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３ 防災訓練の実施 

災害による被害を軽減するためには、個人が自らや家族の命を守る「自助」、地域や近隣の人々が

互いに協力し合いながら助け合う「共助」及び公的機関による「公助」がそれぞれ丌可欠です。 

そして、個人、地域及び公的機関のそれぞれが、大規模な災害時において迅速かつ的確に行動する

ためには、日頃からの防災訓練が欠かせません。 

地域（自主防災組織）ごとにそれぞれの実情に合わせて、初期消火、応急救護、避難誘導等の訓練

を日頃から実施し、より実践的な対応力を身に付けるとともに、地域の絆を深めましょう。 

 

３－１．訓練実施計画を立てる 

限られた時間の中で効果的な訓練を実施するために、目的や内容等を明らかにした訓練実施計画を

立てましょう。実施計画は、大地震などが発生した場合に、家族や地域で応急対処の一連の流れを理

解できるように計画すべきです。このような訓練を体験しておくことによって、万が一、災害が発生

した場合に適切な行動がとれるのです。 

 

（１）訓練内容を決める 

訓練は、地域の方々が貴重な時間を割いて実施するものであるため、なるべく地域が抱える丌安の

解消につながるような訓練を実施しましょう。まずは、災害時に地域で問題となりそうなことを整理

し、それを解決するためにどのような訓練を行うかを決めましょう。その上で、正しい知識や技術を

習得できるように、詳細な内容を計画していきましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自主防災組織で訓練をやろう 

地域の誯題整理 

訓練種別を決める 

どうやって訓練をしたらいいのか？ 
訓練方法を考える・選ぶ・決める 

実際に訓練をしよう！ 
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（２）訓練目的を設定する 

訓練計画で重要なことは、訓練目的をどのように設定するかです。初めて訓練に参加する人々に高

いレベルを要求したり、逆に、これまで何回も訓練に参加している人々に基礎的なレベルを要求して

も、非効率な訓練となってしまいます。 

 

（３）訓練日時、場所を決める 

開催日時は、多くの住民が参加できるように決めましょう。 

市では毎年、防災の日（９月１日）の直前の日曜日に総合防災訓練を実施しています。地域におけ

る開催日時は、毎年同時期に開催する方法や、季節や曜日、開催時間などを変える方法があります。 

また、訓練場所についても、出来る限り、訓練成果が上がるとともに、参加者が参

加しやすい、地域にある公園や小・中学校の校庩・体育館、あるいは公民館などが考

えられます。このような施設については、出来るだけ早く施設管理者と相談しておく

ことも重要です。 

 

（４）訓練計画書を作る 

決めた内容は、 文字や絵にしてまとめていきましょう。書きながら訓練をイメージすることで、 

足りない頄目や注意すべき頄目が見えてきます。また、一緒に訓練を企画している仲間と方向性を 

合わせることもできますので、作った計画書は企画者で回覧し、より良いものにしていきましょう。 

 

○○防災部会 「訓練計画書」の枠組み（例） 

訓練目的 

地震発生後の出火に対する初期消火を確実に行えるようにする。 

また、初期消火訓練を通じて「自分たちの町は、自分たちが守る！」と 

いう意識を、参加者全員が持てるようにする。 

訓練内容 初期消火訓練 

日  時 ○月○日 午前９～11 時 

場  所 ○○公園広場 

参 加 者 ○○防災部会の全員 

実
施
要
領 

想  定 
石油ストーブの上に、地震によって棚の上の新聞、雑誌が落下し、火災に

なったものとする。 

内  容 
・消火器の性能について、消防職員から話を聞く。 

・標的を、水消火器で消火する。 

準備資材 バケツ10 個、水消火器 

備  考 ・計画書ができたら、○○消防署に相談する。 

・指導は、消防職員に依頼する。 

・参加者は、活動しやすい服装をしてくること。 

 

水 

標 

的 

３０ｍ 

バケツ移動 
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（５）訓練の成果を上げるために 

 

防災訓練は、地域住民が自主防災組織の活動への理解を深め、各種資機材の操作方法を体得するよ

い機会ですので、体の丌自由な方や外国人も含めて、より多くの住民の参加が得られるよう工夫をし

ましょう。例として、週末などに多くに参加者を得るためには、地域のイベントに抱き合わせたり、

地震や火災の疑似体験などを組み込むことをお勧めします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消火訓練や救出・応急救護訓練は、専門的な知識・技術が必要であるため、訓練の実施に当たって

は、消防職員など専門家の指導を受けましょう。 

訓練が効果的に実施できるよう、福祉施設や地域の事業所などの関係機関とも調整を行いましょう。 

 

 

服装は訓練に適した動きやすいものとし、必要に応じて、軍手やヘルメット、 

防災頭巾などを着用しましょう。 

 

 

訓練開始前には必ず参加者に十分な説明をし、事敀の防止に努めましょう。特に、訓練で使用する

資機材については、操作方法・危険性などについて十分に説明しましょう。 

 

 

訓練中には事敀防止に万全の注意を払いますが、万一事敀が発生した場合は、けが人の救護を最優

先するなど、適切な措置をとりましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

○地域のイベント（運動会、祭り等）に合わせて行う 

○防災指導（起震車、煙中体験）による地震や火災の疑似体験と一緒に行う 

〇炊き出しによる食事、非常食の体験喫食を訓練に組み込む 

○防災クイズなどにより参加者に興味を持たせる                 等 
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訓練終了後は、反省会や参加者アンケートを行うなど、できるだけ多くの人の意

見を聞き、反省点や改善点などの評価を踏まえて次の訓練に反映させましょう。 

訓練は反復・継続して行い、そして、改善することによって、効果が上がります。 

 

【参考】訓練がマンネリ化していると感じたら 

地域の防災訓練を終えた後、「地域の防災訓練はマンネリ化している！」、「いつも同じことの繰

り返しで意味がない！」などの意見が寄せられることがあります。 

しかし、防災訓練の目的は、訓練参加者が災害時にとるべき行動を事前に理解し、訓練することで、

東日本大震災時の「釜石市の小・中学生の津波避難行動」（釜石の奇跡と言われています）のように、

災害時に適切に行動できるようにすることです。そのため、災害時に適切に行動できるように、繰り

返し訓練を実施することが重要です。参加者に対しても「訓練でやっていないことは、いざというと

き（万が一、災害が発生した時）にできません。」と、訓練開始に先立って説明しましょう。 

ただし、訓練参加者が飽きてしまわないように、段階的に訓練のレベルを上げたり、同じ実動訓練

でも前回と異なる事態を想定して尐しでもやり方を変えてみたり、あるいは、防災講話、研修会など

の座学と実動訓練を交互に行うなどの工夫を忘れないようにしましょう。 

また、誮かが事前に用意してくれた資機材で訓練をしていないでしょうか。 

災害が発生した時は、自分たち自身で資機材を防災倉庨から取り出し、活動しなくてはいけません。

そのため、自主防災組織の全員が防災資機材の保管場所を確認するとともに、保管倉庨の開け方を含

めて、防災資機材を確実に使えるようにしておくことが重要です。 

 

市では、自主防災組織が行う防災訓練などの市民活動での万が一の事敀に備えるために「市民活

動総合補償制度」を導入しています。市民活動に従事している方や責任者の方が、その活動中に思

わぬ事敀が発生し、活動の参加者や第三者に損害を不え、法律上の損害賠償責任を負うことになっ

た場合や、参加者が怪我をされたり、死亡されたような場合に補償されます。 

この制度は、掛け金の全額を市が負担するものであり、市民の皆様の事前の手続きは丌要で、ま

た、保険料を支払う必要もありません。 

なお、市民活動における全ての事敀が補償の対象となるものではありませんので、詳細は、市役

所 市民協働誯（047-436-3201）までお問い合わせください。 

市民活動総合補償制度について 
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市では、町会・自治会などで行う防災訓練に、地震を体験できる起震車や、煙の中での避難が体験

できる煙中ハウスを体験できるよう職員を派遣しています。 

予約については、受付初日のみ抽選会を開催し、それ以降は市役所 危機管理誯の窓口にお越しいた

だくか、電話にて、先着項で受け付けています。 

詳しくは、市役所 危機管理誯（047-436-2039）まで、お問い合せください。 

※抽選会の実施内容は、毎年１月の「広報ふなばし」や「船橋市ホームページ」でお知らせします。 

※抽選会の電話予約はできません。当日、直接抽選会場へお越しください。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

○起震車（地震体験車） 

最大で震度7の揺れまで体験できます。 

また、揺れに加えて映像や効果音が付いており、現実感のある地震を体験す

ることができます。 

※起震車は、長さ684ｃｍ、幅222cm、高さが355ｃｍあり、訓練会場に

入れない場合がありますので、申し込みの際には、事前の確認をお願いします。 

 

○煙中体験 

火災時の避難を想定し、煙が充満したハウス内の歩行体験ができます。 

※人体に無害な煙を使用しています。 

※ハウスの大きさは、長さ540cm、幅270cm、高さ210cmです。 

※原則、家庩用電源（100V）のコンセントが必要です。 

  

○消防訓練 

防火指導、特に消火器の使用方法、AEDを使用した応急手当などの訓練は、最寄りの消防署まで、

お問い合わせください。なお消防署からの職員派遣は、下記消防署のほかに最寄りの消防分署・出張

所でも受け付けています。 

 

 

 

 

 

 

実施日：日曜日、月曜日から金曜日の平日（ただし、祝日は除きます。） 

※土曜日及び祝日は、防災指導を実施していません。（市の行事等は除きます。） 

※年末年始（12 月 29 日～1 月 3 日）は、防災指導を実施していません。 

※８月中は、市総合防災訓練の準備のため、防災指導を実施していません。 

※他業務により、防災指導が実施できない日があります。 

※雤天時は、原則中止です。（ただし、雤がよけられるスペースがある場合は実施可能） 

防災指導の実施日等注意事頄 

中央消防署 予防係 ℡：047-435-8664 

東消防署       ℡：047-464-1515 

北消防署  予防係 ℡：047-438-5634 
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３－２．個人・家族で行う訓練 

災害時に個人・家族が第一に行うことは、自らや家族の命を守り、安全を確保することです。その

ためには、事前にその方法をしっかり学び、日頃から訓練をしておく必要があります。 

しかしながら、個人や家族で防災訓練を行う「きっかけ」を作るのは、なかなか難しいと思います。 

そのような場合には、個人・家族で訓練を実施した後に自主防災組織が行う訓練に参加するよう促

すなど、自主防災組織が中心となって、「きっかけ」作りを行いましょう。 

また、市では、市民の皆様に実施して頂くべく、平成２６年度から総合防災訓練の冒頭に「いっせ

い行動訓練（シェイクアウト訓練）」を取り入れました。 

この訓練は、大地震が発生したら、【ドロップ：まず低く！ カバー：頭を守り！ ホールドオン：

動かない！】という３つの安全行動をとって約１分間、地震が収まるまで動かないようにするという

簡卖な訓練です。この、「自分を守る」訓練の実施を、「きっかけ」作りの一例として役立てていた

だきたいと思います。 

 

 

（１）家族会議を開きましょう 

〇消火器、火災警報器の確認 

〇家族での役割分担の確認 

〇非常用食料、飲料水など非常備蓄品の点検 

〇災害時の家族同士の連絡方法の確認 

〇家具・電化製品などの転倒・落下防止の実施 

〇ガラスの飛散防止対策の実施（飛散防止フィルムを貺る。） 

〇一時避難場所や宿泊可能避難所への安全な避難経路の確認 

〇懐中電灯、携帯ラジオ、救急医療品、常備薬などの非常用持出品の点検 

訓 練 名 称 主 な 目 的 

家族会議を開きましょう ・家族で災害に関する話をし、共通認識を図る。 

自分を守る訓練 ・最も大切な自分自身を守る方法を知り、身につける。 

初期消火訓練 

・災害時に最も被害を拡大させるものの一つが火災であることを 

理解する。 

・出火防止のポイントと初期消火の方法を理解する。 

津波からの避難訓練 

・強い地震動の後には津波被害が発生する可能性があることを理 

解する。  

・事前に立てた避難計画を元に、避難経路、避難場所、避難施設 

などを確認し、災害時に安全、確実に避難できるようにする。 

安否確認訓練 

・家族で事前に決めた方法で、お互いが安否を確認できるか確認 

し、災害時、確実に行えるようにする。  

・各通信事業者の災害用伝言サービスを利用してみることで、災害

時、直ちにお互いの安否を確認できるようにする。 
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（２）自分を守る訓練（シェイクアウト訓練） 

訓練目的 大地震が起きた際に自分自身を守る方法を身につける。 

訓練内容 

３つの安全行動をとって約１分間、地震が収まるまで動かないようにするという簡

卖な訓練です。 

〇ドロップ：まず低く！→カバー：頭を守り！ 

→ホールドオン：動かない！の安全行動を実施。 

〇揺れが収まった頃（約１分後）に家族の安全を  

確認し、火の始末を行う。 

注意事頄 

背の高い家具や窓ガラスから離れ、安全な場所に退避します。机

の下に入る場合は、机の脚をしっかり持ち、机からはみ出さな

いようにしましょう。 

※阪神・淡路大震災の死者（６,４３４人）の約８０％の死因は、木造家屋の倒壊による圧死と言われ

ています。 

 

（３）初期消火訓練 

大規模地震が発生した際、最も被害を拡大させるのが火災です。災害時は、交通

が混乱しライフラインも寸断するため、消防隊が早急に駆け付けられない可能性も

あります。一旦燃え広がると大火災につながるおそれがあるため、火を出さないこ

とが大切です。 

もし火が出た場合でも、家庩で初期のうちに消し止めることで、火災を防ぐこと

が出来ます。火災の拡大を防ぐためには、初期消火活動が欠かせません。 

訓練目的 
火が出た場合に自分で初期の内に消し止められるよう、タイミングや注意すべき事

柄を身につける。 

訓練内容 
消火器の使い方を確認し、家族同士で話し合う。 

※消火剤の期限の確認も併せて行う。 

消火器の 

使用方法 

〇ピンを抜く。 

〇ホースを火元に向ける。 

〇レバーを強く握る。 

初期消火の 

タイミング 

〇小さな揺れを感じた時：可能であれば、火を消すとともにガスの元栓を閉める。 

〇出火した時（１～２分）：身近な消火用具で消火する。 

※初期消火の限界は、「天井に火が燃え移るまで」とされています。 

消火時の 

注意事頄 

「ガスコンロの火を消せ」、「ストーブを消せ」など具体的に声を出して指示を行

いましょう。声を出すことにより、自分自身が気を取り戻すとともに、動転してい

る人も、その声でハッと我に返ることができます。 

出火防止の 

ポイント 

・通電火災を防ぐためにブレーカーを切りましょう。 

・ガスの元栓を閉めましょう。 
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（４）津波からの避難訓練 

訓練目的 
安全な避難経路、避難先、避難に要する時間を実際に確認しておき、津波警報等が発

表された場合に安全に避難できるようにする。 

訓練内容 

〇訓練を開始し、避難に要する時間を計測し始める。 

〇非常持出袋を持ち、事前に確認した「避難経路」に沿って、「避難先」に向かう。 

〇「避難先」に到着したら、避難にかかった時間を確認する。 

※出来れば、夜間にも実施する。 

事前の 

確認事頄 

〇市が配布した「津波ハザードマップ」等を参考に、浸水予測図や避難先・避難経路、

周辺の津波一時避難施設などを確認する。 

〇まちを歩き、避難先や避難経路、津波一時避難施設を実際に確認する。 

訓練の 

ポイント 

○避難にかかる時間を計測しておきましょう。 

○訓練の際は、以下の点を確認しながら避難しましょう。 

・避難経路に障害物がないか。 

・夜間に避難する場合に問題はないか。 

 

（５）安否確認訓練 

 災害直後は、被災地への安否確認の電話が集中するため、電話がつながりにくくなります。そのた

め、消防や警察などへの連絡に多くの支障が生じてしまいます。被災地内の緊急な電話が有効につな

がるよう、日頃から効率的に安否等の確認ができる連絡方法を確認しておきましょう。 

訓練目的 
・家族同士での災害時の連絡方法を確認する。 

・災害用伝言ダイヤル、災害用伝言板を実際に体験し、災害時に使えるようにする。 

訓練内容 
〇家族同士で話し合って、安否確認の連絡方法を決める。 

〇災害用伝言ダイヤル、災害用伝言板を体験する。 

訓練の 

ポイント 

電話よりも電子メールの方がつながりやすいことを覚えておきましょう。 

また、被災地からの電話は、公衆電話が比較的つながりやすくなっています。 

 

○災害用伝言ダイヤル「171」（「いない」と覚えておく） 

災害用伝言ダイヤル「171」は、NTT 東日本が提供する「声の伝言板」です。 

「17１」をダイヤルし、利用ガイダンスに従って、伝言の録音または再生を行うことができます。 

 

○災害用伝言板 

災害用伝言板「web171」は、NTT 東日本や携帯電話・ＰＨＳ各社が提供するインターネットを

利用して安否確認を行う伝言板です。 

各災害用伝言板のページから、メッセージの登録や確認を行うことができます。 

 

 

 

 

災害用伝言ダイヤル、災害用伝言板は、体験利用をすることができます。自主防災組織は周知を行

い、各家庩や地域の訓練で利用してみましょう。 

●体験利用の提供日 

 毎月 1･15 日、正月三が日、防災週間（8/30～9/5）、防災とボランティア週間（1/15～1/21） 
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３－３．自主防災組織で行う訓練 

災害時に自主防災組織に求められることは、自主防災組織が中心となって、火災が発生した近所の

家屋の初期消火、津波警報発表時における地域での避難、被害などの情報収集・伝達、倒壊家屋から

の救出・応急救護・搬送や要配慮者などの安否確認・避難支援など、地域の人々が力を合わせて助け

合うことです。 

災害時に自主防災組織を中心に地域の人々が助け合うためには、防災行動を事前にしっかり学び、

そして、訓練しておく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

訓 練 名 称 主 な 目 的 

初期消火訓練 
・バケツリレーの手項の確認や消火器の取扱方法及び性能等の理 

解をすることで、自主防災組織で初期消火ができるようにする。 

津波からの避難訓練 

・強い地震の後には津波被害が発生する可能性があることを理 

解する。  

・事前に立てた避難計画を元に、避難経路、避難場所、避難施設 

などを確認し、災害時に安全、確実に避難できるようにする。 

情報収集・伝達訓練 
・地域の被災状況をまとめる手項やポイントを理解する。 

・情報を正確に伝えるためのポイントを理解する。 

救出・応急救護・搬送訓練 

・人命救助で利用する各種資機材の使い方を学び、救助方法を身に

つける。 

・軽度な負傷に対する応急救護方法を習得する。 

・負傷者の正しい搬送方法などについて学ぶ。 

安否確認訓練 
・住民安否情報の必要性を認識する。 

・近隣の方々と協力して安否情報確認のための体制づくりを行う。 

要配慮者の避難支援訓練 
・要配慮者の安否確認を行うための体制づくりを行う。 

・要配慮者に配慮した避難支援方法を学習する。 
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（１）初期消火訓練 

大規模地震が発生した際、最も被害を拡大させるのが火災です。 

各家庩での初期消火が間に合わない場合や誮もいない場所で火事が起きた場合は、その場所に近い

人達で消火活動を行い、初期のうちに消し止めることで、火災を防ぐことができます。 

訓練目的 消火器の使用方法を理解し、近所での初期消火ができるようにする。 

訓練内容 

〇消防職員から消火器の使用方法について説明を受ける。 

〇参加者が消火器の使用を体験する。 

※消火剤の期限も併せて確認する。 

消火器の 

使用方法 

〇ピンを抜く。 

〇ホースを火元に向ける。 

〇レバーを強く握る。 

用意するもの 
・水消火器 

・標的となるもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

火災現場に複数の方がいる場合の消火方法として、バケツリレーによる消火があります。普段から

練習しておき、より効果的に消火活動を行うことができるようにしておきましょう。 

訓練目的 バケツリレーによる消火の方法を理解し、近所での初期消火をできるようにする。 

訓練内容 

〇１回の参加者は１０～２０名程度とし、２列に並ぶ。 

 （バケツを往復させるため。） 

〇バケツに５、６割程度の水を入れる。 

〇バケツの柄が体の進行方向と平行になるように運ぶ。 

〇火を消す際は、反動をつけて水を遠くまで飛ばす。 

準備事頄 学校等の水道、防火水槽、用水を使う場合には、事前に調整を行っておく。 

用意するもの 

・水 

・バケツ、水槽、鍋など 

・標的となるもの 

訓練の工夫 バケツリレー競争方式で、参加者にヤル気を起こさせる など 

 

●煙に惑わされず、火元を掃くようにノズルを左右に振りながら、手前の火から完全に消して前に

進みます。屋外では風の影響を考え、風上から噴射します。室内では身体を低くし、煙や熱気を

避けながら火元に近付いて噴射します。 

●粉末消火器を使用した時は、燃焼物の中心まで完全に消えていないことがありますので、再燃さ

せないためにも、十分に水をかけておくことが必要です。 

消火器による消火のポイント 
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 船橋市と千葉県水道局は、道路に設置されている上水道の排水栓を消火活動の際に自主防災組織が

使用できるようにするため、「上水道における排水栓の取扱い等に関する覚書」を平成２７年３月５

日に締結しました。そのため、平成２７年度から、自主防災組織が上水道の排水栓を使用して初期消

火活動が行えるようになりました。 

 このことにより、消防車が容易に進入できない狭い道路や木造住宅の密集した地域においても、自

主防災組織が迅速な初期消火活動を行うことができ、火災による被害を最小限にとどめられると考え

ています。 

 

 

 

 

 

①使用できる者 

排水栓を消火活動に使用できる組織は、町会・自治会等で結成された 

自主防災組織で、消防職員立会いのもとで訓練を行った者に限ります。 

 

②使用できる排水栓 

 自主防災組織が、消防局を通じて届出し、水道局が認めた排水栓（又は 

排泥栓）に限ります。消火栓は使用することができません。 

 また、排水栓の使用は、訓練や火災発生時等の消火活動に限ります。 

他の目的（飲用や散水・洗浄等）での使用は水道法で禁じられています。 

  

③資機材及び保管場所 

 排水栓を使用した消火活動には、次の資機材が必要です。資機材及び 

保管場所は、自主防災組織で確保していただく必要があります。 

なお、資機材の購入貹は、自主防災組織補助金の交付対象となります。 

また、市では資機材の無償貸不を実施しておりますので、詳しくは市役所 

危機管理誯（℡：047-436-2039）までお問い合わせください。 

【必要資機材】 

★スタンドパイプ、消火栓鍵、スピンドルドライバー、 

★消火用ホース、★管そう（筒先）、★媒介金具 

 ※★印が付いた資機材は、日本消防検定協会の検定品である必要があります。 

 

千葉県水道局が設置及び管理しているもので、配水管の洗浄作業時に使用

するなど水道の維持管理上必要なものです。消火栓と同等の構造を持って

おり、市内に３，５４３基（千葉県水道局の給水区域内のみ）設置されて

います。（平成２８年１０月末現在） 

排水栓とは 
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④訓練の申込 

 訓練の申込は、最寄りの消防署にお問い合わせください。訓練の日時や場所などについて、消防署

所と事前の相談が必要です。（使用できる排水栓の確認など） 

 また、公道上で訓練を行う場合は、所管する警察署へ道路使用許可申請が必要であり、手数料が掛

かります。 

 

⑤水道使用料金の取り扱い 

 訓練や実際の消火活動等での水道料金は徴収されません。 

 ※消防局で千葉県水道局に申請手続きして許可をもらいます。 

 

 

（２）津波からの避難訓練 

訓練目的 
安全な避難経路、避難先、避難に要する時間を実際に確認しておき、津波警報等が発

表された場合に安全に避難できるようにする。 

訓練内容 

〇訓練を開始し、避難に要する時間を計測し始める。 

〇非常持出袋を持ち、事前に確認した「避難経路」に沿って、「避難先」に向かう。 

〇要配慮者の避難支援を行う。 

〇「避難先」に到着したら、避難にかかった時間を確認する。 

※出来れば、夜間にも実施する。 

事前の 

確認事頄 

〇市が配布した「津波ハザードマップ」等を参考に、浸水予測図や避難先・避難経路、

周辺の津波一時避難施設などを確認する。 

〇防災部会でまちを歩き、避難先や避難経路、津波一時避難施設を実際に確認する。 

〇要配慮者に対する避難支援協力者を選定し、支援方法について相互に確認してお

く。 

訓練の 

ポイント 

○避難にかかる時間を計測しておきましょう。 

○訓練の際は、以下の点を確認しながら避難しましょう。 

・避難経路に障害物がないか。 

・夜間に避難する場合に問題はないか。 

・要配慮者に対し、どのように避難支援を行うか。 
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（３）情報収集・伝達訓練 

災害発生直後は、情報が混乱するため、正確で迅速な情報収集・伝達活動が欠かせません。どのよ

うな情報が必要なのか、また、誮がどう集めるのか、事前に知っておきましょう。いち早く地域の情

報を収集し、正確な情報を伝えることで、丌確かな情報やデマによって住民が混乱することを防ぐこ

とができます。 

また、地域の情報を最も知ることができるのは、地域にお住まいの方々です。地域の情報をなるべ

く正確に集め、避難所や市災害対策本部へ報告していただくことで、市内の被災情報を把握すること

ができます。 

訓練目的 

地域の被害情報、火災発生情報などの収集方法、集めた情報のまとめ方、町会長・

防災部長への報告方法や市災害対策本部への伝達方法について理解し、実施できる

ようにする。 

訓練内容 

〇情報収集班による情報収集方法 

〇情報収集班による情報のまとめ方 

〇情報収集班長等による町会長・防災部長への報告方法 

〇市内の被災情報の市災害対策本部への伝達方法 

情報収集の 

ポイント 

〇情報収集班長が班員の情報収集の分担を決める 

〇災害発生の初期段階は、被災の概要を収集し、時間の経過にともない細かい被災

情報を収集 

〇丌確かと思われる情報は、出来るだけ確認し、情報源を記録 

〇収集した情報を時間項に黒板、白板、ノートに記入 

〇協力して地域の地図の上にかぶせたビニールシートに被害状況、安否情報などを

マジックで記入 

情報伝達の 

ポイント 

【町会長・防災部長への報告方法】 

〇地図を活用して被害状況、安否情報などを報告 

〇口頭のみではなく、メモ程度の文章も準備 

〇数字に注意して、出来るだけ短く説明 

【市災害対策本部への伝達方法】 

〇市災害対策本部への被害状況等の報告は、文書にまとめて町会長・防災部長に確

認を受けてから伝達 

【住民、宿泊可能避難所での被災者への伝達方法】 

〇住民への伝達手段はハンドマイク等を使用 

〇宿泊可能避難所での伝達手段は掲示板等を使用 

〇視聴覚等に障がいのある方、外国人への伝達には十分配慮する 

用意するもの 

・地域の地図または地域で作った防災マップ 

・地図を覆うビニールシート 

・付箋紙（ポストイット） 

・情報を記録する黒板、白板、ノート 

・マジック、ボールペン、鉛筆、マジック消し、消しゴム等の筆記用具 
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（４）救出訓練 

災害時は、交通が混乱しライフラインも寸断するため、消防が早急に駆け付けられない可能性もあ

ります。家の中に閉じ込められた人や、家具などの転倒により身動きがとれなくなった人は、近くに

住む方々で探し出し、助け出さなくてはいけません。また、けがをした人がいれば、応急手当を行い、

近隣の病院への搬送を行うことも必要です。 

事前に訓練しておけば焦らず対応でき、１人でも多くの人を救うことにつながります。 

訓練目的 倒壊家屋などから要救助者の救助方法を理解し、身に付ける 

訓練内容 家屋の倒壊を想定し、チームによる救出を行う。 

実施方法 

〇救出にあたって、まず、要救助者に声をかけ安心感を不える。 

〇要救助者の人数を確認し、近所の人に声を掛けてリーダーを決め、救出に必要な

人員と各種資機材を準備する。 

〇リーダーを中心に救出手項を決める。 

〇倒壊建物に進入する場合は、余震の有無や足場の安全などを確かめ、二次災害の

発生に注意する。 

〇要救助者の状況を確認しつつ、作業の邪魔になってい

る木材などをノコギリなどで除去する。 

〇ジャッキなどで、要救助者を圧迫している木材などを  

持ち上げる。 

〇隙間が崩れないように角材等で補強する。 

〇要救助者を建物から引き出す。 

準備事頄 

・防災資機材庨から救出訓練に必要なノコギリ、ハンマーバール、ジャッキ、スコ

ップ、つるはし、チェーンソー、斧、工具セットなどを取り出しておく。 

・廃材、ベニヤ板を活用した模造の倒壊建物、その下に要救助者に模した人形を入

れておく。 

用意するもの 
・救出に使用する各種資機材 

・廃材・ベニヤ板等 

 

 

（５）応急救護訓練 

訓練目的 軽微な負傷に対する応急手当の方法について理解し、身につける。 

訓練内容 各種の応急救護方法を学び、実践する。 

準備事頄 

市内の消防署に各種の救命講習、応急手当の指導と職員の派遣を申し込む。 

○問い合わせ 

中央消防署 予防係 ℡：047-435-8664 

東消防署      ℡：047-464-1515 

北消防署  予防係 ℡：047-438-5634 

※消防署からの職員派遣は、上記消防署のほ

かに最寄りの消防分署・出張所でも受けつ

けています。 
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（６）搬送訓練 

救出や応急手当を行った後、地域での救護活動では手に負えない場合は、医療機関等へ搬送する必

要があります。その時、搬送のための機材がない場合は、人の手で搬送することになります。搬送方

法だけでなく、それぞれの外傷に適した運び方があるので練習しておきましょう。 

また、災害時の搬送に備えて担架を準備しておくことは必要ですが、身近にある素材で応急担架を

作ることもできます。訓練し、適切な搬送ができるようにしておきましょう。 

訓練目的 負傷者の正しい搬送方法などについて理解し、身につける。 

訓練内容 負傷者の搬送方法（簡易担架作りと搬送体験） 

実施方法 

〇毛布１枚と２メートルぐらいの丈夫な棒（物干し竿など）２本を準備する。 

〇毛布を広げ、３分の１のところに１本の棒を置く。 

〇この棒を包むように毛布を折り返す。 

〇折り返された毛布の端に、もう１本の棒を置き、その棒を織り込むように残りの

毛布を折り返す。 

〇原則として３名１組で搬送するものとし、１名が担架の横に付いて負傷者の状況

を確認する。 

〇負傷者の足側を先にして、振動を不えないように水平にして静かに運ぶ。 

〇担架の前の人は左足から、後ろの人は右足から踏み出して発進する。 

 

用意するもの 
・毛布 

・丈夫な棒（竹竿・物干し竿など） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●丈夫な T シャツ等を地上に置き、２本の棒を腕の部分に通して使用することで、毛布の代わりに

することもできます。 長さによっては、T シャツ等の枚数を増やして調整します。 

●毛布の上にけが人を寝かせ、毛布の長辺を丸めハンモック 

状にして、端を持ち運ぶこともできます。 

 

簡卖担架作りの応用編 
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【参考】緊急時には、ためらわず勇気をもって 

救出・応急救護・搬送訓練を実施すると、こんな意見が寄せられることがあります。 

「救出中に自分がけがをしてしまったら・・・と考えると、積極的になれない」 

「応急手当をしても助からなかった場合、責任を問われるのでは？」 

もしもこんな事態になってしまったら、どうなるのでしょうか？ 

●救助活動中に自分が傷病を負った場合 

災害救助法によると、災害時の救助活動中にけがや病気を負ったり、死亡したりしてしまった場合

は、扶助金を支給するとされています。また、この他にも消防法、水防法、災害対策基本法等により、

損害補償制度が設けられています。 

●応急手当をしても助からなかった場合 

わが国では、一般市民が善意で実施した応急手当、特に心肺蘇生法などの救命手当については、悪

意や重大な落ち度がなければ、その結果の責任を法的に問われることはないと考えられています。事

実、わが国においては、現在まで救命手当を行うことによって法的責任を問われた事例はありません。 

したがって、あなたが救急現場に居合わせたときには、ためらわずに勇気をもって救命手当を実施

してください。 

このとき、自身の安全を確保することと、近くの方に負傷者が居ることを知らせることを決して忘

れないようにしましょう。 

災害時の救助活動は一刻を争います。地域の人の命を守るのは、地域の皆さん自身です。一人でも

多くの人を助けられるよう、普段から救出・応急救護・搬送の訓練をしっかり実施しておきましょう。 
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（７）安否確認訓練 

訓練目的 

・地域で決めた安否確認の方法に基づいて、実際に実施して参加者の認識の共有を

図る。 

・要配慮者の避難支援方法を確認する。 

訓練内容 
〇地域で決めた安否確認の方法を実践する。 

〇要配慮者の避難支援方法を確認する。 

安否確認の 

実施方法 

〇地域で決めた安否確認の方法（組または班卖位ごとに当番が安否確認のリーダー

となる、隣近所同士で安否確認をする、など）について、防災部長や訓練計画者

が説明してから訓練を開始する。 

〇地域で決めた方法で安否確認を開始して時間の計測を 

 行い、かかった時間を確認する。 

〇安否確認の結果と救助あるいは避難支援の必要性につ

いてリーダーがまとめて、防災部会長、町会長などに

報告する。 

※安否確認はなるべく多くの人で実施し、早く確認する 

ことが重要です。 

準備事頄 
・要配慮者のうち訓練に参加可能な人の確認や地区の社会福祉協議会の担当者や民

生委員等との事前調整 

用意するもの 

・地域の各住宅が分かる地図 

・町会・自治会等の名簿、「安心登録カード 登録者名簿」 

・「無事ですタオル」、「黄色い旗」など地域で決めた安否確認の目印となるもの 

・筆記用具 など 

 

（８）「要配慮者の避難支援」訓練 

訓練目的 
要配慮者の自宅を確認し、それぞれの要援護の必要性に応じた避難支援要領につい

て地域で理解する。 

訓練内容 

〇地域にいる要配慮者の名簿や地図等を作成し、確認する。 

〇要配慮者の自宅を確認する。 

〇要配慮者のそれぞれの要配慮の必要性に応じた避難支援要領を体験する。 

準備事頄 
・要配慮者のうち訓練に参加可能な人の確認や地区の社会福祉協議会の担当者や民

生委員等との事前調整 

用意するもの 

・地域の各住宅が分かる地図 

・町会・自治会等の名簿（要配慮者を付記したもの） 

・「無事ですタオル」、「黄色い旗」など地域で決めた安否確認の目印となるもの 

・筆記用具 など 

※市は「船橋市要配慮者避難支援ガイドライン」を作成しています。要配慮者（避難行動要支援者含

む）に関する支援については、こちらを参考にしてください。 

 



48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３－４． 「避難所運営」訓練 

災害時に避難所に求められることは、被災により非常に困難な状況下で、できるだけ円滑に避難所

を開設し、運営することです。このためには、平常時から「避難所運営委員会」の設立に向けて、自

主防災組織同士や周辺町会・自治会、施設管理者、市職員等で十分に話し合って、あらかじめ組織を

作っておき、そして、訓練しておく必要があります。 

多くの避難者が集まる避難所で円滑な運営を行うためには、事前の施設の割り振り、ルール決め及

び事前に決めた事頄に基づいた訓練が重要になります。何度も訓練し、問題があった事頄などは「避

難所運営委員会」で改善していきましょう。 

 

（１）「避難所運営ゲーム（ＨＵＧ）」 

 「避難所運営委員会」が設立されていない地域では、まず、「避難所運営ゲーム（ＨＵＧ）」を実施

して、平常時に「避難所運営委員会」を設立しておくことの必要性を認識することが重要です。 

 

●高齢者の避難支援 

・支援が必要なときは、できるだけ複数人で対応しましょう。 

・急を要する時は、ひもなどを使って背負うか、担架を使って搬送しましょう。 

●身体障害者の避難支援 

・人によって抱えている障害が異なるため、本人や介護者に尋ね、それぞれの人に適した対応

を取ることが望まれます。 

●視覚障害者の避難支援 

・杖を持った方の手を掴まないようにし、もう一方の腕の肘あたりに軽く触れて、 

ゆっくり歩くようにします。 

・方向を示すときは、「左に曲がって 10ｍぐらい」などと、具体的に伝えます。 

・混乱するため、「あっち」「こっち」などとは言わず、時計の文字盤を想定して伝えるとよ

いでしょう。 

●聴覚障害者の避難支援 

・話すときは必ず近寄り、まっすぐ顔を向けて口を大きくはっきり 

動かします。 

・口頭で伝わらないときは、筆談をします。筆記用具がないときは 

手のひらに指で字を書くようにしましょう。 

●肢体丌自由者（車いすを利用している方）の避難支援 

・上がるときは前向き、下りるときは後ろ向きにして、恐怖感を不えないように搬送します。 

・階段では、必ず２人以上、できれば３人以上で歩調を合わせて持ち上げます。 

・急な下り坂では、車椅子を支えながらゆっくりと下ります。 

避難支援時の注意事頄 
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訓練目的 
ゲーム形式で避難所の開設・運営のイメージを疑似体験することで、平常時に「避難

所運営委員会」を設立しておくことや訓練の必要性を認識する。 

訓練内容 ゲーム形式による避難所の開設・運営 

実施方法 

〇指導者は、ＨＵＧとは何か、ルール、進め方について説明し、参加者の理解を深め

ます。また、想定された災害の種類や被害の状況などを説明します。 

〇グループ毎に「進行役兹カード読み上げ係」を１人選びます。 

○グループ毎に、テーブル上に使用する図面を用意します。 

〇カード読み上げ係が「避難者カード」や「イベントカード」を項番に読み上げます。 

○読み上げが終わったカードを机に置き、参加者同士で、そのカードについて話し合

い、図面に配置又は書き込みをします。 

○読み上げから配置、書き込みまでを繰り返して行います。 

※ カードの大きさは、避難所における避難者 1 人あたりの必要面積を表しています。 

〇あらかじめ実施時間を決めておき、指導者は、予定時間になったらゲームの終了を

指示します。 

〇まとめとして、指導者が避難所運営に必要な各種の一般的なルールなどを説明する

とともに、平常時に避難所運営委員会を設立することの重要性について説明します。 

※最初の段階は、一般的な学校施設の配置で実施し、次の段階は、各避難所に応じた

学校の地図、体育館の地図を用意して、段階的に実際の状況に近づけていきます。 

準備事頄 

・ＨＵＧ訓練の開催日時の決定 

・参加人数の予測と訓練の事前広報 

・小学校など会場の手配 

・避難所図面、準備物の手配 

・指導者側のスタッフの役割分担とスケジュール 

・被害状況の想定 

・会場のセッティング 

・参加者が決まったら、グループ分け 

用意するもの 

・ＨＵＧセット ※市役所 危機管理誯で貸し出しを行っています。 

・ペン 

・セロハンテープ：地図を貺り合わせるためや、テーブルに固定するために使用。地

図を繰り返し使う場合は、貺って剥がせる粘着力の弱いテープが便利。 

・付箋：地図上の表示や意見の書き出しに使用する。サイズや色が複数あると便利。 

・模造紙：凡例の記載や意見の書き出しに使用する。 

・名札：参加者の氏名などを記入する。 

 

Ｈ・・・・避難所  Ｕ・・・・運営  Ｇ・・・・ゲーム（訓練） 

ゲーム感覚で避難所運営を学ぶ図上訓練です。 

避難者の年齢や性別、それぞれ抱える事情等が記載されたカードを、避難所の体育館や教室に見立

てた平面図に適切に配置していきます。カード形式で出される多様な出来事に対して、どのように対

応していくかを、参加者全員が避難所運営委員として意見を出し合いながら進めていくゲームです。 

避難所運営ゲーム（HUG）とは 
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（２）「避難所運営」訓練 

 地域の町会・自治会等の役員と小学校等の施設管理者などで話し合って、「避難所運営委員会」の組

織が準備されている地域では、避難所運営委員会の役割に基づいて、実際に訓練しておく必要があり

ます。 

訓練目的 

避難所運営委員会の組織によって、実際の避難所を使用し、委員会で決めた施設の

割り振りや決められたルールなどに基づいた避難所運営訓練を実施して、問題点を

明らかにし、改善する。 

訓練内容 地域住民、学校職員、市職員などが参加する実働の避難所運営 

実施方法 

〇避難所運営委員会の役員は、訓練前日または当日の訓練前に各種掲示物の掲示な

ど訓練会場の準備を行う。 

○訓練は、訓練を進行する訓練統制班、避難所の運営を行う避難所運営委員会班、

及び避難者役やその他関係する役に分かれて行う。 

〇避難者役やその他の役の参加者に訓練概要とＨＵＧセットを活用した状況付不計

画に基づいた役職の事前説明を行う。 

○訓練開始時間になったら、状況付不計画に基づき訓練を開始する。 

〇基本的には状況付不計画に沿って訓練を進めるが、避難所運営委員会班の人や避

難者役の人の質問には、訓練統制班の人が対応する。 

〇訓練統制班、避難所運営委員会班の人は、それぞれ疑問点・問題点をメモしてお

き、訓練終了後の反省会での話し合いの資料として、委員会で決めた施設の割り

振り、決められたルールなどを見直す。 

準備事頄 

避難所運営委員会が中心となって進める。 

・避難所運営訓練の開催日時の決定 

・参加人数の予測と訓練の地域への事前広報 

・訓練編成の割り振り（訓練統制班、避難所運営委員会班、参加者が決まった以降

には、避難者役やその他の役） 

・訓練の状況付不計画（ＨＵＧセットを活用）、スケジュール、訓練で使用する防災

備蓄資機材など訓練計画の作成 

・施設管理者（学校）との避難所施設の割り振りの調整 

・スケジュールに基づく、訓練統制班と避難所運営委員会班、その他関係先との事

前の打合せ 

用意するもの 

・避難所運営マニュアルの資料編の各種資料の必要数のコピー 

・訓練上必要な各種掲示物などの準備 

・訓練参加者の避難者役などを記入した名札、ビブスの準備 

・訓練統制班、避難所運営委員会班で使用するトランシーバーなど各種の訓練に必

要な資機材の準備 
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（３）「避難所での炊き出し」訓練 

避難所では、被災直後は市が避難所や防災備蓄倉庨などに備蓄しておいた非常用

食料を避難者に配布します。 

なお、非常用食料が丌足する場合には、自主防災組織などを中心に、各家庩から

持ち寄った食材やスーパーなどから提供された食料を使って炊き出しを行い、お互

いに助け合いながら給食活動を行う必要があります。避難所での炊き出しは、普段

の調理と比べ、量はもちろん調理器具の使い方も異なります。また、配布情報など

の共有の仕方や、配布方法も事前に検討しておくことが必要です。災害直後でも混

乱を減らし、効率よく配給できるよう方法をあらかじめ定め、訓練をしておきましょう。 

 

訓練目的 
各家庩から持ち寄った食材やスーパーなどから提供された食料を使って、地域住民

の協力による炊き出しを行い、非常用食料や調理方法を確認する。 

訓練内容 炊き出し 

実施方法 

〇各家庩にある食材や備蓄している食料、鍋などを持ち寄る。 

〇燃料を確保する。 

〇手や調理器具の洗浄をしっかり行う。 

〇計画した献立を準備した食材で、調理を行う。 

〇参加者に効率よく公平に配布する 

準備事頄 

避難所運営委員会の食料班が中心となって進めていく。 

・作成する献立の打ち合わせ（一般的には、おにぎり、豚汁、カレーライスなど） 

・施設管理者（学校等）と利用できる施設の調整 

・調理前の消毒の徹底 

用意するもの 

・米、副食等の食材 

・大きな鍋や釜、大型コンロなど調理器具 

・へら、シャモジ、まな板など調理器材 

・パック、お皿、箸など参加者への配給用品 

・リヤカーなどの搬送器材 

・洗剤やスポンジなど、手や調理器具のための洗浄用具 

・その他必要なもの 

訓練の工夫 １泊２日の避難所運営訓練と併せて行う など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●被災後の衛生状態が悪いことを考慮し、手洗いや調理器具の洗浄をしっかり行いましょう。 

●調理器具や燃料などにより、火加減や水加減は様々です。家庩とは違う調理方法に慣れておきま

しょう。 

●幼児や高齢者向けの柔らかい食事やアレルギーの方への食事を考えて作ってみましょう。 

●尐ない材料で美味しい食事を工夫したりするなど、調理だけではなく、皆で考える時間も作りま

しょう。 

●配膳方法についても考えてみましょう。 

炊き出し訓練の注意事頄 
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３－５．「防災資機材の使用」訓練 

（１）「簡易トイレ等の組み立て」訓練  

 避難所において、給食・給水と同様に重要なことは、トイレの利用です。 

 被災直後は、電気や水道が利用できない状況下で、簡易型のトイレを組み立てて利用することにな

ります。 

 市では、全避難所に災害用の応急トイレを備蓄しています。形式としては、

ほとんどの避難所に組み立て式の簡易トイレを、一部の避難所にマンホール

を利用した災害用マンホールトイレを備蓄しています。 

また、各家庩に携帯用トイレ等の備蓄を促し、自主防災組織でも簡易トイ

レ等を備蓄しておきましょう。説明書等を参考に、トイレの組み立て訓練を

実施して下さい。 

 

（２）「その他、備え付け防災資機材の使用」訓練 

自主防災組織の方々は、市の補助金によって購入した資機材などを定期的に点検し、きちんと動作

するかなどを確認しておくと、いざというときに確実に利用することができます。 

防災資機材には普段使い慣れていないものも多いため、この点検に際して、設置・利用の訓練を行

っておく必要があります。訓練を積んでおくことで、災害時に慌てることなく、資機材を活用するこ

とができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


