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次ページへ 

第５号様式 

基礎講習アンケート 

御嶽山火山マイスター認定審査事前講習を受講いただきありがとうござい

ました。 

◎令和４年度の認定審査の受験を志望される方は、このアンケート用紙を記載

し、「認定審査申込書（第２号様式）」に添付して提出してください。 

◎認定審査の受験を志望されない方は、無記名で結構ですので、電子メール、

ファクシミリ、郵送等でお送りください。今後、講習をより良いものにする

ため、本アンケートに御協力をお願いします。 
 

（受験志望の方は必ず記入してください。） 

（ふりがな） 

氏  名 

 

 

（受験志望の方は必要ありません。） 

住  所 
（市町村名までで結構です） 

 

年 齢（チェック） □10 代 □20 代 □30 代 □40 代 □50 代 □60 代 □70 代～ 

認定審査について、どこ

でお知りになりました

か。（チェック） 

※複数回答可 

□新聞  □ホームページ  □家族  □知人・友人  

□その他（                         ） 

 

 

 

 

 

記載された内容や個人情報は、関係法令に基づいて扱い、他の目的には使用しません。 

【アンケート送付先】（認定審査の受験を志望しない方） 

（住所）〒397-8550 長野県木曽郡木曽町福島 2757-1 

（担当）長野県木曽地域振興局 総務管理・環境課 御嶽山火山マイスター運営委員会事務局 

（電話）0264-25-2213(直通) 

（ファクシミリ）0264-23-2583 

（電子メールアドレス）kisochi-kenmin@pref.nagano.lg.jp 



- 2 - 

 

次ページへ 

【基礎講習１】 

■信州大学 竹下准教授による講習内容について（該当する項目１つにチェックを入れてください。） 

受  講  日 □12 月 10 日  □１月 11 日 

どの程度理解できましたか。 
□とても理解できた   □ほぼ理解できた   □ふつう 

□あまり理解できなかった   □理解できなかった 

難しさについて、どのように感じまし

たか。 

□かなり難しい   □すこし難しい   □適当   □思ったより簡単 

□すごく簡単 

時間の長さについて、どのように感

じましたか。 
□長すぎる  □少し長い  □適当  □少し短い  □すごく短い 

配付した資料と話し方について、ど

のように感じましたか。 

【資料】 

□とても見やすかった  □見やすかった  □ふつう  □見にくい 

□とても見にくい 

【話し方】 

□とても良かった  □良かった  □ふつう  □あまり良くない 

□良くない 

講習の満足度について、どのように

感じましたか 

□とても満足   □どちらかと言えば満足   □ふつう 

□どちらかと言えば不満   □とても不満 

講習で最も印象に残った内容につ

いて、自由に記述してください。 
 

■長野地方気象台職員による講習内容について（該当する項目１つにチェックを入れてください。） 

受  講  日 □12 月 10 日  □１月 11 日 

どの程度理解できましたか。 
□とても理解できた   □ほぼ理解できた   □ふつう 

□あまり理解できなかった   □理解できなかった 

難しさについて、どのように感じまし

たか。 

□かなり難しい   □すこし難しい   □適当   □思ったより簡単 

□すごく簡単 

時間の長さについて、どのように感

じましたか。 
□長すぎる  □少し長い  □適当  □少し短い  □すごく短い 

配付した資料と話し方について、ど

のように感じましたか。 

【資料】 

□とても見やすかった  □見やすかった  □ふつう  □見にくい 

□とても見にくい 

【話し方】 

□とても良かった  □良かった  □ふつう  □あまり良くない 

□良くない 

講習の満足度について、どのように

感じましたか 

□とても満足   □どちらかと言えば満足   □ふつう 

□どちらかと言えば不満   □とても不満 

講習で最も印象に残った内容につ

いて、自由に記述してください。 
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次ページへ 

【基礎講習２】 

■名古屋大学 金 幸隆特任講師による講習内容について（該当する項目１つにチェックを入れてください。） 

受  講  日 □12 月 10 日  □１月 17 日 

どの程度理解できましたか。 
□とても理解できた   □ほぼ理解できた   □ふつう 

□あまり理解できなかった   □理解できなかった 

難しさについて、どのように感じまし

たか。 

□かなり難しい   □すこし難しい   □適当   □思ったより簡単 

□すごく簡単 

時間の長さについて、どのように感

じましたか。 
□長すぎる  □少し長い  □適当  □少し短い  □すごく短い 

配付した資料と話し方について、ど

のように感じましたか。 

【資料】 

□とても見やすかった  □見やすかった  □ふつう  □見にくい 

□とても見にくい 

【話し方】 

□とても良かった  □良かった  □ふつう  □あまり良くない 

□良くない 

講習の満足度について、どのように

感じましたか 

□とても満足   □どちらかと言えば満足   □ふつう 

□どちらかと言えば不満   □とても不満 

講習で最も印象に残った内容につ

いて、自由に記述してください。 
 

■御嶽山火山マイスターによる講習内容について（該当する項目１つにチェックを入れてください。） 

受  講  日 □12 月 10 日  □１月 17 日 

どの程度理解できましたか。 
□とても理解できた   □ほぼ理解できた   □ふつう 

□あまり理解できなかった   □理解できなかった 

難しさについて、どのように感じまし

たか。 

□かなり難しい   □すこし難しい   □適当   □思ったより簡単 

□すごく簡単 

時間の長さについて、どのように感

じましたか。 
□長すぎる  □少し長い  □適当  □少し短い  □すごく短い 

配付した資料と話し方について、ど

のように感じましたか。 

【資料】 

□とても見やすかった  □見やすかった  □ふつう  □見にくい 

□とても見にくい 

【話し方】 

□とても良かった  □良かった  □ふつう  □あまり良くない 

□良くない 

講習の満足度について、どのように

感じましたか 

□とても満足   □どちらかと言えば満足   □ふつう 

□どちらかと言えば不満   □とても不満 

講習で最も印象に残った内容につ

いて、自由に記述してください。 
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■長野県危機管理部職員による講習内容について（該当する項目１つにチェックを入れてください。） 

受  講  日 □12 月 10 日  □１月 17 日 

どの程度理解できましたか。 
□とても理解できた   □ほぼ理解できた   □ふつう 

□あまり理解できなかった   □理解できなかった 

難しさについて、どのように感じまし

たか。 

□かなり難しい   □すこし難しい   □適当   □思ったより簡単 

□すごく簡単 

時間の長さについて、どのように感

じましたか。 
□長すぎる  □少し長い  □適当  □少し短い  □すごく短い 

配付した資料と話し方について、ど

のように感じましたか。 

【資料】 

□とても見やすかった  □見やすかった  □ふつう  □見にくい 

□とても見にくい 

【話し方】 

□とても良かった  □良かった  □ふつう  □あまり良くない 

□良くない 

講習の満足度について、どのように

感じましたか 

□とても満足   □どちらかと言えば満足   □ふつう 

□どちらかと言えば不満   □とても不満 

講習で最も印象に残った内容につ

いて、自由に記述してください。 
 

 

 

 
ご協力ありがとうございました。 


