
17万人市民まるごと防災訓練「わたしたちの取組み」

参加単位 お名前 防災訓練の内容 参加人数

養ケ島自主防災会 資機材庫の点検、消火栓ホース点検、非常用生活水の入れ替え 14

城東自主防災会 シェイクアウト訓練、黄色いタオル作戦 400

市子自主防災会
避難方法の確認、情報伝達訓練、消火器、もくもくハウス等訓

練
80

味浜二区自主防災会 シェイクアウト訓練、黄色いタオル作戦、情報伝達訓練 600

田貫町自主防災会 シェイクアウト訓練 1000

一色一区自主防災会 シェイクアウト訓練、ロープワーク等訓練 40

上今川町自主防災会 シェイクアウト訓練、黄色いタオル作戦 400

高河原町自主防災会 シェイクアウト訓練、黄色いタオル作戦、役員の非常招集訓練 454

川口町自主防災会 シェイクアウト訓練 151

横須賀第5区自主防災会
シェイクアウト訓練、黄色いタオル作戦、情報伝達訓練、役員

の非常招集訓練
600

下矢田町自主防災会 黄色いタオル作戦 585

高落町自主防災会 黄色いタオル作戦、情報伝達訓練、役員の非常招集訓練 40

花ノ木1丁目自主防災会 シェイクアウト訓練、黄色いタオル作戦 116

三丁自主防災会 シェイクアウト訓練、黄色いタオル作戦 116

一色二区自主防災会 シェイクアウト訓練、黄色いタオル作戦 90

はずが丘自主防災会
シェイクアウト訓練、黄色いタオル作戦、情報伝達訓練、避難

方法の確認、役員の非常招集訓練
120

荻原小校区自主防災会連絡協

議会

シェイクアウト訓練、黄色いタオル作戦、情報伝達訓練、避難

所運営訓練
300

一色四区自主防災会
シェイクアウト訓練、黄色いタオル作戦、避難方法の確認、情

報伝達訓練
600

対米自主防災会 シェイクアウト訓練、黄色いタオル作戦 400

酒手島自主防災会
シェイクアウト訓練、黄色いタオル作戦、役員の非常招集訓

練、通信確認訓練
650

西新田自主防災会 シェイクアウト訓練、黄色いタオル作戦、防災備品確認訓練 143

藤江坂田自主防災会 シェイクアウト訓練、黄色いタオル作戦、役員の非常招集訓練 30

下川岸自主防災会 校区防災訓練に参加 3

鳥羽町9番組自主防災会 避難方法の確認、役員の非常招集訓練 100

中外沢自主防災会 シェイクアウト訓練、黄色いタオル作戦、役員の非常招集訓練 147

自主防災会

(町内会)

訓練への積極的かつ自主的な参加表明として事前登録をしていただいた皆様の取組を紹介します。

※同意をいただいた方のみ。敬省略。順不同。防災訓練の内容は原則で原文を掲載しますが、趣旨を変えない範囲で修正等する場合があります。



中畑町第1自主防災会

中畑町第2自主防災会

中畑町第3自主防災会

中畑町第4自主防災会

黄色いタオル作戦、情報伝達訓練、応急処置AED、消火放水訓

練
50

一色三区自主防災会 黄色いタオル作戦、情報伝達訓練、防災倉庫点検 900

寄住町第3区自主防災会 シェイクアウト訓練 304

寄住町第1区・2区自主防災会
シェイクアウト訓練、黄色いタオル作戦、役員の非常招集訓

練、資機材庫・器具庫の点検、通信訓練
400

中央自主防災会 シェイクアウト訓練、黄色いタオル作戦、情報伝達訓練 25

室場小校区自主防災会連絡協

議会
シェイクアウト訓練、黄色いタオル作戦、避難方法の確認 110

8番組自主防災会 黄色いタオル作戦 60

吉田第1区川岸自主防災会 防災訓練に参加 4

岡島町自主防災会 シェイクアウト訓練、黄色いタオル作戦 250

横作自主防災会 シェイクアウト訓練、黄色いタオル作戦 150

乙川自主防災会 シェイクアウト訓練、黄色いタオル作戦、情報伝達訓練 500

米津町12組自主防災会 シェイクアウト訓練、情報伝達訓練 30

戸ヶ崎自主防災会 シェイクアウト訓練、黄色いタオル作戦、情報伝達訓練 1,000

駮馬自主防災会 シェイクアウト訓練、黄色いタオル作戦 250

楠村町第１自主防災会
シェイクアウト訓練、黄色いタオル作戦、避難方法の確認、情

報伝達訓練
343

楠村町第３自主防災会
シェイクアウト訓練、黄色いタオル作戦、役員の非常招集訓

練、簡易担架づくり、初期消火訓練
231

楠村町第２自主防災会
シェイクアウト訓練、黄色いタオル作戦、役員の非常招集訓

練、簡易担架づくり、初期消火訓練
274

北谷戸自主防災会 防災訓練に参加 5

下道目記自主防災会 黄色いタオル作戦、役員の非常招集訓練 57

刈宿・中根自主防災会
シェイクアウト訓練、黄色いタオル作戦、役員の非常招集訓

練、防災備品点検等
210

友国自主防災会 シェイクアウト訓練、黄色いタオル作戦、情報伝達訓練 400

三江島自主防災会 シェイクアウト訓練、黄色いタオル作戦 80

新屋敷自主防災会 シェイクアウト訓練、黄色いタオル作戦 15

駒場町自主防災会 シェイクアウト訓練、黄色いタオル作戦 300

巨海町自主防災会 シェイクアウト訓練、黄色いタオル作戦 100

新下町自主防災会 シェイクアウト訓練、黄色いタオル作戦 120

徳次町第一自主防災会 シェイクアウト訓練、黄色いタオル作戦 248

徳次町第二自主防災会 シェイクアウト訓練、黄色いタオル作戦 217

桜町自主防災会
シェイクアウト訓練、黄色いタオル作戦、避難方法の確認、情

報伝達訓練
600

小間町自主防災会 シェイクアウト訓練、黄色いタオル作戦、情報伝達訓練 300

自主防災会

(町内会)



赤羽自主防災会 シェイクアウト訓練、避難方法の確認、防災資機材点検 30

吉田第5区自主防災会 シェイクアウト訓練、避難方法の確認、役員の非常招集訓練 11

緑町自主防災会
シェイクアウト訓練、黄色いタオル作戦、避難方法の確認、役

員の非常招集訓練
60

4番組自主防災会
シェイクアウト訓練、黄色いタオル作戦、避難方法の確認、情

報伝達訓練
140

国森町自主防災会 シェイクアウト訓練、黄色いタオル作戦、役員の非常招集訓練 500

伊文自主防災会 シェイクアウト訓練、黄色いタオル作戦、被災者要支援者確認 500

天竹町自主防災会 シェイクアウト訓練、黄色いタオル作戦、情報伝達訓練 13

善明町自主防災会 シェイクアウト訓練、情報伝達訓練、役員の非常招集訓練 50

つくしが丘六丁目自主防災会 シェイクアウト訓練、黄色いタオル作戦 140

つくしが丘五丁目自主防災会
シェイクアウト訓練、黄色いタオル作戦、避難方法の確認、消

火器訓練等
139

鳥羽団地自主防災会 シェイクアウト訓練 20

宮迫自主防災会 シェイクアウト訓練、黄色いタオル作戦 105

柳町西部自主防災会 シェイクアウト訓練、黄色いタオル作戦 88

志貴野自主防災会 シェイクアウト訓練、黄色いタオル作戦 83

瀬戸自主防災会 黄色いタオル作戦 25

貝吹町自主防災会 シェイクアウト訓練 7

熊味第1自主防災会

熊味第2自主防災会

熊味第3自主防災会

黄色タオル作戦 120

東浅井自主防災会 シェイクアウト訓練、黄色いタオル作戦、情報伝達訓練 72

道光寺自主防災会 情報伝達訓練 300

柳町北部自主防災会 シェイクアウト訓練、黄色いタオル作戦、役員の非常招集訓練 85

柳町南部自主防災会 黄色いタオル作戦 210

佐久島小校区自主防災会連絡

協議会

避難方法の確認、情報伝達訓練、消火器、もくもくハウス等訓

練，造水機訓練、消火訓練
170

治明北部自主防災会 シェイクアウト訓練、黄色いタオル作戦、役員の非常招集訓練 900

大給自主防災会 シェイクアウト訓練、黄色いタオル作戦 300

小山田自主防災会 シェイクアウト訓練、黄色いタオル作戦、情報伝達訓練 250

津平自主防災会
シェイクアウト訓練、黄色いタオル作戦、避難方法の確認、情

報伝達訓練
500

11番組自主防災会 黄色いタオル作戦、役員の非常招集訓練 15

家武町自主防災会 シェイクアウト訓練、黄色いタオル作戦、非常招集訓練 138

浜六自主防災会
シェイクアウト訓練、黄色いタオル作戦、避難方法の確認、情

報伝達訓練、非常招集訓練
92

自主防災会

(町内会)



寺部区自主防災会 黄色いタオル作戦 270

6番組自主防災会
シェイクアウト訓練、黄色いタオル作戦、避難方法の確認、情

報伝達訓練、非常招集訓練
250

寺津中央自主防災会
シェイクアウト訓練、黄色いタオル作戦、津波・洪水ハザード

マップの配布による避難場所の確認
220

寄近町自主防災会 避難訓練、ハザードマップ確認等 70

西小南部自主防災会連絡協議

会
役員中心の避難所運営訓練 40

江原町自主防災会 黄色いタオル作戦 250

尾花町自主防災会 シェイクアウト訓練、黄色いタオル作戦 63

寺津港自主防災会 シェイクアウト訓練、黄色いタオル作戦 148

葵町自主防災会 シェイクアウト訓練、避難方法の確認、役員の非常招集訓練 20

矢曽根町自主防災会 シェイクアウト訓練、黄色いタオル作戦、役員の非常招集訓練 144

中野郷第2自主防災会 黄色いタオル作戦、役員の非常招集訓練 20

花ノ木2丁目自主防災会 黄色いタオル作戦、役員での町内見回り活動 44

米津川向自主防災会
シェイクアウト訓練、黄色いタオル作戦、避難方法の確認、役

員の非常招集訓練、防災倉庫確認
100

二ツ家自主防災会
シェイクアウト訓練、黄色いタオル作戦、避難場所確認訓練、

消火器機能点検、防災器具在庫点検、役員非常招集訓練
270

平坂小学校 シェイクアウト訓練 580

鶴城中学校 シェイクアウト訓練、避難訓練 1,050

一色西部小学校 地震・津波避難訓練 310

西尾中学校 防災学習 800

寺津小学校 シェイクアウト訓練 420

横須賀小学校 シェイクアウト訓練 450

三和小学校 地震・津波避難訓練 518

デイサービス吉良の家 シェイクアウト訓練、情報伝達訓練、避難訓練 25

デイサービス海 シェイクアウト訓練、情報伝達訓練、避難訓練 25

企業 榊原工業株式会社 シェイクアウト訓練 100

行政機関 西尾市 各部署の初動対応及び防災訓練参加 1,600

ゆうゆ(ニックネーム) 安否確認 3

クンくんあ(ニックネーム) 防災意識の向上、身の安全確保 2

シレガール(ニックネーム) 防災訓練 2

あいちHZ240（ニックネー

ム）
情報伝達訓練 1

おけんとさん（ニックネー

ム）
家族の安全行動の準備 6

JH2HCN（ニックネーム） 情報伝達訓練 2

医療・福祉

関係

自主防災会

(町内会)

その他

（個人等）

学校

家族



27,578 115 団体

1,209 17 団体

28,787 132 団体

合計

総合計

合計

公表を希望しない方の取組み


