
　１　年代について
該当するとろこに☑をお願いします。

□10代　□20代　□30代　□40代　□50代　□60代　□70代　□80代

年代 参加者 割合（％）

10代 1名 3.6%

50代 9名 32.1%

合計 28名

60代 2名 7.1%

ア　ン　ケ　ー　ト 結果

令和4年度　今治市ペット同行避難訓練

アンケート回答数

年　齢

避難したペットの匹数 犬 25匹 猫 5匹

40代 11名 39.3%

20代 3名 10.7%

30代 1名 3.6%

70代 1名 3.6%

訓練参加者

28件

56名28世帯
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　２　訓練について

① 訓練内容（案内・申込方法・その他）はいかがでしたか。

該当するものに一つ☑をしてください。

（感想等）

≪　□大変よかった　□よかった　□ふつう　□あまりよくなかった　□よくなかった　≫

回答 件数 割合（％）

ふつう 1件 3.6%
あまりよくなかった 0件 0.0%

大変よかった 15件 53.6%
よかった 12件 42.9%

・実際避難するとなったときの流れが分かってよかった。
・やってみて分かったことが沢山ありました。勉強になりました。
・ファミリールームを実際に体験できたり、改めて訓練でやるべきこと、備えの話を聞けて良かったで
・内容がすごく勉強になったが案内が分かりづらく次にどこへ行けばいいのか困った。
・同行避難の流れが知ること（建物の構造、場所）ができて良かった。
・身近になった災害に対し、防災の知識がゼロに等しかったのですが、本日は実際に目にし体験させて
いただいたことで今後の防災への大きな助けとなりました。こんなにたくさん学べるとは思わなかった
です。ありがとうございました。

よくなかった 0件 0.0%
合計 28件

・情報になりました。
・東日本大震災のビデオに少し怖かったです。本当に備えが必要だと考えさせられました。
・避難所開設の実技が特に一般参加者には良かった。
・避難所でのパーテーションの様子が実際に見れて良かったです。
・企画どうもありがとうございました。
・思っていたより連れての避難が大変でした。

・自宅近辺のハザードマップを用意していただいて、大変良かった。自分のペットの避難時の問題点が
みえて良かった。
・知らなかったことが知れて良かった。
・防災について考えたことがなかったので、良い機会でした。避難所、備蓄について自分の生活の中で
考えるきっかけになってよかったです。
・わかりやすく説明をしてくれた。
・リアルが感じられてよかった。
・テントのたたみ方を丁寧に教えてくれた。

・避難所の設置等、初めてのことでしたので大変参考になりました。
・パーテーション設営等、ペットに関すること以外についても参考になった。
・犬も人間も同じ命なので、どちらも他人に迷惑をかけないようにするためにどうすれば良いのかよく
わかりました。
・設備、案内、内容、とてもよかったと思う。スライドの説明もわかりやすかったです。定期的に開催
されるべきものだと思った。（真冬は寒い）
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② 訓練に参加した理由をお聞かせください。

・災害が起きた際に、ペットの命を守りたいと思ったから。
・一度体験しておくべきだと思ったため。
・ネットで知識を得ようとするけど、実際はどうなのか体験してみたかった。
・子どもとペットを連れての避難になるので不安があったため。
・何事も経験から備えができると思い参加しました。とてもありがたい企画でした。
・ペットは家族。一緒に避難する方法を知りたかったため。
・ペットを連れての避難に興味があったから。なかなか体験できることではないので。
・普段犬の居るところに連れて行かないから連れてったらどうなるかと思って。
・広報をみて。
・家がハザードマップで危ない場所なので、ペットと同行避難したいので。
・飼ってる猫がいるので避難の仕方を訓練してみたかった。
・ペットを同伴した訓練が珍しかったため。
・最近ペットを購入したため。
・ペットの避難の仕方を知りたかったから。
・初めての経験なので。
・初めてペットを飼ったので興味があったため。
・ペット同行・・・・・どうすれば良いのか、関心があった。
・一度は実際にどのようなものか体験しておきたかったため。
・もしもの時のため。
・災害の時に犬と避難する場所がなかなか無いので、参加しました。
・一人暮らしなので、ペットを守るために必要と感じたため。
・見学しただけなのですが、今治市防災士会の一員として。
・ペットとの避難について、少しでも体験しておきたかったので。
・いざという時の予行演習として。
・犬との防災について知りたかったから。
・災害時の避難行動について、知りたいと思ったから。



　３　ペット防災について

① 災害時に避難情報(警戒レベル４ 避難指示等)が発令された際、避難予定の場所はどこですか。

回答 校区別(指定一般避難所の場合）

② 岡山理科大学以外の指定一般避難所ではペットを室内に避難させることができないこと

　 を知っていましたか。

□はい　　□いいえ

　 

避難予定場所 小学校区 件数 小学校区 件数

1件
常盤小学校 常盤 1件 常盤 1件

指定一般避難所の場合 指定一般避難所の場合

別宮小学校 別宮 1件 別宮

中央公⺠館 吹揚 1件 吹揚 1件
今治北⾼等学校・今治公⺠館・
岡山理科大学

常盤・吹揚・別宮 1件
常盤・吹揚・別宮 1件

岡山理科大学今治キャンパス体育館・
明徳短期大学 別宮・乃万 1件

立花 3件
国分 1件

別宮 5件
 岡山理科大学今治キャンパス体育館 別宮 5件 別宮・乃万 1件

立花小学校 立花 1件 富田 1件
立花小学校・立花中学校・その他 立花 1件 日⾼ 1件

大⻄ 1件
日⾼小学校 日⾼ 1件 合計 20件

今治工業⾼等学校 立花 1件 乃万 2件
国分小学校・国分公⺠館 国分 1件 菊間 1件

⻄中学校 乃万 1件
乃万小学校 乃万 1件

富田小学校 富田 1件

無効 3件

菊間中学校 菊間 1件
大⻄公⺠館 大⻄ 1件

はい 10件
いいえ 18件
合計 28件

無回答 3件
合計 28件

項目 回答

その他（親戚の家・友人の家） 2件

岡山理科大学以外の避難所での室内避難につ

いて

はい

いいえ

はい ：室内に避難できないことを知っていた
いいえ：室内に避難できないことを知らなかった



③ 岡山理科大学以外の指定一般避難所では、ペットは屋外係留となりますが、実際に、お住い

　 の地域に避難情報(警戒レベル４ 避難指示等)が発令された場合、あなたは次のどの行動を

　 とりますか。 該当するものに一つ☑をしてください。

□ペットの係留場所が屋外であっても、最寄りの指定一般避難所にペットと一緒に避難する。

□ペットは家において、飼い主だけ最寄りの指定一般避難所に避難する。

□ペットの係留場所が屋外であるならば飼い主もペットも避難しない。

□遠くても、ペット同行避難が可能である岡山理科大学までペットと一緒に避難する。

□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

回答

6件

項        目

27件

その他

（無回答 1件）

合        計

車中、車内にいることを躾けている、一般避難所に避難しペットは
ケージか所要のテントに避難する。

遠くても、ペット同行避難が可能である岡山理科大学までペットと一緒に避難する。

ペットの係留場所が屋外であるならば飼い主もペットも避難しない。

ペットは家において、飼い主だけ最寄りの指定一般避難所に避難する。

ペットの係留場所が屋外であっても、最寄りの指定一般避難所にペットと一緒に避難す
る。
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係留場所が屋外でも、最寄りの避難所に

ペットと一緒に避難する。

ペットは家において、飼い主だけ最寄りの

避難所に避難する。

ペットの係留場所が屋外であるならば

飼い主もペットも避難しない。

遠くても、岡山理科大学までペットと

一緒に避難する。

その他

避難情報発令時の行動

ペットの係留場所が屋外であっても、最寄りの
指定一般避難所にペットと一緒に避難する。

ペットは家において、飼い主だけ最寄りの指定
一般避難所に避難する。

ペットの係留場所が屋外であるならば飼い主
もペットも避難しない。

遠くても、ペット同行避難が可能である岡山
理科大学までペットと一緒に避難する。

　　そ　　の　　他



　４　その他、ご意見やご要望等ありましたら自由にご記入ください。

・大変勉強になりました。ありがとうございました。

 いです。

・また参加させてもらいたいなと思いました。ありがとうございました。

・今治市の防災への取組に感動！！これからもよろしくお願いします。

・地震は本当に怖いです。そのために備えはしておきたい。

・特にないです。

・大変ありがたいです。

・以前より同行避難のことが気になっておりましたので、今日体験させてもらい良かったです。

・特にありません。

・定期的に訓練が必要だと感じました。

・中型犬、大型犬は屋外という前提のようでした。私は中型犬を飼っていますが屋内に連れて入りた

・ペットも家族の一員です。すべての避難所でペットも受け入れてくれるようにしてほしい。ペットに
も命があります。もっときちんとペットとの避難について考えてほしいです。

・避難する時に考えずに（ペットが家族の一員なので）必ず連れていきます。「ケージをもっていかな
いかん」とは絶対に言うべきではない。

※記入されましたアンケート用紙は、会場出口にて回収いたしますので、市職員までお渡しください。

ご協力ありがとうございました

・全体的に消毒液の設置が少ない？一度も消毒しませんでした。犬・猫が別室だったのは有り難く嬉し
かった。
 インコ、ウサギなども可？
・本日は大変充実した学びの場でした。参加させていただいて本当にためになりました。お世話になり
心より感謝申し上げます。

・市内に屋内でペットが避難できる場所を増やしてほしい。もしくは建物と別でもペット用の仮設の何
かを（雨や風を防げるような）設置してほしい。ペットがいる家庭を登録制にするとか・・・・・。

・近年避難しない住⺠というのが問題になっています。避難するうえで重要なことは避難スイッチの発
動が重要だと近年分かってきました。避難スイッチには①危険情報②いつもと違う景色③身近な人の避
難指示①はハザードマップの周知。②は危険予知型水位計、監視カメラの充実。③は防災リーダーの育
成が大事だと言われています。それらの周知や設置に大変な努力や整備は予算がいると思いますが、ぜ
ひ、ご検討されてください（偉そうに言って申し訳ないです）、本日は準備等大変だったと思います
が、ありがとうございました。


