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協議会名 四谷第六小学校避難所運営管理協議会 

訓 練 日 平成 ３０年 ９月 ８日（土）   ８時 ３０分～ １１時 ２０分 

運営する

町会・自治

会等 
左門町町会、須賀町町会、信濃町町会、南元町町会、大京町町会、内藤町町会 

参加者数 

町会・自治会等 

一般参加者 
２０６人 民間事業者  １人 児童・生徒 ３５０人 

PTA 人 学校教職員 ３２人 防災関係機関等 ５０人 

その他 １４人 区職員 １７人 合  計 ６７０人 

訓練概要 

８：４０に各町会の一時集合場所に集合し、四谷第六小校庭に集合、９：３０か

ら開会式。１１：２０閉会式。 

児童は８：３０に学校に集合し、９：３０から開会式。１１：２０下校。 

【訓練項目】 

➀起震車訓練、②防災物資紹介、③四谷警察署ブース、④ペット防災 

⑤間仕切り体験、⑥スタンドパイプ模擬訓練、⑦消火器模擬訓練 

⑧応急救護・救助訓練、⑨仮設トイレ組立訓練、⑩耐震啓発 

⑪防災ＤＶＤ上映、⑫Ｄ級ポンプ訓練、⑬煙体験、⑭炊き出し訓練 

⑮街かど消火ハリアー操作訓練 

特色・良

かった点 

・成果等 

 

・学校の避難訓練と合わせて訓練を実施し、全校児童が参加した。それに伴って

保護者層である若い方の参加も多く見受けられ、また、今回初めて避難所訓練に

参加したという方も多かった。 

・小学６年生の児童が自分の住む町会に混じって一緒に体験訓練を行うことで、

お互いに災害に対する意識を共有することができた。 

・民間事業者を誘致し、簡易水道消火器具である「街かど消火ハリアー」の紹介・

実演を行うことで、参加者の防災意識向上に役立った。 

課題・改

善点等 

 

・参加者が大人数の際にも効率的に訓練体験できるよう、時間管理を考える必要

がある。 

・各体験訓練を行う場所やその内容について、当日のアナウンスが徹底されてい

なかった。 

・避難所開設キットを用いた開設訓練について、より実用性の高いものにしてい

く必要がある。 

その他 
※今後取

り組みた

いこと・意

見等 

 

・今後も地域の方や児童及び保護者が積極的に参加するような訓練内容を検討し、

実践していきたい。 

・実際に災害が起こった際の避難所開設や情報収集など、より実用的な訓練内容

を検討していきたい。 

・避難所訓練への参加を促すため、地域の回覧・掲示板・学校からの案内等を活

用して周知徹底していきたい。 

≪訓練の様子≫ 画像を右クリックして、「図の変更…」から写真を挿入してください。 

   
煙体験 起震車訓練 Ｄ級ポンプ訓練 

 火災発生時の煙の脅威を体

験すると同時に、煙から身を守

るための訓練を実施した。 

 大きな揺れを実際に体感す

ることで、地震の脅威を知るこ

とのできる訓練を実施した。 

 小型消防ポンプであるＤ級

ポンプの扱い方について説明

を行った。 

   
応急救護・救助訓練 街かど消火ハリアー操作訓練 防災啓発（四谷警察署） 

 怪我人が出た際の応急手当

及び、人命救助の訓練を実施し

た。 

 中央理化工業（株）より、簡

易水道消火器具である「街かど

消火ハリアー」の説明・実演が

あった。 

 四谷警察署より、災害時の注

意点や持ち出し物品、警察署の

活動内容等についての説明が

あった。 

   
ペット防災（衛生課） 炊き出し訓練 仮設トイレ組立訓練 

 ペットを飼っている方向け

に、避難所での注意事項や日常

生活での備えについての説明

を行った。 

 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、訓練参加者へアルファ

化米を配布した。 

 災害用トイレの組み立てを

行い、設置場所や使用方法等に

ついての説明を実施した。 
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 訓 練 進 行 表 (町会別）                                

各町会一時集合場所に集合し、消防署及び警察署指導の下、発災対応訓練等を行う

避難所へ移動

閉会式（体育館）
講評：四谷消防署長　　　挨拶：四谷特別出張所長
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教室に戻り、訓練の振り返り

四谷警察署警備課長より講話 体育館から移動
し、児童専用ブー
スの体験、教室で
防災DVDの鑑賞

【大地震発生】　※重要　各自自宅で避難行動　非常持ち出し袋、ヘルメット着用、電気ブレーカー切る、ガスの元栓を締
めるなど、必ず避難行動をとってから訓練参加してください。（訓練ですので電気ブレーカーは確認のみで実際に切らなく
て結構です）
避難行動をとったら、安全のため各町会指定の一時集合場所に移動

開会式（体育館）
挨拶：代表世話人、校長　　　関係者の紹介
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体験型訓練に各自参加（回る順番等の指定なし。空いているところから順次回って訓練体験する）

大京町町会 内藤町町会 時間
（保護者は原則町会と一緒に行動）

全児童登校完了　朝の会（事前説明等）

体育館に移動し、開会式

地区班に分かれて授業

8:45
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協議会名 牛込第三中学校避難所運営管理協議会 

訓 練 日 平成３０年１１月１０日（土）  ９時００分～１２時００分 

運営する

町会・自治

会等 

市谷八幡・田町一丁目町会、長延団地自治会、大日本印刷通町会、市谷左内町町

会、納戸町町会、加賀町親和会、二十騎町町会、南山伏町町会、 

参加者数 

町会・自治会等 

一般参加者 
５３人 民間事業者  １人 児童・生徒 １０１人 

PTA １６人 学校教職員 １５人 防災関係機関等 ２１人 

その他 ５人 区職員 １７人 合  計 ２２９人 

訓練概要 

町会・自治会等の参加者は、それぞれの一時集合場所に集合し、避難所まで移動。 

9時に体育館で開会式を行う。その後、町会・自治会等の参加者と、中学 1年生

生徒・学校関係者に分かれて訓練を実施。 

【町会・自治会等】 

避難所開設キットを使用した訓練（本部の立上げ、避難者の受付、災害情報の

収集伝達）。仮設トイレの運搬・組立。中学生の訓練ブース・避難所開設キット

見学。防災関係資料配布・説明。 

【中学生・学校関係者】 

AED訓練、消火訓練・煙ハウス体験、通報訓練・防災講話、炊出し訓練、身近

な物を使った防災。 

11時 15分 閉会式。 

訓練終了後に、体育館でアルファ化米・トン汁の試食会を実施。 

特色・良

かった点 

・成果等 

●前年の反省を生かし、町会参加者と中学生の訓練を分けることにより、町会の

方の積極的な訓練への参加が見られた。特に、仮設トイレの組立は、多くの町会

の方が体験することができた。 

●消防やＰＴＡ、日赤等の多くの関係団体が参加することで、訓練の内容が幅広

いものとなり、一度の訓練で多くのプログラムを実施することが出来た。 

●初めて避難所開設キットを使用した訓練を行ったが、訓練参加者が初見でマニ

ュアルに従い、どの程度、避難所開設を実施できるかを確認することができた。 

 

課題・改

善点等 

●訓練の参加者総数は増えているが、昨年より参加人数が減ってしまった町会や、

毎年参加者数が０の町会が複数ある。そういった町会にどのように呼びかけて、

参加してもらうかが課題である。 

●訓練をマンネリ化させないよう、毎年内容を見直し、より実態に則した訓練と

なるよう工夫する必要がある。 

その他 
※今後取

り組みた

いこと・意

見等 

●実際に災害が起きた時に、区の職員や関係者がすぐに駆け付けられない状況で

あっても、地域の人々の力により、避難所を開設・運営できるような訓練内容に

なるよう、今後取り組みたい。 

 

≪訓練の様子≫ 画像を右クリックして、「図の変更…」から写真を挿入してください。 

   
【本部の立上げ訓練】 【避難所の受付訓練】 【仮設トイレの運搬・組立】 

避難所開設キットのマニュア

ルに従い、町会の参加者により

本部の立上げを行った。 

町会長が中心となり、避難者の

受付カード記入等、避難所開設

キットの使い方について説明

した。 

備蓄倉庫から、仮設トイレを運

搬し、設置するまでの過程を、

町会の参加者が行った。全体的

にスムーズに実施できた。 

   
【AED訓練】 【消火訓練・煙ハウス】 【通報訓練・防災講話】 

消防署の指導の下、中学生生徒

がＡＥＤの操作訓練を実施し

た。生徒たちは皆、真剣に取り

組んでいた。 

水消火器と火を使用した初期

消火訓練を行った。また、煙ハ

ウス体験も実施した。 

人が倒れているなどの緊急事

態を想定した通報訓練を行っ

た。消防署の方から、防災に関

する話を伺った。 

   
【炊出し訓練】 【身近な物を使った防災】 【トン汁の炊出し】 

ガスバーナーで、お湯を沸か

し、アルファ化米の炊出しを行

った。自家発電機の操作訓練も

行った。 

赤十字奉仕団の指導により、新

聞紙を使用した、使い捨てスリ

ッパやコップ作りを体験した。 

ＰＴＡと中学校２年生の生徒

によるボランティアで、トン汁

の炊出しを行った。訓練後、ア

ルファ化米と合わせて、訓練参

加者にふるまわれた。 
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協議会名 都立新宿山吹高等学校 避難所運営管理協議会 

訓 練 日 平成 30年 11月 18日（日）   8時 00分～ 12時 20分 

運営する

町会・自治

会等 

榎町町会、東榎町町会、中里町町会 

天神町町会、天神東町会、山吹町会、東山吹町会 

参加者数 

町会・自治会等 

一般参加者 
135 人 民間事業者     人 

新宿山吹 

高等学校生徒 
   13 人 

PTA  人 学校教職員 7 人 防災関係機関等 11 人 

その他 人 区職員 8 人 合  計 174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 (防災役員等 78名が参加) 

 8時～8時 30分、防災役員(78名)と高校生ボランティア(13名)が１階エン

トランスホールに参集した。防災役員は参加者の確認をとった後、各部ごとに

整列した。 

8時 30分から、避難所本部の指揮のもと、下記の訓練内容について役割分担

した後、防災役員と高校生が一体となって訓練に取り組んだ。 

【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 

  9 時 30 分、地下体育館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】 ①ＡＥＤ操作訓練・応急救護訓練 ②ＤＶＤ講話  

③災害用トイレ組立て訓練 

特色・良

かった点 

・成果等 

・訓練事前説明会(10月 31日)開催後、3回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回答結果(回収数

39件)では、避難所開設作業手順についての理解度は高かった(５段階評価のう

ち上位２つ「理解できた」「どちらかというと理解できた」の合計回答率が

82％)。 

また、アンケートの意見欄についても、「キットの内容を理解できた。」「今まで

わかっていたつもりのことも再認識できた。」といった好評な意見が多かった。 

・地域防災訓練においては、【災害用トイレ組立て訓練】及び【DVD講話】が好

評だった。。 

課題・改

善点等 

・地域防災訓練の DVD講話の際に、DVDをプレーヤーに入れて再生しようとし

たところ、データDVDだったため、再生できず混乱した。来年度、DVD講話

を行う場合は、事前に再生し確認を行う必要がある。 

今 後 取 り

組 み た い

こと 

・災害時には、自助・共助・公助の三助が必要であるため、地域防災訓練にて自

助の大切さを PRするような訓練を行いたい。 

 

≪訓練の様子≫ 画像を右クリックして、「図の変更…」から写真を挿入してください。 

   
【避難所開設訓練の役割分担】 【1-⑤ 女性相談窓口の設置】 【1-⑦ 避難者の受付】 

防災役員 78 名及び高校生 13

名が１階エントランスホール

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(女性子ども部)が、１

階多目的室に女性相談窓口を

開設した。パンフレット『女性

の視点から避難所を考える(平

成 27年6月、危機管理課発行)』

を参考に意見交換を行った。 

防災役員(避難誘導部)が、ちょ

う１階エントランスホールに

受付を設置し、訓練一般参加者

の受付を行った。 

   
【1-⑨ アルファ化米の炊出し】 【高校生ボランティアの紹介】 【2-① ＡＥＤ操作訓練】 

防災役員(物資供給部)が、校外

駐輪場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。 

９時３０分、開会式にて、高校

生訓練参加者の紹介が行われ

た。この後、高校生は、一般参

加者と一緒に、３班に分かれて

地域防災訓練を行った。 

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。 

   
【2-① 応急救護訓練】 【2-② ＤＶＤ講話】 【2-③ 災害用トイレ組立て訓練】 

牛込消防署・消防団により、応

急手当の方法を参加者全員で

学んだ。 

危機管理課によるＤＶＤ(首都

直下地震編)を活用した講話を

受講した。 

危機管理課の指導により、校外

駐輪場にて、災害用トイレの組

立てを参加者全員で行った。 
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協議会名 早稲田大学戸山キャンパス避難所運営管理協議会 

訓 練 日 平成３０年１１月１８日（日）    ８時３０分～１１時３０分 

運営する

町会・自治

会等 
戸山一丁目町会 

参加者数 

町会・自治会等 

一般参加者 
59 人 民間事業者  人 児童・生徒 人 

PTA 人 学校教職員 1 人 防災関係機関等 15 人 

その他 1 人 区職員 8 人 合  計 84 人 

訓練概要 

○協議会役員→8：30～9:00 頃 訓練会場（早大戸山キャンパス）に集合。 

本部開設・訓練準備。 

○訓練参加者→9:00～9:10  各地区で安否確認後、一時集合場所（訓練時は「戸山サンライズ」）

に集合。 

9:30 頃   訓練会場に到着。本部で受付。 

○全体   →9:45～10:00 開会式／ 10:00～10:30 に各訓練参加・見学。 

10:30～11:30 閉会式及び後片付け 

【訓練内容】 ①仮設トイレ設置  ②炊き出し(バーナー操作) 

③初期消火訓練   ④AED 操作(2 台) 

⑤スタンドパイプ・プライベートルーム（女性等への配慮）・震災時パネル 

・震災時備蓄品の展示 

⑥煙ハウス体験    ⑦防災無線通信訓練 

●当日訓練参加者への支給品（※戸山一丁目町会による） 

非常用食料（レトルト食品） 

特色・良

かった点 

・成果等 

<目的>  

避難所運営管理協議会の役員及び部員と地域住民が協力しながら、防災倉庫の確認、 

仮設トイレ設置、炊き出し用バーナー操作などを行い、避難所機能を確認するとともに、緊急時に

初期消火やＡＥＤ操作を行うことができるようにする。さらに、プライベートルーム（女性等への

配慮）、震災時パネル、家庭用備蓄品の展示をすることや、煙ハウスを体験することにより「災害

時では住民の自助共助が大切である」ことを理解してもらう。 

<良かった点・成果> 

当該避難所は、今年度から防災無線のある守衛室の場所が変わった。守衛室と避難所本部との距

離があるものの、スムーズに訓練を進めることができた。参加者も各訓練に積極的に参加すること

ができ、災害時における住民の自助共助の大切さを共有することができた。 

また、今回の訓練では、新聞紙を活用した震災時グッズを紹介し、訓練参加者から好評を得た。 

課題・改

善点等 

各部員が災害時により円滑に作業に当たれるよう、各自の役割をしっかり把握する必要がある。そ 

のためにも毎回同じ訓練となっても、定期的に防災倉庫の確認や、仮設トイレの組み立て・バーナ 

ーの点火などを実際に行うことが大切である。 

その他 
※今後取

り組みた

いこと・意

見等 

・避難所マニュアルの見直し 

・避難所キットの導入 

 

 

 

≪訓練の様子≫ 画像を右クリックして、「図の変更…」から写真を挿入してください。 

   
「開会式」 「ＡＥＤ操作訓練」 「スタンドパイプの展示」 

午前 9 時 30 分頃、避難誘導部

の引率により参加者が一時集

合場所から避難所に集合しま

した。 

協議会役員・部員以外の方も

積極的に参加され、牛込消防署

職員による説明後、真剣に訓練

に取組んでいました。 

放水はせず、スタンドパイ

プに模擬消火栓を取り付け

て展示しました。牛込消防署

職員による説明にみな熱心

に耳を傾けていました 

   
「展示コーナー」 「震災時グッズ（新聞紙活用）」 「初期消火訓練」 

震災時のパネル、震災に備え

た３日間分の家庭用備蓄品を

展示しました。 

 新聞紙を活用して震災時に

使用できるスリッパなどの作

成方法を紹介しました。 

牛込消防署の協力により、

水消火器を使った消火訓練を

実施しました。子どもから大

人まで多くの方が参加しまし

た。 

   
「炊き出し訓練・バーナー点火」 「煙ハウス体験」 「プライベートルームの展示」 

職員によるバーナーの取扱説

明の様子。この後、実際に点火

し、アルファ化米の炊き出し訓

練用の湯を沸かしました。 

煙ハウスを体験することに

より、火災発生時の視界の悪さ

を確認しました。 

 避難所生活において、女性等

に配慮するためのプライベー

トルームを展示しました。 
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協議会名 大久保小学校避難所運営管理協議会 

訓 練 日 平成３０年１２月１６日（日）  ９時３０分～ １２時００分 

運営する

町会・自治

会等 
いぶき町会、歌舞伎町二丁目町会 

参加者数 

町会・自治会等 

一般参加者 
２７人 民間事業者  ０人 児童・生徒 ０人 

PTA １人 学校教職員 ２１人 防災関係機関等 １０人 

その他 ２人 区職員 ２３人 合  計 ８３人 

訓練概要 

・9 時 30 分いぶき町会、歌舞伎町二丁目町会による無線通信を行い、一時集合場所

（区立小泉八雲記念公園）に参集。大久保小の安全確認を行い、大久保小に移動。 

・9時 50分より訓練開始。 

【訓練項目】①避難所受付訓練 ②無線通信訓練 ③受水槽給水訓練 ④バーナー操

作訓練 ⑤炊出し訓練 ⑥Ｄ級ポンプ操作訓練 ⑦仮設トイレ設置訓練 ⑧医療救護

所訓練（健康部） 

・11時 30分より反省会実施 12時終了。 

特色・良

かった点 

・成果等 

■一時集合場所参集時、校内安全点検時、地域本部との通信、訓練中における情報

伝達時など、無線機を使った様々な情報伝達の訓練ができた。 

■今回は、小学校プール工事に伴い、Ｄ級ポンプを使った送水ができなかったが、その

分、仮設トイレの増設やバーナー操作訓練、Ｄ級ポンプの操作訓練に時間を多く充てる

など、委員による工夫された訓練を実施することができた。 

■コミュニケーション部の訓練では、、外国人避難者にも理解できるような絵を使った表

示物の作成等教職員を交えた実践的なワークショップを行った。 

■委員が医療救護所開設訓練の傷病者役として参加し、トリアージから応急処置等の

流れを体験することができた。 

■反省会を実施し、訓練の振り返りをしたことで、それぞれの部における課題の明確化

や共有することができた。 

課題・改

善点等 

■訓練の開催についてホームページ等による周知を行ったが、一般参加者が少なかっ

た。次年度は、周知期間を長くする他、繰り返し周知していくなど、さらなる周知方法を

考える必要がある。また、実際の開設時には避難者にも避難所運営に協力してもらうこ

とが想定されるため、今後、見学だけでなく、一般参加者も一緒に訓練に参加するよう

検討する。 

■反省会では、全体の流れや位置づけが解らないといった意見があった。避難所運営

管理マニュアルや避難所開設キットを確認する時間が十分に確保できていないためと

思われる。マニュアルに記載されている作業項目に沿った訓練を実施するなどの工夫

が必要である。 

その他 
※今後取

り組みた

いこと・意

見等 

■仮設トイレの組立や、アルファ化米の炊出しといった基本的な訓練項目は、毎年実施

することで身に付き、繰り返し行うことが大切である。 

■避難所運営管理マニュアルや避難所開設キットを活用した訓練が十分にできていな

いので今後検討する。 

■今後も住民が主体的に避難所を運営し、訓練参加者が増えるような取り組みを考え

たい。 

 

≪訓練の様子≫ 画像を右クリックして、「図の変更…」から写真を挿入してください。 

   
【無線通信訓練】 【一時集合場所参集】 【受付訓練】 

一時集合場所参集前の安全確

認のための無線通信訓練を実

施した。また、避難所本部から

大久保地域本部との通信を想

定した無線通信及びシステム

操作訓練を実施した。 

区立小泉八雲記念公園に集合

し、一時集合場所を確認した。

庶務・情報連絡部による大久保

小学校の安全点検の確認後、小

学校まで列を組んで移動した。 

参加者に訓練用の受付カード

を記入してもらい、名札等を配

布した。また、運営委員は拡大

コピーした組織図に自身の名

前シールを貼ることで、参集状

況を確認した。 

   
【受水槽給水訓練】 【バーナー操作訓練】 【炊出し訓練】 

受水槽にホースを連結させ、ホ

ースにつないだ蛇口からやか

んで採水する訓練を行った。採

水した水を使って炊出し訓練

を行った。 

防火部が中心となり、バーナー

の使い方を確認し、操作した。

また、電源は発電機から確保

し、バーナーを使って窯に受水

槽から採取した水入れて沸か

した。 

物資供給部によるアルファ化

米の炊出し訓練を行った。今回

の訓練では約１００人分を用

意した。 

   
【D級ポンプ操作訓練】 【仮設トイレ組立訓練】 【医療救護所訓練（健康部）】 

Ｄ級ポンプの操作訓練を実施

した。予定していた仮設トイレ

設置場所までの送水は、プール

工事に伴い、使用できなかった

ため、器具の操作確認のみの訓

練とした。 

仮設トイレを組み立てること

で、組み立てに要する作業時

間、順序など、各々が体験し、

確認することができた。 

模擬患者の受付から、トリアー

ジ患者の応急処置、情報伝達、

搬送調整、搬送まで一連の流れ

を訓練した。訓練参加者は、け

が人等の役で参加した。訓練参

加を通じて医療救護所につい

て理解を深めた。 
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資料２ 

  

協議会名 早稲田大学早稲田キャンパス避難所運営管理協議会 

訓 練 日 平成３０年１１月２５日（日）   ８時４５分～１１時００分 

運営する

町会・自治

会等 
和敬会・町友会・稲穂会・早稲田早栄会・早稲田親和会 

参加者数 

町会・自治会等 

一般参加者 
９３人 民間事業者  ０人 児童・生徒 ０人 

PTA ０人 学校教職員 ２人 防災関係機関等 １３人 

その他 ０人 区職員 ８人 合  計 １１６人 

訓練概要 

 

８時４５分集合、９時開会式、９時１０分首都大地震シミュレーション上映・警

察講話、９時半より３班に分かれて訓練、１１時閉会式・消防講評 

【訓練内容】 

・発電機操作・バーナー操作・アルファ化米炊出し訓練 

・簡易トイレ（ベンチャー）組立訓練 

・応急手当訓練（三角巾使用） 

・その他（８時半より役員のみ間仕切り組立訓練） 

特色・良

かった点 

・成果等 

 

私立大学のメインキャンパスを使用しての訓練。大学側の協力により避難所と

して想定している１０号館を使用して初の訓練ができた。 

初期消火や救急救命と同様に重要なスキルである三角巾を使用した怪我の対応

訓練を消防・消防団の指導によりできた。 

閉会式後、２６号館地下２階の備蓄倉庫の見学を行えた。 

戸塚地域本部地域活動班員も参加し、避難所運営の一端を確認してもらえた。 

課題・改

善点等 

 

当初予定していた役員のトイレ組立訓練と炊き出し訓練は、現場の状態を見て

本体の訓練の中で実施に変更、間仕切り組立訓練のみ役員で実施。 

炊き出し訓練の際に一部資器材が不足していたが、町会役員の方の協力により

代替品を活用することで訓練を行うことが出来た。事前に資器材の確認が必要。 

 閉会式の場所を予定の教室内ではなく、訓練会場に変更。 

予定の変更を現場の判断で臨機応変に対応し、それに伴う混乱がなかったこと

はよかったが、混乱を招きかねないので、予定変更がないよう事前に内容を精査

する必要がある。 

その他 
※今後取

り組みた

いこと・意

見等 

 

訓練は早稲田キャンパスが使用できず、戸山キャンパスで行うことが多いが、

次年度以降も１０号館で開催できるよう大学側と早めに調整する必要がある。 

避難所の運営訓練として、炊き出しとトイレ組立を行ったが、年度内に配備さ

れる避難所開設キットを使用した訓練を次年度以降は実施する必要がある。 

 

≪訓練の様子≫  

   
開会式会場 開会式 DVD上映・講話 

早稲田大学早稲田キャンパス

１０号館１０７教室（階段教

室） 

代表世話人挨拶（１０７教室） 開会式後、戸塚警察署による首

都大地震シミュレーション上

映、署員による講話（１０７教

室） 

   
三角巾法 炊き出し訓練１ 炊き出し訓練２ 

新宿消防署戸塚出張所署員・消

防団員の指導による三角巾法

（１０号館前） 

危機管理課職員の指導による

発電機取り扱い訓練（１０号館

前） 

危機管理課職員の指導による

バーナー取り扱い訓練（１０号

館前） 

   
炊き出し訓練３ トイレ組立訓練 閉会式 

町会役員による盛り付け（１０

号館前） 

危機管理課職員の指導による

トイレ組立訓練（１０号館前） 

閉会式終了後、アルファ化米を

配布、解散（１０号館前）。希

望者は備蓄倉庫（２６号館地下

２階）見学へ。 
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協議会名 落合中学校・落合第四小学校・東京富士大学避難所運営管理協議会 

訓 練 日 平成 ３０年 ９月 ２日（日）   ９時 ００分～ １１時 ３０分 

運営する

町会・自治

会等 
下落合四丁目町会、下落合町会知久会、下落合東町会、高田馬場住宅コム 

参加者数 

町会・自治会等 

一般参加者 
１１３人 民間事業者  ０人 児童・生徒 ７０人 

PTA ５人 学校教職員 ２２人 防災関係機関等 １９人 

その他 ４人 区職員 １０人 合  計 ２４３人 

訓練概要 

午前８時５０分の地震発災を想定し、９時に集合して訓練開始。町会ごとにそ

れぞれの部に分かれ、避難所立ち上げ訓練を実施。１０時以降は、町会ごとに訓

練の体験や見学をした。雨天のため、落中校庭でのトイレ用マンホールの掘り起

し、おとめ山公園での簡易トイレ設置・アルファ化米の炊き出しは中止。 

【訓練項目】 

避難者の受付、水消火器の使用、仮設トイレの設置（組み立てのみ）、煙体験、

アルファ化米の炊き出し、応急訓練（心肺蘇生、ＡＥＤの使用、三角巾を用いた

固定、傷病者の搬送）、パーティションの組立、災害時システム・防災無線訓練、

スタンドパイプの設置・放水、防災映像の上映、防災倉庫の見学 

特色・良

かった点 

・成果等 

１ 中学生が避難所立ち上げ訓練から参加することで、罹災時に地域の方々と連

携して避難所の組み立てを行えるとともに、中学生に対する防災意識を高める

ことができた。 

２ 中学生に対して、毎日登校している学校が、災害時にどのように避難所とし

て機能するのか、どこに何が設置され、備蓄されているのかを知らせるいい機

会となった。 

３ 備蓄倉庫の確認や防災システムの入力など、災害時に必要な物品や手段を確

認することができた。 

課題・改

善点等 

１ 本部の設置を行わなかったため、指示系統が明確でなかった。本避難所訓練

は、あらかじめ役割分担を決めたうえで立ち上げ訓練を行うため、本部の機能

が無くても訓練自体は進められてしまうが、実際に避難所になる際は本部は必

要なので、訓練時においても本部は設置すべき。 

２ 学校の中の設備で場所を改めて確認したもの、場所の表示がわかりにくいも

のがある。 

３ 防災システム訓練は、入力や操作が複雑な部分があるので、40～50代の若

い人が各町会 2名程度参加できるとよい。 

その他 
※今後取

り組みた

いこと・意

見等 

１ 落合第四小学校では事前に児童にチラシを配っていたが、雨天ということも

あり、児童・保護者の参加が少なかった。罹災時は小学生の受け入れも多いと

思われるので、来年度は周知に力を入れたい。 

２ 今年度は雨により見学場所が減ったこともあり、概ねスケジュールどおりに

町会グループが回ることができたが、雨が強かったこともあり、落四小の備蓄

倉庫の見学は訓練中に中止が決まった。落四小の備蓄倉庫の見学は、来年度か

らスケジュールに組み込むことを検討する。 

 

≪訓練の様子≫  

   
【開会式】 【スタンドパイプ設置】 【放水訓練】 

 

午前 9時 10分～町会参加者、

学校関係者及び生徒、消防・警

察・区関係者で開会式。 

 

おとめ山公園北側道路のマン

ホールを開け、消火栓にスタン

ドパイプを設置。 

 

おとめ山公園に向け、放水訓練

を実施。 

   
【アルファ化米の炊き出し】 【胸骨圧迫訓練とＡＥＤ】 【担架による搬送】 

 

中学校中庭ではバーナーを用

いてアルファ化米の炊き出し

を行った。 

 

消防団の講義による、胸骨圧迫

訓練及び心肺蘇生法訓練・

AED操作説明。 

 

担架を使用し、ケガ人を安全に

搬送する訓練を行った。 

   
【パーティションの組立】 【煙体験】 【防災システム訓練】 

 

避難所生活において、プライバ

シーを確保するためのパーテ

ィション組立を行った。 

 

震災時の火災を想定し、身を低

くし、手探りで避難する訓練を

行った。 

 

地域本部との情報交換をスム

ーズに行えるよう、ケガ人や必

要物資について入力訓練を行

った。 
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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 30年 10月 27日（土）  9時 00分～ 12時 00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 
４８人 民間事業者 １人 児童・生徒 71 人 

PTA ５人 学校教職員 5 人 防災関係機関等 13 人 

その他 ５人 区職員 1７人 合  計 165人 

訓練概要 

・炊き出し訓練、仮設トイレ組み立て、AED取り扱い、避難部屋体験、受水槽、

災害用有線電話確認、ろ水器展示、初期消火訓練、備蓄倉庫確認 

特色・良

かった点 

・成果等 

中学 1年生と合同訓練を行うことで、中学生にとって災害時の行動を考える良

い機会となっている。顔の見える地域コミュニティに繋がり、共助意識が醸成さ

れる。 

 中学生のアンケートでは、AEDの使い方がわかって良かった、災害時について

訓練をきっかけに家族で話し合った、指示待ちではなく、自分から動きたいとい

った感想があった。 

  

 

課題・改

善点等 

実際の避難所開設時は、トイレが不衛生になると想定されるため、衛生的に使

えるように、汚物処理用のビニール等を準備するべき。 

 事務用品の不足があった。 

 避難者登録カードと受付カードについて、混乱がないように運用方法を定める

必要がある。 

 

その他 
※今後取

り組みた

いこと・意

見等 

 雨天時の訓練メニューであったため、トイレの水を実際に流す訓練ができなか

った。来年度は訓練をしたい。 

 アルファ化米の炊き出しをバーナーに火をつけるところから行いたい。 

 

 

 

≪訓練の様子≫  

  

 

 
アルファ米炊き出し 仮設トイレ組み立て バーナー点火 

   

   
AED   

   

   
   

   

 



庶務部 情報連絡部 物資供給部 救護衛生部 避難誘導部 学校・ＰＴＡ 消防署・消防団 新宿区
参加者

（避難者）

7：45

8：00

8：30

避難者受付
※来た順に１・
２・３班に分け

る。

受付（班分
け）

8：45
班ごとに並
ぶ

8：50 見学

避難者受付・
参加者数まとめ

10：00～
防災無線

9：00～
炊き出し
試食準備

仮設トイレ組立
9：00～

班別巡回訓練
の誘導

9：00～
炊き出し

11：00
閉会後、参
加賞を受け
取って解散

11：15

会長・副会長・落二中・消防署・危機管理課・特別出張所の協議により、晴天／雨天メニューを選択

班別巡回
訓練に参
加

平成30年度 落合第二中学校避難所開設訓練進行表（案）

閉会　　司会：大野副会長　　　　場所：校庭（雨天時は体育館）
　感想：生徒代表（1名）
　講評：新宿消防団第十二分団　小林分団長
　校長先生の話：落合第二中学校長
　あいさつ：坂田会長　　　　　　　　　　　　　　※生徒参加は11時15分まで（生徒も参加賞あり）

※ 雨天時は備蓄倉庫（校庭）確認は中止する。
※9時45分から生徒各班3名　計9人が炊き出し手伝
い。

※班別巡回防災訓練の生徒参加は
②～⑦まで。

片付け　　　反省会（会議室）　※12時までに撤収

開会　司会：石津副会長　　　場所：校庭（雨天時は武道場）
　あいさつ：坂田会長

 
   　 委員集合（本部周辺）・会場設営

　
　　　　委員集合（本部周辺）・会場設営

9：00

避難者誘導
（一時集合場所
→落二中受付）

※辻町会会場設営

①仮設トイレ組立
（プール通水実演）
（危）
③避難部屋体験（危）
④受水槽・災害用優先
電話確認、ろ水器展示
（危）
⑤備蓄倉庫確認（屋
内・校庭）（危）

○晴天時：炊き出し
（バーナー・発電機実
演）（危）
○防災無線（特出）

②AED訓練
⑦初期消火訓
練・スタンドパ
イプ操作
○雨天時：渡り
廊下にて実施

　　　班別巡回防災訓練　9：00～
　　　　①仮設トイレ組立※プール通水実演
　　　　②AED訓練
　　　　③避難部屋体験
　　　　④受水槽・災害用優先電話・ろ水器確認
　　　　⑤備蓄倉庫確認（校舎内）
　　　　⑥備蓄倉庫確認（校庭）
　　　　⑦初期消火訓練、炊出し（バーナー・発電
　　　　　　機）体験、スタンドパイプ操作
　

炊き出し実演：物資供給部・PTA　※熱湯を使用してアルファ化米の炊き出しを実演・説明する。場所は開会式に同じ。※雨天時は、実演はお湯無
しで、形だけ行う。実際の調理は、調理室で行う。

参加者案内
（正門１名）

仮設トイレ組

立準備炊き出し

実演準備
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協議会名 柏木小学校避難所運営管理協議会 

訓 練 日 平成 ３０年 １０月１３日（土）  １０時００分～ １２時００分 

運営する

町会・自

治会等 
北新宿一丁目仲町会、北新宿蜀山町会、北新宿二丁目町会、北新宿二丁目新和会 

参加者数 

町会・自治会等 

一般参加者 
111 人 民間事業者  0 人 児童・生徒 323 人 

PTA 3 人 学校教職員 20 人 防災関係機関等 25 人 

その他 3 人 区職員 13 人 合  計 498人 

訓練概要 

参集訓練：７:30 地震発生と想定し、一時避難場所に集合した避難者を、避難所

を柏木小学校まで避難誘導。（町会によっては直接参集） 

受入訓練：避難者カードの配付・記入・回収、避難者数の集計を行う。 

① 救急救護訓練：消防署指導によるＡＥＤ操作訓練、日赤による応急救護訓練 

② 避難所居住訓練：危機管理課指導による間仕切りづくり 

③ 機器操作訓練：消防団、危機管理課指導による発電機・バーナーの操作、仮設

トイレの設置 

④ 放水訓練：消防署と消防団による水消火器を使った放水訓練を実施 

⑤ 起震車体験 

特色・良

かった点 

・成果等 

 

今年度も、学校登校日を想定し近隣住民と学校の児童と合同の訓練を実施した。

近隣住民と学年毎に分かれた児童達と沢山の人が体験できたことは良かった。 

また、初めて日赤柏木分団による応急救護訓練（バンダナなど身近なものを使用

した止血法）を実施できた。 

児童達は、今年は起震車の体験や止血法の体験ができて大喜びだった。 

 

課題・改

善点等 

 

児童全員が、起震車や止血法の体験をしたため、町会等の参加者の一部が体験で

きなかった。 

その後、世話人と学校で打合せをし、来年度は一緒に訓練を実施するという基本

路線は守りつつ、動線を工夫する（起震車の体験では、子どもたちを開会式前に

体験させるなど）こととした。 

その他 
※今後取

り組みた

いこと・

意見等 

 

今年は、日赤柏木分団が初めて地域の防災訓練に参加した。 

柏木小をはじめ他の２か所の避難所（淀四小・西新宿中）の参加者（大人・児童）

からの評判も高く、何よりも実施した分団員自身が生き生きと活動に参加し、充

実感を味わっている様子を見れたことが良かった。 

今後とも継続して取り組んでいきたいと考える。 

 

 

≪訓練の様子≫  

   

受入訓練 開会式 ＡＥＤ操作訓練 

一時避難所から町会別に参集

しました。 

町会別に整列しました。 消防署の指導に基づき行いま

した。 

   

居住訓練 放水訓練 日赤応急救護訓練 

危機管理課の職員の説明によ

り実施しました。 

水消火器を使った放水訓練、ま

ず大きな声で「火事だ~」と周

囲に知らせる。そして消火。 

身近なバンダナ等を利用した

止血法を、小学生も喜んで体験

できました。 

   
起震車体験① 起震車体験② 訓練後に 

起震車体験をしました。 昨年は雨で体験できなかった

ので児童は大興奮でした。 

消防署からもほめられて、大喜

びの日赤柏木分団でした。 

これまでの地道な地域活動が、

花開きました。 
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協議会名 避難所運営管理協議会 

訓 練 日 平成３０年 ９月 ２日（日） ９時００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 
６８人 民間事業者  ０人 児童・生徒 ０人 

PTA １４人 学校教職員 ３人 防災関係機関等 ９人 

その他 ３人 区職員 １８人 合  計 １１５人 

訓練概要 

■９時から開会式、９時２０分から避難所開設キットを使用し、参加者主

体とした開設型訓練を実施した。また、一部、地震体験や防災啓発ブース

等の展示型訓練を実施した。 

１１時１０分から閉会式を行い、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・展示項目」のとおり。 

【訓練項目】①本部の立ち上げ ②受付訓練 ③施設の安全点検 ④災害

情報の収集・伝達 ⑤トイレの準備 ⑥飲料水の確保 ⑦炊き出し・照明

の確保 ⑧女性相談窓口の設置 ⑨長周期地震動シミュレーター体験 ⑩

防災啓発（耐震補強事業・新宿警察署） ⑪淀橋給水所見学  

特色・良

かった点 

・成果等 

■避難所開設キットを使用した初めての避難所の開設・立上げ訓練となり、

参加者に開設キットの存在を知って頂くとともに、実際に活用してみるこ

とで、発災時に各自がすべきことを認識してもらうことができた。 

■高層マンションに居住する区民が多い地域であることから、長周期地震

動シミュレーターを訓練に取り入れた。参加希望者の全員が、長周期地震

特有の揺れを体感することができ、高層マンション等における家具類の転

倒防止措置の重要性を効果的に啓発することができた。 

■昨年の防災キャンプと連動した避難所訓練に参加し、避難所機能を知っ

た若い世代にも、今回の避難所開設訓練に参加していただくことができた。 

課題・改

善点等 

■本訓練の主目的は避難所開設キットを活用した、地域住民による避難所

開設訓練であり、参加者には、開会式において、訓練の趣旨と前提状況を

説明した。しかし、例年通りの訓練を想定し、自分が何をすべきか分から

ない方が出るなど、訓練開始段階で一部混乱も生じた。 

■本部の立ち上げを避難所運営管理協議会メンバーが行っている間、一般

の参加者の一部に、動きが分からず戸惑う場面があった。 

■防災啓発のブース等を用意していたが、楽しめる工夫も必要だった。 

その他 
※今後取

り組みた

いこと・

意見等 

■今年度は雨天のため、当初危惧されたほど気温が高くならなかったが、

開会式等を実施した体育館内の気温は比較的高くなることから、暑さ対策

の充実や、訓練時期の変更も視野に検討していく必要がある。 

■職員にも、防災資機材の使用方法を十分に体得していない者がいるため、

さらなる研修が必要である。 

■より多くの地域住民に参加していただくため、楽しめる要素を更に取り

入れるなど、訓練メニューを工夫していく。 

 

≪訓練の様子≫  

   
[開会式] [本部の立ち上げ] [受付訓練] 

西新宿小学校避難所運営管理

協議会会長による開会の挨拶

後、訓練を開始した。 

前年度、西新宿小学校に導入さ

れた避難所開設キットを活用

し、避難所運営管理協議会会員

を主体として本部の立ち上げ

訓練を実施した。 

避難所開設キットを活用し、町

会区域ごとに受付カードを記

入してもらい、参加者で登録カ

ードを作成後、交付した。 

   
[施設の安全点検] [トイレの準備] [飲料水の確保] 

教室に設定された状況付与を

参加者が確認し、施設の使用可

否の判断を行った。 

訓練参加者のみで防災倉庫か

ら搬出、設置訓練を実施した。

（雨天のため体育館で実施） 

受水槽の説明及び、給水蛇口、

給水ホースを使用して給水訓

練を実施した。 

   
[炊き出し・照明の確保] [長周期地震動シミュレー

ター体験] 

[防災啓発ブース] 

バーナーの点火訓練実施後、ア

ルファ化米の調理を行い、参加

者へ配布した。 

業者から長周期地震の説明後、 

１人３分程度のシミュレータ

ー体験を実施した。 

新宿警察署、新宿消防団第二分

団、防災都市づくり課による 

防災啓発ブースの展示を実施

した。 

 

資料２ 
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