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協議会名 花園小学校避難所運営管理協議会 

訓 練 日 平成 2９年 １１月 １１日（土）  ８時３５分（発災）～１１時１０分 

運営する

町会・自治

会等 

新宿一丁目町会、新宿二丁目町会、花園町町会、新宿園町会、番衆町町会、 

ハイホーム本陣 

参加者数 

町会・自治会等 

一般参加者 
１１１人 民間事業者  ３人 児童・園児 １８４人 

小学校 PTA 

園児保護者 
１２０人 学校教職員 ３１人 防災関係機関等 ５５人 

その他 １２人 区職員 ２５人 合  計 ５４１人 

訓練概要 

学校公開と併せて、全児童及び全園児と合同訓練を実施。今年度は社会福祉協

議会、東京ガス、東京都水道局新宿営業所、衛生課、防災都市づくり課のブース

が新たに加わった。 

発災 8:35、開会式 9:30、閉会式 11:10 

【訓練項目】 

①発災型訓練、②応急救護訓練、③社会福祉協議会講話、④動物救護訓練、 

⑤Ｄ級ポンプ操法訓練、⑥四谷警察署ブース、⑦耐震改修普及啓発、 

⑧初期消火訓練、⑨煙体験、⑩スタンドパイプ放水訓練、⑪炊き出し訓練、 

⑫仮設トイレ組立訓練、⑬東京ガスブース 

特色・良

かった点 

・成果等 

 

・学校公開日に合わせ訓練を実施し、全児童及び全園児が昨年に続けて参加した。

また、児童及び園児の参加が認知されてきており、保護者の参加者数も増加傾向

にある。 

・今年度は社会福祉協議会、東京ガス、東京都水道局新宿営業所、衛生課、防災

都市づくり課のブースを誘致し、訓練内容の拡大を図ることができた。 

・昨年に引き続き園児の保護者への講話（地域防災担当副参事）を行い、保護者

への意識啓発を行うことができた。 

課題・改

善点等 

 

・保護者の参加は増加しているが、町会参加者の人数が伸び悩んでいるため、引

き続き周知活動を徹底する必要がある。 

・町会独自の集計表を使用しており、様式の統一がなされていないため、集計作

業について、様式の統一化等を行う必要がある。 

・物資供給班の役員が炊き出し作業に追われ、ブースの体験ができていないため、

訓練の際の体制を見直すべきである。 

・訓練前の打合せ段階で各ブースについて周知が足りなかった。 

その他 
※今後取

り組みた

いこと・意

見等 

 

・開設訓練の充実のため、別日程で避難所キッドを用いた開設訓練（教員合同）

を行いたい。（29 年度内実施予定） 

・自分の家族の安否確認や、在宅避難者への対応など、避難所外での対応につい

ても訓練等を通じて経験したい。 

・消防車両、自衛隊車両を手配し、新規の参加者が興味をもちやすいような訓練

を組み立てたい。 

≪訓練の様子≫  

   
発災型訓練（本部） 発災型訓練（受付） 動物救護訓練（衛生課） 

管内の被害状況を本部で集

約し、地域本部への報告や現場

での対応を実施した。 

 各町会は一時集合場所へ避

難後、避難誘導部の引率により

避難所へ集合する。避難所で受

け入れ名簿を作成した。 

 ペットを飼育している方の

避難所での生活や普段からの

備えなどを啓発パンフに沿い、

職員から説明を受けた。 

   
防災啓発（四谷警察署） 要援護者についての講話 

（社協） 
炊き出し訓練 

 四谷警察署より災害時の持

ち出し物品や警察署の活動等

についての説明があった。 

 社会福祉協議会より講演者

（小暮氏）を紹介してもらい、

要援護者への配慮等について

講話を実施した。 

 物資供給班及び中学生ボラ

ンティア（四谷中）で炊き出し

を行い、参加者へアルファ化米

を配布した。 

   
防災啓発（東京ガス） 仮設トイレ組み立て訓練 

（東部公園事務所） 
Ｄ級ポンプ操法訓練 

 東京ガス㈱より、地震時の備

えやガス警報器等の器具につ

いての説明があった。 

 マンホール直結型トイレに

ついて、職員より説明を行い、

組み立て及び使い方について

の訓練を実施した。 

Ｄ級ポンプを用いて火災時

の消火訓練を実施した。 
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協議会名 津久戸小学校避難所運営管理協議会 

訓 練 日 平成 2９年６月２４日（土）  １４時００分～ １６時１５分 

運営する

町会・自治

会等 

神楽坂一丁目町会、神楽坂二丁目町会、神楽坂三丁目自治会、神楽坂四丁目公和

会、神楽坂五丁目自治会、神楽坂五丁目三和会、神楽坂六丁目町会、飯田橋自治

会、筑戸自治会、白銀町町会、新小川町自治会、赤城元町町会、市谷船河原町町

会、アトラス江戸川アパートメント自治会 

参加者数 

町会・自治会等 

一般参加者 
４３人 民間事業者 ０人 児童・生徒 ０人 

PTA ０人 学校教職員 ２６人 防災関係機関等 １７人 

その他 １人 区職員 ２１人 合  計 １０８人 

訓練概要 

14 時に津久戸小学校講堂に集合。開会式に続き、①「地域水道キャラバン」

を全員で受講した後、２班に分かれて ②「医療救護所訓練」 ③「資機材使用

体験」を行い、閉会式の後、解散。 

【訓練項目】 

①地域水道キャラバン 

・東京都水道局の出前講座を活用し、「震災への水道の備えコース」を受講。水の

汲み置き等の備えや災害時給水ステーションの位置など、映像や寸劇をまじえ

た説明を受けた。 

②医療救護所訓練 

・健康部主導により、熊谷組の敷地をお借りし、医師、歯科医師、薬剤師、区職

員等の医療救護所開設、運営実施場所の検証、運営訓練、担架による搬送体験

を行った。 

③資機材使用体験 

・危機管理課指導により、発電機・投光機の使い方、トイレの組み立てを体験し

た。 

特色・良

かった点 

・成果等 

①地域水道キャラバン 

・スタッフが説明を、分かりやすく、飽きさせないよう工夫していた。 

・参加者は、水の備えの大切さを感じ取れたと好評であった。 

②医療救護所訓練 

・エアテントの設営、トリアージの流れの確認、２種類の担架の搬送体験など、

実践的な訓練ができた。 

③資機材使用体験 

・発電機の操作やトイレの組み立ては、場数を重ねてきたので上達している。 

課題・改

善点等 

・この地区は、給水所（鶴巻南公園）まで遠い。 

・医療救護所と運営協議会メンバーの関わり方。 

  

その他 
※今後取

り組みた

いこと・意

見等 

・避難所運営管理マニュアルの改訂（訓練を踏まえた内容で本年度中に） 

・運営協議会メンバーの同報連絡網を作成して震災時に活用したい（個人情報保

護に抵触しなければ）。 

 

 

 

≪訓練の様子≫ 

   
開会式 地域水道キャラバン 地域水道キャラバン 

 代表世話人の挨拶で開会 

 

 参加者は熱心に聴講 

  

 視覚に訴える方法により分

かりやすく説明 

  

   
医療救護所訓練 医療救護所訓練 医療救護所訓練 

 大きなエアテントを設営。中

はかなり広い。 

  

一人で運べる担架。車輪が付

いているタイプ。 

  

一人で運べる担架。地面を滑

らせて運ぶタイプ。  

  

   
資機材使用体験 資機材使用体験 資機材使用体験 

 発電機。初めてでない方は、

重ねてきた場数により操作も

上達。 

  

 トイレ。みんなで協力して組

み立てる。 

  

  

 慣れてしまえばスムーズに

完成。 
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協議会名 早稲田小学校 避難所運営管理協議会 

訓 練 日 平成 2９年９月１０日（日） ８時 ００分～ １１時 ５０分 

運営する

町会・自治

会等 
原町一丁目町会、牛込弁天町町会、早稲田町町会 

参加者数 

町会・自治会等 

一般参加者 
85 人 民間事業者     人 児童・生徒      人 

PTA 人 学校教職員 3 人 防災関係機関等 １6 人 

その他 1 人 区職員 9 人 合  計 114 人 

訓練概要 

１ 「避難所開設キット」を活用した避難所開設訓練 (防災役員４７名が参加) 

  ８時に小学校正門前に集合。その後、体育館にて避難所本部（各町会長等）

の指揮のもと、下記の訓練内容について役割分担をした。訓練においては、参

加者一体となって取り組むことができた。 

【訓練内容】 ①本部の立ち上げ ②施設の安全点検 ③照明の確保 

④防寒シートセットの配布 ⑤女性相談窓口の設置 ⑥災害情報の収集・伝達

⑦避難者の受付 ⑧飲料水の確保 ⑨アルファ化米の炊出し ⑩トイレの準備

⑪傷病者への対応 ⑫ペット同行避難者への対応 

２ 地域防災訓練 

  １０時に小学校校庭にて開会式を行った後、３班に分かれて訓練を実施した。 

【訓練内容】 ①消火器訓練 ②模擬消火栓体験 ③備蓄倉庫見学 ④家具転倒

防止対策 ⑤ＡＥＤ操作訓練 

特色・良

かった点 

・成果等 

・訓練事前説明会（９月６日）開催後、２度目の試みとなる避難所開設キットを

活用した避難所開設訓練を実施した。訓練参加者アンケート結果では、避難所開

設キット訓練の内容への理解度が高く、「前年よりもスムーズに行うことができ

た」「１年経つと忘れている部分もあったが、理解を深めることができた」といっ

た意見が多かった。 

・また、今年の訓練は例年より気温の高い時期に実施したこともあり、極力直射

日光を浴びないような訓練メニュー（備蓄倉庫見学、体育館でのＡＥＤ講習）を

取り入れ、参加者全員がケガ・病気なく終えることができた。 

課題・改

善点等 

・女性子ども部では弾力的な意見交換ができた等の進展が見られたが、災害情報

システムの入力作業や照明器具の設置、間仕切りの組み立てにおいては難しい面

があったという意見もあった。来年以降も繰り返し訓練を重ねることにより理解

していただけるよう努める。また、訓練という限られた時間で効果が得られるよ

う内容の工夫もしていきたい。 

 

その他 
※今後取

り組みた

いこと 

・例年の訓練より暑い時期に行った影響も考えられるが、参加者が少ない訓練と

なってしまった（昨年度より２６人減）。防災役員を通して町会の方々へ訓練の周

知をするよう力をいれていきたい。 

≪訓練の様子≫ 

   
【避難所開設訓練の役割分担】 【1-⑨ アルファ米の炊出し】 【1-⑩ トイレの準備】 

防災役員４７名が体育館に

集合した。避難所本部(各町会

長)の指揮のもと、避難所を開

設するための各作業について、

役割分担が行われた。 

防災役員(物資供給部)が、校

庭にてバーナーでお湯を沸か

し、アルファ化米の炊出しを行

った。出来上がったアルファ化

米については、試食用として訓

練参加者に配られた。 

防災役員(救護衛生部)が、地

下の備蓄倉庫から災害用トイ

レを校舎裏へ運び出し、組み立

てを行った。あわせて送水用の

設備の確認も行われた。 

   
【１－⑪ 傷病者への対応】 【1-⑫ ﾍﾟｯﾄ同行避難者への対応】 【2-① 消火器訓練】 

防災役員（救護衛生部）が牛

込消防署・消防団により、応急

手当についてのレクチャーを

受けた。 

防災役員(動物救護部)が、校

庭にてペットを保護するため

に最適な場所等について話し

合った。 

 牛込消防署・消防団の指導の

もと、初期消火で必要となる消

火器の取扱方法についての訓

練を行った。 

   
【2-② 模擬消火栓体験】 【2-④ 家具転倒防止対策】 【2-⑤ ＡＥＤ操作訓練】 

 牛込消防署・消防団の指導の

もと、模擬消火栓に実際に触れ

る体験を行った。  

 危機管理課より、家具転倒を

防止する対策について講話が

あった。資料を配布し、実際の

器具を見ながら行われた。 

牛込消防署・消防団の説明に

よるＡＥＤ操作を参加者全員

で行った。 
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協議会名 富久小学校避難所運営管理協議会 

訓 練 日 平成 29 年１０月１4 日（土）   ８時 ００分～ １１時 ３０分 

運営する

町会・自治

会等 
住吉共栄町会、東富久町会、富久北町会、富久町中町会、西富久町会、市谷台町町会 

参加者数 

町会・自治会等 

一般参加者 
104 人 民間事業者 0 人 児童・生徒 157 人 

PTA 100 人 学校教職員 25 人 防災関係機関等 20 人 

その他 2 人 区職員 7 人 合  計 415 人 

訓練概要 

 8時 00分～9時 00分  …町会長・役員が参集。避難所開設及び訓練準備 

 9時 00分～9時 30分  …一般参加者受付 

 9時 30分～9時 40分  …開会式、代表世話人挨拶、来賓紹介 

 9時 40分～11時 10分 …避難所開設訓練 

11時 10分～11時 30分  …閉会式及び後片付け 

【訓練内容】  （児童対象）・長周期震動地震シミュレーター体験 

                   ・AED・三角巾訓練 

              （一般対象）・アルファ化米の炊出し 

                         ・都立総合芸術高校への参集訓練・見学 

                   ・富久クロスに移設された防災倉庫の場所確認 

              （一般・児童共通） ①仮説トイレ設営 ②初期消火訓練(水消火器) 

                                 ③女性等テント展示・見学 

特色・良

かった点 

・成果等 

〈目的・特色〉 
 避難所運営管理協議会の役員・部員及び地域住民が協力し、実際に災害が発生したこと

を想定し、避難所開設までの流れや避難所の機能・重要性を再確認する。    

また、富久小学校避難所訓練の特徴として、富久小学校児童と保護者の参加が挙げられ

る。 

〈良かった点・成果〉 
今回で 3 年目となる富久小学校との合同訓練は、児童にも防災教育の一環として訓練に

継続して参加してもらうことにより、防災に関する基礎知識を身につけることができ、児

童及び保護者が地域とのつながりを強めるきっかけづくりとなった。 

児童が参加した訓練では、高層ビルの地震の揺れを体験できる「長周期震動地震シミュ

レーター」を初めて取り入れ、実際の地震を体験してもらうことができた。 

また、昨年度組織された「女性担当部」による「女性等の利用を目的としたテント」の

展示・見学が行われ、多様な避難者への配慮における取組みについて、参加者と部員の共

有が図ることができた。さらに新たな試みとして、希望者による近隣の都立総合芸術高校

への参集訓練と昨年度に富久クロスに移設された防災倉庫の設置場所の確認を行った。 

訓練当日は天候が悪く、バーナー点火訓練など一部中止となったが、児童を含め、多く

の参加者が積極的に参加できる体験型の訓練は、災害及び避難所開設時の自助・共助の意

識を高めることに繋がると考えられる。 

課題・改

善点等 

今回の訓練では避難所開設キットを使用した訓練を行うことができなかった。実際の災

害時を想定すると、やはり避難してきた人が専門的な知識がなくても避難所を開設できる

ような環境が理想である。そのため避難所開設キットを使用したより実践的な避難所開設

訓練を目指す必要がある。 

なお、今年度の開設訓練から、部員全員がすべての訓練に携わることができるよう、担

当を 1年毎にローテーションで交代することとした。今回はどの部員も初めて担当する部

を受け持つため、最初戸惑いが見られたが、すぐに円滑に訓練を進めていた。 
その他※今

後取り組み

たいこと等 

○避難所開設キットの導入に伴う内容についての検討・改善 

○ペット同伴の避難者への対応 

≪訓練の様子≫ 

   
開会式 受付の様子 初期消火訓練 

児童及び保護者と合同で開会式

を行いました。 

各町会や一般の参加者には受付

で登録カードを記入してもらい、

庶務部で参集人数を記録しまし

た。あいにくの雨のため、昨年度

より参加者が25名ほど少ない状

況でした。 

水消火器を使った初期消火訓練

の様子。児童から地域住民まで幅

広い方々が参加されました。雨の

ため、校庭に向けての放水となり

ました。 

   
長周期震動地震ｼﾐｭﾚｰﾀｰ体験 応急救護(三角巾)体験 ＡＥＤ操作体験 

4 年生の児童全員に一人ずつ、車

の座席のようなイスにシートベル

トを装着して座ってもらい、地震

の揺れを体験してもらいました。

イスの揺れに合わせた、プロジェ

クターによる映像で臨場感のある

体験となりました。 

基礎的な知識の説明に加え、実際

に体験することにより、訓練がよ

り実用的なものとなります。 

児童でもしっかり理解できるよ

うな細かな手順の説明のもと、参

加者全員が真剣に訓練に取り組

みました。 

   
女性担当部の取組み(テント展示) 仮設トイレ設置  

配慮が必要な避難者のための「テ

ント」(2 種類)の展示・見学を行

いました。※テント写真左上 

プライバシーが守られるよう工

夫されたテントを見学し、参加者

から「これは使いやすい」という

声が上がりました。 

仮設トイレ設置訓練では、指導員

の指示のもと、児童(5 年生・6 年

生)や一般参加者が実際にトイレ

を組み立てる訓練を行いました。

今年は雨のため、体育館で行いま

した。 
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協議会名 戸山小学校避難所運営管理協議会 

訓 練 日 平成 2９年１２月 ９日（土）  ９時 ００分 ～ １２時 ３０分 

運営する

町会・自治

会等 
大久保二丁目町会・百人町東町会・百人町南町会・百人町中央町会 

参加者数 

町会・自治会等 

一般参加者 
６４人 民間事業者  人 児童・生徒 ２５人 

PTA １０人 学校教職員 ２人 防災関係機関等 １６人 

その他 ８人 区職員 １１人 合  計 １３６人 

訓練概要 

■９時から委員のみの訓練として、避難所開設キットをはじめて取り入れ、避難所の立上

げから各部に分かれての作業の確認を行った。 

■１０時からは一般参加者が、３つの班に分かれて 10か所の訓練の場を見学および体験

してもらい、避難所開設に対する意識啓発を行った。 

【訓練項目】①避難所立上げ訓練 ②無線訓練 ③受付訓練 ③安全点検訓練 ④受水槽

給水訓練 ⑤発電機・バーナー操作訓練 ⑥アルファ化米炊き出し訓練 ⑦災害用トイレ

組立訓練 ⑧Ｄ級ポンプ操作訓練 ⑨消火栓スタンドパイプ操作・初期消火訓練 ⑩動物

救護訓練 ⑪応急救護・間仕切り訓練 ⑫起震車体験 

特色・良

かった点 

・成果等 

■委員の訓練と一般参加者の訓練との２部構成にすることで、委員のみでの避難所立上げ

訓練からはじめることができ、各部における作業等を確認する時間ができた。 

■避難所開設キットを初めて使用したことにより、各部の作業手順を確認してから作業に

入ることができた。 

■一般参加者も多く来場し、積極的に体験してもらうことで防災意識や避難所開設への意

識を高めることができた。また、訓練のメニューが豊富のため、さまざまな体験をしても

らうことができた。 

 

課題・改

善点等 

■トイレの組み立てや発電機やバーナー等、指導者がいなくても委員のみで組み立てをす

るのにはまだまだ訓練が必要と思われる。 

■重たい資材の運搬や組み立てには、どうしてもある程度の人手が必要であるが不足して

いたため、困難な場面があった。委員の出席率をあげるか、委員の人数を増やすなどの検

討は必要と感じた。 

■委員のみの訓練の時間が１時間だけではすべてのミッションを行うことは難しかった。

今度、一般参加者も含めた訓練との調整が必要になると思われる。 

 

その他 
※今後取

り組みた

いこと・意

見等 

■資材の操作等の訓練は、今後も定期的に実施していくことで、技術を身に付けたり確認

を行っていくことが大切である。 

■今後は、図上訓練としてマニュアルの読み上げによる役割の再確認や、実際の運営時に

備えて決めておくべきことの洗い出しや整理をしながら、細かい部分を話し合っていく時

間が必要である。 

■今後備蓄倉庫の移動に伴い、使いやすい備蓄倉庫への工夫や、各部が動きやすくなるよ

う、各部ごとのセットを作るなど検討をしていきたい。 

■教職員の参加が少なかったので、今後情報を共有しながら連携して訓練等を進めて行き

たい。 

 

≪訓練の様子≫ 

   
【避難所開設キット】 【受付訓練】 【受水槽給水訓練】 

本部立上げ後、各部に分かれ、

キットの内容を最初に確認し、

ミッションに従い訓練を開始

した。 

参加者に避難者受付カードを

記入してもらい、登録カードの

代わりとして番号札を交付し

た。最後、町会ごとの避難者名

簿を作成した。 

備蓄倉庫から蛇口を運搬し、受

水槽につなぎ、飲料水の確保手

順を確認した。蛇口からやかん

に水を入れて炊き出し用の釜

まで運び水を沸かした。 

   
【発電機・バーナー訓練】 【炊き出し訓練】 【トイレ・Ｄ級ポンプ訓練】 

発電機とバーナーの操作手順

を確認した。委員の訓練のほ

か、一般参加者も操作や点火を

体験した。 

避難誘導部から避難者（参加

者）人数の報告を受け、３箱分

のアルファ化米をつくり、パッ

ク詰めを行った。ＰＴＡも作業

の手伝いに加わった。 

イーストアイとベンチャーを

それぞれ組み立てた。また、Ｄ

級ポンプによりプールから水

を汲み上げ、災害時トイレ用蛇

口につなぎ、水槽を用意した。 

   
【スタンドパイプ・消火訓練】 【動物救護訓練】 【応急救護訓練】 

消火栓にスタンドパイプを設

置し、ホースをつなぎ、消防署

の指導の下、一般参加者が初期

消火訓練を行った。また、模擬

消火栓を使用し、消火栓のフタ

を開けスタンドパイプを設置

する体験も行った。 

ペットを同行して避難してく

る人への対応手順や注意点等

を衛生課職員が説明を行った。

ペットを飼っていない人への

理解の促進やすべての人が安

心できる避難所への協力を図

った。 

日赤奉仕団による、災害時に役

立つ新聞紙でスリッパ作りや、

ジーパンでリュック作り等の

体験コーナーを設置し、一般参

加者が多く参加した。 
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協議会名 戸塚第二小学校避難所運営管理協議会 

訓 練 日 平成 2９年 １１月 １９日（日）  ８時３０分～ １２時   

運営する

町会・自治

会等 
高田馬場町会、諏訪町会、高田馬場清和会、高田馬場銀座商店街 

参加者数 

町会・自治会等 

一般参加者 
５２人 民間事業者  人 児童・生徒 人 

PTA ５人 学校教職員 ２０人 防災関係機関等 １６人 

その他 ２人 区職員 １０人 合  計 １０５人 

訓練概要 

9 時 30 分戸塚第二小学校校庭に集合。町会ごとに受付訓練を実施し 9 時 45

分から開会式。 

4 班に分かれ下記の訓練を実施（1 箇所 20 分） 

【訓練項目】①トイレ設営訓練、②消火器訓練・小型消防ポンプ、③炊き出し訓

練・備蓄倉庫物資確認、④応急訓練・女性の視点を配慮した避難所運営の説明・

暗闇体験、⑤DVD 鑑賞 

特色・良

かった点 

・成果等 

 

・トイレ設営訓練は、梱包された状態から片付けまで職員の手を借りず、班ごと

に参加者のみで実施、各班とも 15 分程度で完成することが出来た。 

・5 箇所の訓練場所を班ごとに交互に実施したが、各訓練場所への移動は円滑に

行えた。  

・教職員の方々も学校滞在中であれば、避難所開設を行うということを意識し、

率先して訓練に参加いただいた。 

・近隣の日本語学校の生徒（外国籍）の参加があった。 

・町会地域ごとに班分けをしたため、町会未加入者も地域の人との交流がはかれ

た。 

課題・改

善点等 

 

発災直後の避難所は、地域住民が中心となって運営することを理解していただ

き、町会等のより多くの人の訓練参加を促していく。 

その他 
※今後取

り組みた

いこと・意

見等 

 

近隣の日本語学校の生徒に、今後も積極的に訓練に参加してもらえるよう促し

ていく。 

≪訓練の様子≫ 

   
【受付訓練】 【トイレ設営訓練】 【消火器・小型ポンプ訓練】 

避難者受付カードを利用し

町会ごとに受付訓練を行った。 

 参加者のみでトイレの設営

訓練を行った。どの班も 15 分

程度で設営を完了した。 

消火器及び小型ポンプによ

るの操作説明を受け、初期消火

訓練を行った。 

   
【炊き出し訓練】 【応急救護訓練】 【女性の視点を配慮した避難

所運営の説明】 

発電機、炊飯用バーナーの操

作説明を受け、点火訓練を行っ

た。また実施後、備蓄倉庫の場

所及び物資の確認を行った。 

負傷者発見時から一連の流

れの説明を受け、三角巾を活用

した応急措置及びAEDの操作

を行った。 

女性スペースを確保するた

めに更衣室・授乳室等に使用す

る簡易テントの展示及び説明

を行った。 

   
【暗闇体験】 【DVD 鑑賞】  

体育館舞台上で暗闇を体験

し、懐中電灯等を備えておく

旨、説明があった。 

震災の際に発生する建物の

倒壊や火災等の被害状況につ

いて知ることができた。 
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協議会名 落合第一小学校避難所運営管理協議会 

訓 練 日 平成 29 年 8 月 27 日（日）  10 時 00 分～ 12 時 00 分 

運営する

町会・自治

会等 
 中落合一丁目みどり町会 中落合二丁目町会 中落合三丁目やよい町会 

参加者数 

町会・自治会等 

一般参加者 
66 人 民間事業者  ０人 児童・生徒 11 人 

PTA 15 人 学校教職員 17 人 防災関係機関等 22 人 

その他 6 人 区職員 12 人 合  計 149 人 

訓練概要 

９時の地震発生を想定したうえで落合第一小学校に集合、避難所立ち上げの訓練

を開始し、その後、１０時から避難者（役員・準役員以外）が参加しての訓練を

実施とした。今回は、初めての試みとして、女性対応部 PR 及び避難所開設キッ

トを使用した体験型訓練を行った。 

【訓練項目】①避難所開設キット体験＜本部の立ち上げ＞＜アルファ化米の炊出

し・配布＞＜トイレの準備＞＜施設の安全点検＞＜災害情報の収集・伝達＞ ②

備蓄倉庫見学 ③女性対応部 PR ④煙ハウス体験 ⑤応急救護訓練 ⑥電気・

ガス PR ⑦警察、消防団 DVD 視聴 ⑧動物救護訓練 ⑨スタンドパイプ展示 

⑩初期消火訓練 ⑪ミニ防災士体験 

特色・良

かった点 

・成果等 

・学校施設が工事中で、訓練に使用できるスペースが限られていたが、煙ハウス

体験など、省スペースでできる訓練メニューを盛り込むことができた。 

・今回初めての試みとして、女性対応部の PR（啓発等）を訓練メニューに加え

たことをきっかけに、女性だけではなく高齢者やＬＧＢＴへの配慮についても活

発な意見交換が行われた。 

・避難所開設キットによる訓練を導入し、一般参加者に避難所開設を体験しても

らうことで、避難所についての関心を高めることができた。また、訓練終了後の

反省会に、避難所開設キットの各メニューの体験者にも参加してもらい、避難所

開設キットの改善点など多くの意見を聞くことができた。また、訓練を見学して

いた工学院大学学生からも、違った視点からの意見を聞くことができた。 

課題・改

善点等 

・時間配分のミスや見学コースがわかりにくく、一部の訓練を体験できない見学

グループができてしまった。 

・避難所開設キット体験者から、避難所開設キットの改善点が多く指摘された。 

 

その他 
※今後取

り組みた

いこと・意

見等 

・今回の訓練で寄せられた意見を踏まえて、避難所マニュアルの見直しを行い、

避難所開設キットもより改善していく必要がある。 

・訓練終了後の反省会の席で、他の避難所（医療救護所のある避難所など）との

情報共有も大切なので、もっと広い範囲での避難所訓練が必要になるのではない

か、との意見が寄せられた。 

 

 

≪訓練の様子≫ 

   
開会式 本部の立ち上げ 災害情報の収集・伝達 

 

開会式の場を利用し、参加者へ

避難所開設キットについて説明 

 

避難所開設キット【本部の立ち

上げ】を体験 

 

避難所開設キット【災害情報の

収集・伝達】を体験 

   
アルファ化米の炊出し・配布 トイレの準備 応急救護訓練 

 

避難所開設キット【アルファ化

米の炊出し・配布】を体験 

 

避難所開設キット【トイレの準

備】を体験 

 

消防団員による救急救命・応急

救護訓練（ＡＥＤ・圧迫法など） 

   
電気・ガスＰＲ スタンドパイプ展示 初期消火訓練 

 

東京電力・東京ガスによる発災

時のライフラインに関する啓発

用展示等 

 

消防署・消防団によるスタンド

パイプの展示 

 

水消火器使用による初期消火訓

練 
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協議会名 落合第二中学校避難所運営管理協議会 

訓 練 日 平成 29 年 10 月 28 日（土） 8 時 30 分 ～ 11 時 15 分 

運営する

町会・自治

会等 
中落合三丁目辻町会、落合親和町会 

参加者数 

町会・自治会等 

一般参加者 
54 人 民間事業者 0 人 児童・生徒 93 人 

PTA 5 人 学校教職員 8 人 防災関係機関等 16 人 

その他 10 人 区職員 10 人 合  計 196 人 

訓練概要 

 
●午前 8 時 30 分受付開始。各部別の避難所開設訓練と並行して、地域住民と落

二中生徒の混成４班に分かれて防災訓練を実施、11 時 15 分に閉会した。閉会

後、協議会委員は会議室で反省会を行った。 

(1)避難所開設訓練〔避難者誘導、避難者受付、防災無線開局、炊き出し、仮設ト

イレ組立及びプールからの通水〕 

(2)防災訓練〔応急救護（三角巾・応急担架）、避難部屋体験、受水槽・災害用優

先電話・備蓄倉庫の確認、仮設トイレ組立、起震車体験、初期消火、スタンド

パイプ見学〕 

 

 

特色・良

かった点 

・成果等 

 
●落二中生徒（１年生 93 人）が訓練に参加した。生徒たちは積極的に訓練に参

加するなど、全体的に態度が良かった。 

●昨年度の反省点を生かし訓練メニューやタイムテーブルを改善したことで、レ

ベルの高い訓練となった。 

●避難所の最優先課題のひとつであるプールから仮設トイレへ通水訓練ができた

点がよかった。 

●区職員による備蓄倉庫・貯水槽・災害用電話の説明がわかりやすかった。 

 

 

 

課題・改

善点等 

 
●生徒中心の訓練になっていたので、地域の方優先で行っていただくのがよいの

ではないか（落二中意見）。 

●応急救護やスタンドパイプなど、一部の訓練で時間が不足した。 

●仮設トイレのプール通水マニュアルの保管場所を改善した方がよい。 

●輪ゴム、ガムテープ、電池など訓練用物品の更新が必要。 

 

 

 

その他 
※今後取

り組みた

いこと・意

見等 

 
●「生活用水の確保（濾水器の使用）」に関する訓練を行った方がよい。 

 

 

 

 

 

 

≪訓練の様子≫ 

   
応急救護 炊き出し 起震車体験 

   

   
仮設トイレ（組立） 仮設トイレ（プール通水） 避難部屋体験 

   

   
初期消火 受水槽の確認 スタンドパイプ見学 
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協議会名 西新宿中学校避難所運営管理協議会 

訓 練 日 平成２９年 ９月 ９日（土）   ８時４０分～ １１時１０分 

運営する

町会・自治

会等 
西新宿六丁目・七丁目・八丁目・八丁目成子・北新宿一丁目南・百人町西町会 

参加者数 

町会・自治会等 

一般参加者 
６９人 民間事業者  ０人 児童・生徒 １９３人 

PTA ３人 学校教職員 １９人 防災関係機関等 １５人 

その他 １０人 区職員 １５人 合  計 ３２４人 

訓練概要 

8 時 20 分、各町会の一時集合場所に集合し、西新宿中へ。開会式は 9 時から。 

中学１年生と町会で３グループに分かれて訓練を実施。なお、中学２～３年生は、 

１時間目のみ参加（避難所の説明、健康管理、ペット防災）。 

【訓練項目】①避難者受入訓練②初期消火訓練（スタンドパイプ、水消火器操作）

③災害時トイレ組立④間仕切り・テント等の見学⑤医療救護所説明、搬送訓練

⑥ペット防災⑦止血法等の応急救護⑧防災倉庫と受水槽の見学 

特色・良

かった点 

・成果等 

・２８年度より中学 1 年生の参加が教育課程になったため、生徒と町会関係者で 

班分けを行い、同一の訓練を行った。西新宿中学校の生徒は柏木地域と角筈地

域双方から通学しているため、当避難所は生徒の居住地では３分の１程度にな

る。昼間の発災時に何ができるのかと考える機会になったと思われる。 

・当避難所は、災害時には医療救護所も設置されるため、東新宿保健センターに

よる救護所説明を受け、マンションの住民が多いと思われるので、階段を使用

した搬送訓練を行った。 

・中学生の参加により、にぎやかな訓練になった。 

課題・改

善点等 

・若年層の参加が少ない。 

・訓練場所に椅子を配置するなど、参加者への配慮が必要である。 

・訓練日は、中学校は参観日のため、保護者が参観と訓練の両方ができる訓練内

容にする必要がある。保護者の参加から、若年層の参加を促したい。 

・中学生のアンケートでは、訓練内容は起震車体験や煙体験ハウスの希望が多い。 

 しかし、どちらも抽選等で利用できない場合があるので、体験型の訓練内容を

考える必要がある。今年度は、トイレと生活環境を考える内容で訓練を行った。 

その他 
※今後取

り組みた

いこと・意

見等 

・当避難所の訓練は、毎年日曜日の午前中に実施していたが、中学生の参加とな

ると日程が限られる。また、土曜日の午前に実施となったため、医師会との調

整ができず、２８年度、２９年度ともに医療救護所立上げ訓練は別日程（今年

度は３０年１月２１日を予定）で実施となった。 

・中学生の参加に併せて、３年サイクルでの訓練内容にする必要がある。 

 

 

≪訓練の様子≫ 

   
   

新宿消防署による止血法等の応

急救護の説明・実技を行いまし

た。 

校庭で災害用トイレの組み立て

を行いました。 

東新宿保健センターによる医療

救護所の説明・搬送訓練を行い

ました。 

   
  （写真なし） 

新宿消防署・消防団による中学校

西側にある消火栓の開け方・使用

方法、スタンドパイプ操作の説明

を受けました。 

閉会式で新宿消防署西新宿出張

所長の講評を受けました。 

新宿消防団第３分団による水消

火器の実技を行いました。 

新宿区衛生課によるペット防災

の説明、危機管理課による防災

倉庫と受水槽の説明を受けまし

た。 
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協議会名 西新宿小学校避難所運営管理協議会 

訓 練 日 平成 2９年 ９月 ２日（土）   ８時 ３０分～ １１時 ３０分 

運営する

町会・自治

会等 
西新宿角三町会、西新宿四丁目町会、淀橋町会 

参加者数 

町会・自治会等 

一般参加者 
８８人 民間事業者  ３人 

児童・生徒（保護

者含む） 
１４５人 

PTA ５人 学校教職員 ３人 防災関係機関等 ２３人 

その他 ５人 区職員 ２４人 合  計 ２９６人 

訓練概要 

■８時３０分から受付、町会員と生徒・保護者混在の計１８班を編成。 

８時５０分から開会式、９時から班ごとに展示ブースを巡回し、展示型

訓練や体験型訓練を実施した。１１時から閉会式を行い、訓練終了とした。 

詳細は別紙「西新宿小学校避難所訓練  訓練準備・進行表」のとおり。 

【訓練項目】 

①受付訓練 ②医療救護所の機能説明 ③受水槽の説明 ④災害用仮設ト

イレ展示 ⑤応急救護訓練 ⑥ガスメータ復帰訓練 ⑦耐震補強啓発展

示・説明 ⑧警察署パネル展示 ⑨給水所の説明 ⑩感震装置の説明 ⑪

動物救護訓練 ⑫初期消火訓練 ⑬防災用品展示 ⑭備蓄倉庫資機材展示

⑮灯油バーナー展示 ⑯参加記念品配布 

 

特色・良

かった点 

・成果等 

■西新宿小学校主催の防災キャンプ（児童は前日から西新宿小学校に宿泊）

と連携して実施し、児童・保護者が多数参加した訓練となった。 

また、町会関係者と西新宿小児童・保護者が同じ班で展示ブースを巡回す

ることで、町会関係者と日頃避難所防災訓練に参加する機会が少ない児

童・保護者等が互いに顔の見える関係を築くことができた。 

■展示ブースで説明を聞くとシールが貰える、スタンプラリー形式とする

ことで児童が飽きることなく、また全ての展示箇所を巡回することに繋が

った。 

課題・改

善点等 

■各班が展示ブースを巡回する際に、町会員及びＰＴＡから各班１名誘導

員を依頼したが、誘導員が巡回の順番が分からなくなる等、一部混乱が生

じたことがあった。事前説明を念入りに行う必要があった。 

■雨天のため一部展示スペースを変更した箇所があり、ブースによっては

混雑したり、逆に閑散とするブースが発生した。 

その他 
※今後取

り組みた

いこと・意

見等 

■今年度末の避難所開設キットの導入に伴い、キットを活用した立上げ訓

練の実施の必要性があると思われる。 

■西新宿小学校の児童の増加に伴う、利用教室の変更が予定されているこ

とから適時適切に学校利用計画図の見直しを含め、避難所防災訓練を実施

してゆく必要がある。 

 

 

[受付訓練及び 

避難所の機能説明] 

[災害用仮設トイレ展示] [応急救護訓練] 

 

体育館で町会区域ごとに受付

カードの記入後、避難所の機能

や避難の考え方について説明

を実施した。 

 

危機管理課による設置訓練、訓

練後使用方法の説明を実施し

た。 

 

新宿消防署西新宿出張所によ

る応急救護訓練を実施した。 

   
[ガスメータ復帰訓練] [警察署パネル展示] [給水所の説明] 

 

東京ガス（株）による地震時の

ガスメータ（マイコンメータ

ー）復帰方法説明、実演を実施

した。 

 

新宿警察署による災害パネル、

装備品の展示及び日用品を使

用した防災用品作成を実施し

た。 

 

東京都水道局新宿営業所によ

る、応急給水の展示及び説明を

実施した。 

   
[感震装置の説明] [動物救護訓練] [初期消火器訓練] 

 

東京電力パワーグリッド（株）

による感震ブレーカーの説明、

電力復旧説明パネルの展示及

び分電盤シュミレーション操

作体験を実施した。 

 

健康部衛生課職員によるケー

ジの設置及び災害時のペット

の取扱い等の説明を実施した。 

（雨天のため屋内で実施。） 

 

新宿消防団第二分団による、水

消火器を使用した、初期消火訓

練を実施した。 

 


