの方が出ていましたが、災害発生時に学校外からどれくらいこられるか疑問なところはありま

す。訓練のための役割分担でおわらず、不意の災害時にも対応できる体制づくりをお願いします。 

・園児、児童が待機している場所の町内名を分かりやすくして欲しい。(町名が分からず担当教諭の方に聞きながら

自分の町内にたどりついたので) 

・学年、学級ごとの受付でしたが、バタバタとしてた様に思います。 

・訓練ではスムーズに早く行われていたと思う。 

・引き渡しカードがちゃんと地区ごとに置いてなかったり、スムーズに出来てないところがあった。 

・特に混雑する事なくスムーズだったと思いましたが、実際の引き渡しの時は直接体育館へ行けば良いのか、一旦

教室で待機するのかが分からなくて困るのではないかと思いました。 



・スムーズでよかったと思います。災害になってみないと実際どんな感じになるのか想像つきませんが、やってる

のとやってないのでは違ってくると思うので、よかったと思う。 

・受付後、子供の前、又は地区担当の先生の前に行くまでの説明が少し不充分だったのか、すんなり行くことがで

きない親御さんを何人か見かけた。 

・入口に紙が貼ってありましたが、我が子がどこにいるのかすぐにはわかりにくかったです。町名がはっきりわか

るようにするか、受付で声をかけて欲しいと思いました。 

・地域ごとになっていなくて迷った。(真木東) 

・地域が分かる様、看板等の案内があると良かった。 

 

 

4444．訓練後の下校について、通学路で危険カ所など気づかれた点がございましたらお書き下さい。また、訓練を行っ．訓練後の下校について、通学路で危険カ所など気づかれた点がございましたらお書き下さい。また、訓練を行っ．訓練後の下校について、通学路で危険カ所など気づかれた点がございましたらお書き下さい。また、訓練を行っ．訓練後の下校について、通学路で危険カ所など気づかれた点がございましたらお書き下さい。また、訓練を行っ

てお子様と話されたことなどてお子様と話されたことなどてお子様と話されたことなどてお子様と話されたことなどございましたら合せてお書きください。ございましたら合せてお書きください。ございましたら合せてお書きください。ございましたら合せてお書きください。    

    

・危険箇所というよりは、登下校の際に地震などにあった時の対処も考えるべきだと思います。教えるべきだと思

います。 

・工事車両（ショベルカー）が子どもが歩くスピードと同じくらいのスピードで走行する横を通り過ぎる時が少し

怖かった。 

・浅水二日町の山部分の崩れ等 

・杉の木台へ帰る道路は、家屋の間をぬけて帰るので、災害時かわらが落ちたり家がたおれたりの場合もあると思

いました。道路ぞいに山もあり土砂くずれなども考えられると思いました。 

・学校付近のカーブミラーが劣化している様子だったので気をつけなさいと指示をしておきました。 

・地震などの場合、歩道橋が倒れていたり信号もつかない等、どのような状況下を下校しなければならないかは分

からないんだという事を想像しながら歩いてみた。 

・除雪のせいか、ガードレールがこわれている所がありました。 

・横断歩道。２年生になり、自分で渡れるようになり良かったです。 

・裏通りなので、不審者に注意する。 

・青葉台なのですが、山の木が切って放置されている場所があります。雪がふるまでには整備していただきたいで

す。 

・校区外なので、車で迎えに行く事ができるのかそれ自体が心配です。 

・通学路を通る分には、災害時に解くに危険な場所はないと思いました。 

・ブロックべいから離れて歩くとし、車が通行しどうにもなりません。 

・道路工事箇所があり、重機が置いてあった。 

・地震の時は、○○な所に気を付ける、大雨の時は～～が危ないなど注意点がわかっていると子どもと話しがしや

すいと思った。 

・浅水川は雨が降るとすごく水量が増えるので、とても危険です。 

・福武線、８号線 

・道幅も狭く、カーブの所は危ないなと思いました。 

・エモリストアーの前の道を渡る場所、普段あまり車が通らない道が多いので車が通る時は気を付けてほしい。 

・歩道がなくてただでさえこわいのに車がスピードを出しすぎる。 

・人気の少ない所（トンネルなど）、車通りの多い所、見通しの悪い所、用水路のそば 

・工事中でトラックの出入りが多い時は、見守ってほしい。 

・麻生津医院の前の道が細いため車は来ないだろうと下校時広がって歩いてしまいがちですが、けっこう後ろから



車が来るので子供に注意するようによく言っておくべきだと思いました。 

・歩道橋を渡っての下校ですが、地震の時は使えないと思うほど老朽化していると思いました。 

・通学距離の都合で徒歩ではありませんが、人通りが少ない割に車のスピードが速い道があり、さらにそこには街

灯も少ない。小学校の間はまだ良いのですが、中学校になって自転車通学になると心配です。 

・浅水町から今市町への通学路に歩道がなく、車道も狭いので不安です。 

・北陸自動車道のガード下。（照明が暗く人気がない）。通学路全体の照明が少なくて暗い。 

・青葉台入口の牛小屋の横の斜面の木が切り倒されてそのままになっているので、雨や雪が降ったら滑り落ちてき

そうで怖く感じた。 

・災害の事態で歩いて子供を迎えに来いというけれどみんないそいで迎えに行きたいし、ムリな話しだろう。 

・旧８号線（交通量の多さ・交差点など）、線路・踏切など、用水路（増水した際は、注意が必要） 

・水路や川 

・車通りはあまりありませんが、田んぼ道ばかりで逆に人目につきにくく冬場の薄暗い夕方は危険な感じがしまし

た。以前は帰りは住宅街を通って帰ってきていたのにどうして変わってしまったのか分からないです。 

・子供より高いへいがあり、ヒビ割れている所もあった。 

・通学途中に川があり、川に下りる階段や手すりが茶色くさびてボロボロになっていて危険だと思う。 

・小さいですが、川の横を通る時、豪雨だと水かさがふえて歩くのが危ないと感じました。 

・信号機はあっても点滅のみのため、渡る際左右カクニンしないといけないところ。 

・ソーフル杉の木台の看板？ 麻生津西保育園の向いの山 

・麻生津駅付近は交通量が多いのに歩道もなく道幅も狭くて危ないと思った。中学校が自転車で通るとまたさらに

狭くなり危険だと思う。 

・ミラーの下が腐食してるのがありましたが、棒などで保強はしてありました。 

・ローソン裏の方の小さな川にある橋がなくなってたら怖いねと子供と話した。 

・災害の時にどうなるのか想像できないが・・・ブロック塀などが危険 

・牛小屋横の山に伐採した木が残っている、落ちてくるか心配であり、早く処理してほしい。 

 

 

5555．その他、災害時引き渡し訓練全体を通して、ご意見がございましたらお書きください。また、訓練を行ってお子．その他、災害時引き渡し訓練全体を通して、ご意見がございましたらお書きください。また、訓練を行ってお子．その他、災害時引き渡し訓練全体を通して、ご意見がございましたらお書きください。また、訓練を行ってお子．その他、災害時引き渡し訓練全体を通して、ご意見がございましたらお書きください。また、訓練を行ってお子

様と話されたことなどございましたら合せてお書きください。様と話されたことなどございましたら合せてお書きください。様と話されたことなどございましたら合せてお書きください。様と話されたことなどございましたら合せてお書きください。    

 

・一度訓練を行っておくと実際に災害が起きた時に少しでもスムーズに行動できるので大切だと思いました 

・このような訓練をしていただいて良かったと思います。学校と保護者にマニュアルが共有されているので混乱も

すくなくてすむような気がします。 

・家での防災対策を話し合いました。 

・訓練は、いざという時に備えて良いと思いました。 

・訓練は、一度きりでは意味がないと思うので、今回このようなシステムをいかすためには、年１回は訓練をつづ

けて行く必要があると思う。これからは、学校単位の災害訓練は大切な事だと思うので、重視していただきたいで

す。 

・幼稚園児と小学校低学年が一緒に活動する場面では、創造していたよりも落ち着いていました。理解できていた

かは（？）です。 

・マニュアル等はありましたが、その説明を親は全くといっていいほど聞いておらず、大きな声でしゃべり、笑っ

ていました。こちらが注意したところで聞く耳もたず・・・呼ばれるのを待つ間は訓練ではないのかもしれません

が、さすがに親の態度のひどい状況にあきれてしましました。 



・地区の場所を受付で教えていただけなかったので、少し戸惑いました。受付時に前から何番目ですなどというよ

うに教えていただけると分かりやすかったかと思います。 

・今回は訓練という事で学年ごとの引き渡しでしたが、実際の場合学年も町内もバラバラになると予想されるので

は？その場合の対処はどうなるのか？ 防災教室時、マイクの声が聞き取りずらくよくわかりませんでした。 

・災害が起きた時に、今回の訓練で確認したことを活かせるといいねと話し合いました。 

・子どもたちが高学年のため、どうしても迎えに行く時間が遅く、子どもたちも待っている間の時間が長く感じた

そうです。 

・学校で災害にあった時、子供たちは落ち着いた行動がとれるか心配になりました。日頃の訓練の大切さを話した

いと思います。 

・親とはなれて勝手にどこでも行かない！（友だちのところとか、勝手に行ってしまわない事！） 

・実際災害があった時、子供の安否が気になるので体育館に行くまでいるか分からないというのが不安です。全員

無事に確保等いう体育館で、大気している子供たちの様子も学年ごとの呼び出しの合間に教えていただけたらいい

と思います。 

・クロスロードの質問の内容について話しました。この質問はどっちにしたとか聞いてそれはなぜそうするのかと

か質問したりしました。 

・山の下の通学路を注意して歩くこと 

・実際に自然災害が起こった場合は、保護者も学校にたどり着く時間が分からないという事を話し合った。それま

では、高学年である兄に妹の面倒をしっかりみるようにもう一度確認しお願いした。 

・訓練だったからかもしれませんが、数名の先生のスリッパが気になりました。もし不審者が入ってきたとき、追

いかける時にスリッパで走れるのでしょうか。 

・あわてないで落ち着いて行動しようと話をしました。 

・○×クイズや選択クイズの中に間違えて認識していた項目があったので、今回参加できてよかった。 

・訓練をする時期を変えた方がいいです。 

・地震の時は、机の下にかくれると教わったけど、机がなかったらどうするのでしょうか？ 

・クイズ方式の防災教室を家でもおさらいしました。 

・タンスが倒れてくるとこわいといい、家の中のタンスをチェックしました。冷蔵庫にも転倒防止をしようと決ま

りました。 

・スムーズに動いていたと思います。 

・今回、徒歩や自転車で来られる人が少なくて車で来られる人が多かった。 

・訓練はやっておいたほうがいざと言う時、良いと思いました。 

・毎年行う事によって万が一の場合に役に立ってくると思います。 

・いつ自分の身に降りかかるか予測できないので、いざという時あわてずに行動がとれるように訓練をすることは

とても大事だと思いました。 

・非常持出袋はあるが、中身を用意しようと話しをしました。 

・先生方の地区名カードが分かりにくいので、一目でわかる様な物にしてほしいと思いました。 

・○×クイズ等、わかっている様な事でも改めて大事な事だと実感しました。 

・放送が聞きづらかった。 

・学校で災害が起きたら、先生の言うことをしっかり聞いて行動しなければいけない事を話しました。 

・家にいる時に災害が起きた場合には、どこへ避難をするとよいのか話し合う機会となりました。 

・実際、大きな災害があったら学校で引き渡すというよりも、学校に避難することになるのかな・・・と家族で話

しをしました。引き渡しに来られない・・・というおうちの方もいるのでしょうね。私もきっと迎えに行けません。

でも訓練、シュミレーションは大事です。 



・引取り時、体育館到着時に「どちらの地区ですか～？」と誘導してくれる方がいたらもっとスムーズに流れるの

では～と思いました。 

・貴重な体験をありがとうございました。 

・講師は、市役所職員ではなく、災害ボランティアの人々など、現場を知った人達に生のことばを伝えていただき

たい。 

・１，２年が大ホールに集まっていることに気付かなかったので体育館にいたのですが、話しの内容は同じだった

のでしょうか？ 

・地震、大雨、台風などの自然災害はいつ起こるのか分からないんだとゆう事は伝えました。 

・VTRでおもしろがっていたので、その重要性を話しました。 

・今回は、訓練なので小さい学年から順に迎えに行ったが、災害時にはいつ行けるが分からないので待っている子

供はなかなか迎えが来ないと不安になってしまうと思い心配です。 

・確実に子供を保護者に引き渡すのは重要だと思うのですが、引き渡し訓練で時間や手間がかかりすぎて本当に災

害時で混乱している時、なかなか子供に会えないのはつらいなと思いました。 

・普段から引き渡し訓練をしておくと本当にそういう場にあった時に親はどうやって子供を迎えに行けばよいのか

分かりやすくていいと思いました。 

・災害の程度にもよりますが、自宅から小学校まで遠いので車が使えない場合や、道がふさがれてしまった場合が

個人的には心配です。（子供の迎えに影響がでると思われる為） 

・実際、本当に災害が起きるとパニックになり、混乱すると思いますので訓練をしてよかったと思います。先生方、

役員の方々、色々とありがとうございました。 

・子供には災害はいつ起こるかは分からないんだよ、そうゆう時の為に訓練をしているんだよとゆう事は話して伝

えました。 

・緊急地震速報について、家でなったらテーブルの下 

・いつ災害にあうか分からないので今回の訓練は親子共に良かったと思っています。 

・保育園の発表会と重なってしまい非常に困った。下の子にお昼ご飯をたべさせることも出来ず、父親に仕事を休

んでもらわなければ今回の参加は無理だった。幼小中高大一貫教育のモデル地区というぐらいなら、その連携がま

ず最重要点でないかと思う。 

・実際に災害がおこったらこんなもんじゃないだろう。のんきに机をならべてチェックなんか入れられるのだろう

か。 

・また定期的に行ってほしい。 

・実際に災害があった場合は、学年ごとの引取りとかはしないと思うので、そこの所がどうなるのかは心配です。 

・全体的にスピード感が無く、訓練という気がしなかった。 

・もし緊急時に引き渡しカードに前もって記入した人が何らかの理由で行けなくなった場合に、急きょ近所の友達

の親に一緒に連れて帰ってもらうとかそういう事は可能なのでしょうか？ 

・徒歩か自転車での来校という事でしたが、車でこられた方もいて残念でした。 

・次回は放送で順番に引き渡しではなく、教室で授業や防災訓練などしていて・・・午後から夕方までの長時間を

引き渡し時間といった訓練もあった方がよいかと・・・ 

・本当に災害になったら訓練通りみたいに落ちついてできないかもしれないけど、なるべく訓練を思いだして冷静

に行動するように話しました。 

・体育館での教室は、子供と親が別々だったので一体感がなかった。 

・児童のうけわたし入口と出口を別々でしたらスムーズに行くと思いました。 

・防災グッツを家庭に準備しておき、使い方を実際にしてみようと話し合いました。 

・必ずだれかが（家族）むかえに行くから待っていること！もし学校で災害にあったら学校で、他で災害にあった



らここで待つことということを話しました。 

・西受付、東受付がどっちかわからなかったのでどちらにならんでいいのかわかりずらかったです。はじめてのこ

とでとまどいましたが、スムーズにいったんではないかと思います。 

・災害時対応教室が今後も別れる場合は、緊急メールの際に表記していただきたい。今回も放送ではあったのかも

知れませんが聞くことができず、低学年の親なのに体育館で話しを聞いてしまいました。 

・学年別に場所をわけず、体育館などで皆で話しを聞いた方がよかったのではと思います。引き渡す時だけに保護

者くるだけでもいいと思います。 

・一度訓練をした事で、全体の流れが把握できて良かったと思います。 

・災害時、どこで待ち合わせをするなどや、勝手に帰らないなどを話し合いすることができました。 

・帰り道の安全について話しをして、変わった所、危険な所など確認でき、子供と共に気を付けようと話す事が出

来ました。 


