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協議会名 四谷小学校避難所運営管理協議会 

訓 練 日 令和 元年 10月２７日（日）   ８時３０分～ １１時４５分 

運営する

町会・自治

会等 
四谷二丁目町会、本塩町町会、四谷三栄町町会、四谷坂町町会、市谷本村町町会 

参加者数 

町会・自治会等 

一般参加者 
123 人 民間事業者 0 人 児童・生徒 71 人 

PTA 6 人 学校教職員 28 人 防災関係機関等 26 人 

その他 2 人 区職員  14 人 合  計  270 人 

訓練概要 

8時 40分に各町会の一時集合場所に集合し、現地訓練を実施。9時 25分に四谷小

学校の校庭に集合。9時 40分に開会式を行い、以後各訓練ブースで、体験訓練に

参加。11時 30分に閉会式を行い、解散。 

【訓練ブース】①煙体験②スタンドパイプ取扱訓練③応急救護訓練④救助器具取

扱訓練⑤起震車体験⑥通報訓練⑦仮設トイレ取扱訓練⑧間仕切り取扱訓練⑨ペッ

ト防災⑩炊き出し・受水槽・備蓄倉庫の見学 

特色・良

かった点 

・成果等 

 今年度の特徴的な取り組みとして、次の 3点を実施した。 

① 四谷小学校児童（5年生）の訓練参加 

  今年度から初めて四谷小学校の 5 年生児童が参加した。参加した児童からは

訓練参加につき、「地震の怖さがすごく伝わった」、「訓練を積み重ねて、避難で

きるようにしたい。」といった肯定的な意見が寄せられた。町会等の参加者から

も好評で、引き続き来年以降も四谷小児童の参加を希望する旨の意見も寄せら

れた。 

② 四谷子ども園の職員の訓練参加 

  四谷小学校に併設されている四谷子ども園の職員も訓練に参加した。訓練で、

避難所が設置された場合の施設の状況や備蓄物資について、確認などを行い、

災害時における連携・協力を深めることができた。 

③ 地域女性部等による課題の洗い出し 

  地域女性部やＰＴＡで、避難所が設置されたものとして、施設を周り、女性

の目線で、女性の避難所利用における課題や改善点を探り、意見の集約を行っ

た。 

課題・改

善点等 

① 訓練ブースの内容について 

  町会等の参加者から、訓練ブースに、ＡＥＤ取扱訓練等の新しい訓練や実践

的な訓練の導入を希望する意見があった。来年度は、避難所運営管理協議会に

おいて、訓練ブースの内容を充実させられるよう検討を行う。 

② 防災トランシーバーについて 

  一時集合場所から避難所に向かう際に、防災トランシーバーの交信が混雑し

たため、各町会に割り当てられているチャンネルにつき再度周知した。 

その他 
※今後取

り組みた

いこと・意

見等 

女性の避難所利用について、集約された意見をもとに、四谷小学校の利用計画

図の練り直しをしていきたい。 

 

 

≪訓練の様子≫  

   
発災型訓練（受付） 開会式 炊き出し 

 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。 

 開会式の様子。四谷小学校児

童（5年生）と四谷子ども園の

職員も参加した。 

 各町会の物資供給班と四谷中のボ

ランティア生徒による炊き出しの訓

練を行った。閉会式後、アルファ化米

を参加者へ配付した。 

   
間仕切り（町会） 仮設トイレ（子ども園職員） 煙体験（町会） 

 間仕切り取扱訓練のブースにて、

町会の方へ新宿区職員が間仕切りの

組立方法等の説明をしている様子。 

 仮設トイレ取扱訓練のブー

スの様子。仮設トイレについ

て、子ども園職員が実際に組み

立てて、取扱い方法を確認し

た。 

 煙体験訓練のブースにて、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。 

   
応急救護訓練（町会） 起震車（四谷小児童） 通報訓練（四谷小児童） 

 応急救護訓練ブースにて、町会の

方へ、怪我人が出た際の応急手当及

び人命救助活動について説明してい

る様子。 

 起震車体験ブースにて、四谷

小学校児童が体験にあたって

説明を受けている様子。 

 通報訓練のブースにて、四谷小学校

児童へ、火災や怪我人を発見し、通報

する際の留意点を説明した。 
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協議会名 市谷小学校・牛込第一中学校避難所運営管理協議会 

訓 練 日 令和元年９月２８日（土）  ８時４０分～１１時１０分 

運営する

町会・自治

会等 

矢来南町会、矢来東町会、甲良町町会、市谷山伏町町会、北山伏町町会、南榎町

自治会 

参加者数 

町会・自治会等 

一般参加者 
３８人 民間事業者  ０人 児童・生徒 ０人 

PTA ４人 学校教職員 ３人 防災関係機関等 ０人 

その他 ２人 区職員 １５人 合  計 ６２人 

訓練概要 

【第１部：避難所開設訓練】 

８時４０分に運協委員のみ正門に集合し、門の開錠、主事室の鍵束の取り出し

まで実施。９時に一般参加者も昇降口に集合し、代表世話人挨拶、事務局からの

訓練概要説明を終えて、備蓄倉庫から訓練に必要な物資を全員で搬出。 

９時２０分から４班に分かれて、それぞれ指示書に従って開設訓練を実施。 

① 本部の立ち上げ（キットを用いた本部の開設、各作業の進行状況の集約） 

② トイレの準備（トイレ（ベンチャー１台、イーストアイ１台）の組み立て） 

③ 炊き出し準備（炊き出し場所の選定、資材の設置、バーナーの点火） 

④ 間仕切りの設置（間仕切りの組み立て、ワンタッチテントの設置） 

【第２部：避難所訓練】 

 １０時から２班に分かれて、訓練を実施。 

① 女性の視点（女性専用スペースの検討、更衣室・授乳室の場所の検討等） 

② ペット同行避難（衛生課によるペット防災の概要説明、ケージ設置場所の検討） 

 １０時４０分から意見交換会を行い、その後アンケート記入。 

１１時１０分に閉会。 

特色・良

かった点 

・成果等 

●第１部で４班に分かれる際、代表世話人からそれぞれ自主的に動くよう指示が

あったことで、参加者全員が自ら考えて作業に取り組む姿勢が見られた。 

●昨年度の訓練で炊き出しを行う場所に課題があったが、今回の訓練で適切な設

置場所の確認ができた。 

●災害用トイレの組み立て及び間仕切りの設置では、一般参加者の積極的な参加

が見られ、防災意識の向上が感じられた。 

●意見交換会やアンケートで様々な意見や要望等があがったため、今後の課題を

多く発見できた。 

課題・改

善点等 

●女性の専用スペースやペットの飼育場所、要介護者のトイレの場所等を学校側

と相談し、場所を決定し、学校利用計画図に反映する必要がある。 

●避難所に関する知識やイメージを正しく理解してもらうために、避難所のあり

方や基礎知識を広く周知し、区民に定着させることが課題である。 

●町会ごとに参加者数のばらつきがあり、昨年度より参加者数が減った町会があ

るため、参加者数を増やすために呼びかけ等を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 

●開設訓練は繰り返し行うことで定着しつつあるが、開設後の運営については訓

練や想定をほとんど行っていないため、今後実施を検討したい。 

●意見交換会及び訓練アンケートから集約した意見や要望について、今後の運営

管理協議会で取り上げ、マニュアルや来年度の訓練内容に反映させたい。 

≪訓練の様子≫  

   
【正門の開錠訓練】 【本部の立ち上げ】 【トイレの組み立て①】 

運協委員のみ早めに集合し、施

設管理協力員が学校の正門の開

錠を行った。 

避難所開設キットの手順に沿って、本

部の立ち上げを行った。受付を設置

し、他班の進行状況の集約を行った。 

校庭に埋まっているマンホールを

掘り出し、その上に災害用トイレ

「イーストアイ」を組み立てた。 

   
【トイレの組み立て②】 【炊き出し準備】 【間仕切りの設置】 

避難所開設キットの手順に沿っ

て、マニュアルを見ながら、災

害用トイレ「ベンチャー」を組

み立てた。 

受水槽の位置を確認後、炊き出しを行

う場所を選定し、資材のセット、バー

ナーの点火まで行い、炊き出しの手順

を確認した。 

避難所開設キットの手順に沿っ

て、マニュアルを見ながら間仕切

りを組み立てた。 

   
【女性の視点】 【ペット防災の説明】 【意見交換会】 

間仕切りやワンタッチテント等

を確認し、女性専用スペースの

検討を行った。また学校利用計

画図を活用し、更衣室や授乳室

の場所の検討を行った。 

衛生課からペット防災の概要説明を

行った。どういう場所にゲージを設置

するか、人の動線とどのように分ける

か等の内容で、その後質疑応答を行っ

た。 

運協委員の司会進行で、訓練参加

者から避難所に関する質問、意見

等を発言してもらった。事務局で

内容を集約し、今後の協議会で検

討していくこととなった。 
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協議会名 牛込仲之小学校避難所運営管理協議会 

訓 練 日 令和 元年 １０月 １９日（土）   ８時 ４０分～ １１時 ５０分 

運営する

町会・自

治会等 
薬王寺町会、市谷仲之町会、住吉町会 

参加者数 

町会・自治会等 

一般参加者 
５７人 民間事業者  人 児童・生徒 ３３７人 

PTA 106 人 学校教職員 ３０人 防災関係機関等 １４人 

その他 人 区職員 １０人 合  計 ５５４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  

  ８時に役員が集合。８時４０分の開会式後に避難所開設キットの説明を実施、その

後に避難者（参加者）の受付を行い、各部に人員を割り振り訓練開始。 

【訓練内容】 ①本部の開設 ②避難者の受付 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アルファ化米の配布作業  

２ 講演会、防災学習 

  ６年生も参加した避難所開設キット訓練と並行して、１年生から５年生の児童は防災

授業を行った。１１時より、防災学習の授業公開、危機管理課による講演会を実施した。 

【訓練内容】 ①危機管理課による震災に関する講演 ②防災学習授業（授業公開）   

特色・良

かった点 

・成果等 

◆今回の訓練では、牛込仲之小学校の６年生児童も参加し、大人と一緒になって災害時の

役割について学んだ。役割を割り振られた児童たちは、楽しみながらも活発に自分の仕事

にあたっており、発災時には率先して動く意識を醸成することができた。 

◆受付作業が昨年に比べて、人数等の確保もしっかりできて、スムーズに進行していた。 

◆訓練当日は雨天であったが、多くの方の参加があった。また、訓練参加者が能動的に訓

練を行っており、地域の防災に対する意識を高める機会となった。 

◆作業終了後に時間が余った部は、自発的に作業の復習を実施するなどしていた。 

◆避難所開設訓練を継続して実施してきたので、役員の方々の作業がスムーズに進行して

いた。 

課題・改

善点等 

◆本部に人がいない時間が見受けられた、本部は指示出しや情報集約の場所となるので、

本部の役割の確認が必要。 

◆本部への各部からの作業状況の報告等があると良い。また、本部もホワイトボード等を

使用して、集約した情報を各部へ提供する必要がある。 

◆本番に混乱を生じないためにトランシーバーの使用方法を熟知することや使用にあた

ってのルールを定める必要がある。 

◆施設の安全点検確認実施し、受付に避難者人数の確認をし、学校の利用計画まで実施で

きると良い。 

◆訓練によって終了する時間に差があった。早くに訓練を終えてしまい、時間を余らせて

しまった班があった。 

その他 
※今後取

り組みた

いこと・

意見等 

アンケートの中では、今年の訓練に参加してみて、体験することの大切さを知ったとい

う声や、また参加したいという前向きな声が上がった。 

町会や地域の方々の顔を知ることができてよかったという声が上がった。日々の生活や

発災時の連携のため、地域住民同士のつながりを広げていくことが大切である。さらにつ

ながりの機会を増やしていくため、多くの住民が積極的に参加できるような訓練・内容に

していきたい。 

 また、児童が主体的に訓練に参加していたなど、小学校の児童たちと合同の訓練に好意

的な意見が多かった。そのため、さらに地域住民と児童たちが連携して取り組めるような

訓練にしていきたい。 

 保護者も児童と一緒に参加することで指導される側から、指導する側になり、より一層

の知識の習得が求められ防災力の向上につながった。さらに保護者と児童が自分の避難所

についての情報を共有することができる機会を創出できたことは大変意義深い。 

できた訓練の様子≫  

   
開会式 受付 役割の確認 

開会式は１年生から６年生の

児童から保護者までの参加者

全員が集まって実施した。 

参加者の受付を行い、開設キ

ット訓練参加者を各班に振り

分けた。 

受付後、各班に割り振られた参

加者は、訓練の中での自分たち

の役割について、役員から説明

を受けた。 

   

施設の安全点検 災害情報の収集、伝達① 災害情報の収集、伝達② 

被害状況の想定をもとに、各部

屋が使用可能であるかという

ことについて検討し、表示し

た。 

危機管理課職員から、災害情報

システムの使用方法について

説明を受けた。 

トランシーバーを使い、発災時

を想定した情報伝達訓練を行

った。 

   
トイレの準備 アルファ化米の配布 講演会 

開設キットの中の説明書を確

認しながら災害用トイレを組

み立てた。児童が率先して作業

に取り組んでいた。 

アルファ化米の炊き出しを行

い、参加者に配布。お湯で炊い

たもの、水で炊いたものを用意

した。 

危機管理課より、今までの災害

から得られた知見をもとに、こ

れからできる対策などの講演

を行った。 
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協議会名 東戸山小学校避難所運営管理協議会 

訓 練 日 令和 元年１１月１０日（日）   ８時 ００分～ １０時 ４５分 

運営する

町会・自

治会等 

戸山三丁目南町会、戸山ハイツ東地区自治会、戸山ハイツ西地区自治会、 

戸山ハイツ南地区自治会、戸山ハイツ北地区自治会 

参加者数 

町会・自治会等 

一般参加者 
７８０人 民間事業者  人 児童・生徒 人 

PTA １人 学校教職員 ２人 防災関係機関等 １４人 

その他 １人 区職員 １１人 合  計 ８０９人 

訓練概要 

○協議会役員→8:00～9:00   訓練会場（東戸山小学校）に集合。 

本部開設・訓練準備（各部ごとにブースの設営）。 

 ※8:00-9:00 の間、並行して地区ごとに安否確認訓練を行い学校へ移動。 

○全体   →9:00～9:15  開会式／  9:15～10:15  各ブース参加・見学／ 

10:15～10:25  閉会式／  10:25～10:45  後片付け 

 

【訓練内容】 

防災に関する体験型のブースを 9 つ用意し、全住民参加型の訓練とする。各部ごとに担当ブース

を割り振り、運営を行う。 

【９つのブース内容】 

①炊き出し訓練の公開  ②仮設トイレ体験  ③身近な品物での応急手当 

④消火器体験  ⑤家具転倒防止の紹介  ⑥119 番通報訓練  ⑦備蓄倉庫の見学会 

⑧要援護者支援の紹介  ⑨大地震・防災ビデオ上映 

 

●当日訓練参加者への支給品 

 アルファ化米（当日炊き込み）、おかゆ缶（危機管理課から） 

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、今年度の東戸山小学校避難所訓練の特徴として、協議会役員が危機管理課職員や防災関係

機関と連携して運営するブースを、訓練参加者が自由に見学できる点があげられる。 

〈良かった点・成果〉 
訓練参加者が自由にブースを見学できる形式をとったことにより、長時間の訓練では参加が難し

い住民も避難所に訪れることができ、防災に対する意識を高めるきっかけになった。 

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った。 

 

課題・改

善点等 

ブースが９つもあると全部のブースを体験できない人がいた。次回はブースの数を４つか５つに

絞ったり、ブースを運営する協議会役員も、他のブースを体験できる時間を設ける等の工夫が必要

である。 

訓練参加者に配布するアルファ化米について、事前の必要数の報告の仕方・配布の方法が統一さ

れていなかったため混乱が生じた。事前に詳細を決め、協議会を運営する委員全体で情報を共有し

ておく必要がある。 

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 

・在宅での避難を想定した訓練 

≪訓練の様子≫  

   
開会式 炊き出し訓練の公開 仮設トイレ体験 

避難誘導部の引率により、安

否確認訓練を終えた参加者が

続々と避難所に集合。9時から

開会式を行いました。 

 被災時の避難所における炊

き出しの様子を知ってもらう

ことを目的に、炊き出しの実演

を行いました。 

トイレの出し入れや座って

みての使い勝手のお試し体験

を行いました。 

   
身近な品物での応急手当 消火器体験 家具転倒防止の紹介 

 協議会役員が日用品を持参

し、身の回りにある物を使って

できる応急手当を学びました。 

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。 

 危機管理課職員によって、映

像を使った家具転倒防止に関

する紹介を行いました。 

   
備蓄倉庫の見学会 要援護者支援の紹介 各ブースの案内板 

 備蓄物資量の少なさや携帯

電話の充電器がないことに驚

いている見学者が見受けられ、

多くの人に新たな発見があっ

た様子。 

 要援護者支援のための資材

（ポップアップテント等）の紹

介を行い、また、見学者から要

援護者支援に対する意見を集

めました。 

各ブースに用意された案内

板によって、迷うことなくスム

ーズに見学をすることができ

ました。 
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協議会名 西戸山小学校避難所運営管理協議会 

訓 練 日 令和元年１２月７日（土）  １０時００分～ １２時００分 

運営する

町会・自

治会等 

百人町三丁目町会、都営百人町三丁目アパート連絡会、西戸山タワーホウムズ自

治会、西戸山住宅自治会 

参加者数 

町会・自治会等 

一般参加者 
３２人 民間事業者  ０人 児童・生徒 １０人 

PTA ０人 学校教職員 ３人 防災関係機関等 ２人 

その他 ４人 区職員 １２人 合  計 ６３人 

訓練概要 

・協議会を運営する４町会・自治会の関係者が参加した共同訓練。 

・１０時００分西戸山小学校 1階ホールに役員が集合。 

【訓練項目】 

①避難所運営管理組織の立上げ（開設キット導入） ②受付訓練 ③受水槽訓練  

④発電機操作訓練 ⑤バーナー訓練 ⑥炊出し訓練 ⑦仮設トイレ組立訓練  

⑧無線訓練 ⑨間仕切り訓練（小学生） ⑩避難生活スペース展示（危機管理課）   

⑪防災啓発コーナー（新宿消防署） 

特色・良

かった点 

・成果等 

■避難所運営管理協議会役員（以下、「役員」）による、発災後の避難所立ち上げまで

の手順確認訓練。「自主的に避難所を立ち上げるスキルを維持・向上」に特化した避難

所防災訓練を実施。 

 

■雨天時の対応とし、訓練実施場所の変更等が直前に生じたが、代表世話人と各部長

の的確な指示により大きな混乱もなく訓練が進んだ。指示役となる役員がマニュアル等

の基本をしっかり押さえていることが実証された。 

 

■発災時を想定し、行政（出張所及び危機管理課職員）が積極的な手伝いを行わな

い、役員を中心とした立ち上げ訓練を実施。 

訓練開始前に代表世話人より趣旨を案内し、内容の濃い訓練となった。 

課題・改

善点等 

■一定数の役員が集まれば自主的に避難所を立ち上げることが可能なレベルに達して

いる一方、新たに参加する役員（毎年交代があるＰＴＡ等）は訓練時にお客さん状態とな

る時間が生まれてしまう。 

しかしながら、発災時は役員以外の避難者の手も借りて避難所運営をすると想定される

ことから、ベテラン役員からの指示出しでスムーズな運営が可能となるよう訓練に反映さ

せている。 

 

■慣れている役員であっても年に１度の訓練時に、防災倉庫内から必要な資機材を取

り出す際に混乱（どこに何があるか？）が生じるとのこと。 

備蓄倉庫の保管について、使用頻度の高い物や活動内容毎、まとめて保管する等の工

夫が必要。 

その他 
※今後取

り組みた

いこと・

意見等 

■掲示物の多言語化対応 

 

■備蓄物資の整理等 

 

■新宿西戸山中学校との協同訓練 

≪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。 

   

【開所式】 【受付訓練】 【飲料水の確保】 

開所式では代表世話人、幹事、所

長、校長が挨拶。 

今年度の訓練趣旨について代表

世話人から出席者に説明。 

参加者に避難者受付カードを記

入してもらい、避難者名簿の作

成をした。 

 

受水槽へ蛇口を接続し飲料水確

保の手順を確認した。 

受水槽から蛇口までの間は接続

ホースを使用し、利用しやすい

位置まで延長した。 

   

【発電機・バーナー訓練】 【炊き出し訓練】 【仮設トイレ設置訓練】 

発電機とバーナーの操作手順を

確認した。バーナーは気温も低く

雨も降っていたため、なかなか点

火が出来なかった。 

２箱分のアルファ化米をつく

り、パック詰めを行った。各部か

ら人員が加わった。 

災害時用トイレの組み立てを実

施、繰り返し組み立て・解体を

することにより理解を深めた。 

   

【間仕切り訓練（小学生）】 【避難生活スペース（危機管理課）】 【防災啓発コーナー（消防署）】 

西戸山小学校５・６年生とスクー

ルコーディネーターで間仕切り

設置の訓練を実施。 

小学生であっても有事の人手と

なり得ることが証明された。 

空き教室を使用し、危機管理課

職員が避難生活スペースの展示

を実施。 

新宿消防署員２名が、防災啓発

パネルの展示やチラシを配布

し、防災についてのアナウンス

を実施。 
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協議会名 新宿西戸山中学校避難所運営管理協議会 

訓 練 日 令和 元年 ７月 ６日（土）    ８時００分～１２時００分 

運営する

町会・自治

会等 
高田馬場南親睦会・百人町 4丁目連絡会 

参加者数 

町会・自治会等 

一般参加者 
１１７人 民間事業者  ０人 児童・生徒 １１２人 

PTA ６人 学校教職員 ７人 防災関係機関等 ４人 

その他 ０人 区職員 ９人 合  計 ２５５人 

訓練概要 

8時集合、9時 20分開会式、9時 40分訓練開始（4班に分かれ訓練）、11時

45分閉会式 

【訓練内容】 

・物資運搬訓練、間仕切り設営 

・応急担架搬送訓練 

・簡易トイレ使用法、汚物処理方法の説明・体験 

・震災用DVD上映 

特色・良

かった点 

・成果等 

・新宿西戸山中学校において訓練。生徒（1 年生全員）と町会参加者が合同で訓

練を行った。 

・発災時に生徒が校内に滞在している状況を想定し、生徒の協力を得ながら、避

難所の立ち上げを行えるよう物資運搬や担架搬送訓練を行った。 

・生徒が避難所の運営側として訓練に参加することにより、避難所や地域防災に

ついての理解を深めることができた。 

・町会と生徒が合同で訓練を行うことにより、地域として発災時に備えた関係を

構築できた。 

 

課題・改

善点等 

・学校行事との関係で時期が固定されてしまい、様々な条件下での訓練が行えな

い。 

・生徒と合同で訓練を行う以上、時間や訓練内容がある程度限られてしまうので、

訓練内容に工夫が必要になる。  

・発災時に町会と生徒がスムーズに連携できるかは不明確である。指示系統や各

自の役割を明確にしておく必要がある。 

・参加者が固定化しており、新規の参加者や団体の参加を促す取り組みが必要。 

その他 
※今後取

り組みた

いこと・意

見等 

〈今後の取り組み〉 

・炊き出し訓練 

・避難所開設キットを用いた避難所開設訓練 

・発災時を想定した、参集から避難所開設までの動きの確認。 

・医療救護所や病院との合同訓練 

・学校や町会の関係者以外も参加する形での訓練 

 

 

 

≪訓練の様子≫ 

   
開会式 物資運搬訓練 DVD上映 

アリーナで開会式と訓練につ

いての説明を行った。 

生徒が備蓄物資を備蓄倉庫か

ら搬送した。 

震災に関する DVD を鑑賞し

た。 

   
簡易トイレ使用法説明 応急担架搬送訓練➀ 応急担架搬送訓練② 

非常用トイレの使用方法につ

いて危機管理課から説明を行

った。 

担架を使った搬送訓練を実施

した。 

毛布を担架として使い、搬送訓

練を行った。 

 



避 難 所 防 災 訓 練 レ ポ ー ト 

1 

 

協議会名 落合第一小学校避難所運営管理協議会 

訓 練 日 令和元年８月２５日（日） 午前８時３0分から正午まで 

運営する

町会・自治

会等 
中落合二丁目町会、中落合三丁目やよい町会、中落合一丁目みどり町会 

参加者数 

町会・自治会等 

一般参加者 
６４人 民間事業者  ２人 児童・生徒 ２人 

PTA ９人 学校教職員 １５人 防災関係機関等 １３人 

その他 １人 区職員 １３人 合  計 １１９人 

訓練概要 

訓練前半は、避難所開設訓練として、施設管理協力員、学校職員が避難所の開錠

方法を確認し、町会役員、PTAが加わり、避難所開設キットによる避難所本部の

立ち上げ訓練を行った。また、学校防災無線とポータブル防災無線を使用した災

害情報の収集・伝達などの無線訓練を実施した。さらに、初めての試みとして、

危機管理課職員がファシリテーターを務め、町会役員、PTA、学校教職員を中心

とした図上訓練を行った。この訓練では学校図面を活用し、避難所内の動線確認

や各部屋の使用方法等を検討し、発災時をシミュレーションした具体的な避難所

の運営について議論した。 

 訓練後半は、一般参加者向けとして、主に体験型の訓練を実施した。参加者を

3グループに班分けし、全員がすべての訓練に参加した。 

【一般参加者向け訓練項目】 

■避難所開設キット体験（アルファ化米の炊出し・配布、仮設トイレ組立） 

■起震車体験 ■備蓄倉庫見学 ■煙ハウス体験 ■消防団の操法訓練見学 

■初期消火訓練 ■救急救命・応急救護訓練（ＡＥＤ・圧迫法等） 

■発災時のライフラインに関する啓発展示 ■警察 PRコーナー 

特色・良

かった点 

・成果等 

・図上訓練では、参加者全員が緊張感を持ち、活発な発言があったことが良かっ

た。学校教職員からは、「学校は教育施設としてだけでなく、避難所としての機能

についても、日頃から考えておく必要があると思った。」との感想があった。 

・物資班（PTA、学校教職員）は、町会役員とコミュニケーションを取りながら

炊き出し訓練の補助を行っていた。 

・一般参加者は、起震車、煙ハウスの体験型訓練では楽しみながら参加していた。

一方、救急救命・応急救護訓練では、消防署員や消防団員から教わりながら熱心

に訓練に取り組んでいた。 

課題・改

善点等 

・一般参加者向けの訓練について、最終的には予定時間通りに終了したが、想定

よりも時間が掛かる訓練もあり、一部の体験コーナーに参加者が滞留することが

あった。次年度は各班スムーズに周れるよう、同時に参加できる人数を増やした

り、スペースを拡大するなどの工夫をしたい。 

・本部受付（参加者受付）従事者から、最後まで受付業務を行っていたため、他

の訓練コーナーの内容が判らなかったとの意見があった。次年度はローテーショ

ンを組み、参加者全員が訓練に参加できるよう配慮する。 

その他 
※今後取

り組みた

いこと・意

見等 

・今回初めて図上訓練を実施したが、実際の発災時に避難所を運営するうえで、

行動に活かすためにも、図上訓練を引き続き次年度以降の訓練でも行い、検討を

重ねていきたい。 

 

≪訓練の様子≫  

   
【本部の立ち上げ】 【図上訓練】 【無線訓練】 

 

難所開設キット（本部の立ち上

げ） 

 

学校図面を活用し避難所の使用

方法を検討 

 

災害情報の収集・伝達などの無

線訓練を実施 

   
【起震車体験】 【煙体験】 【操法訓練見学】 

 

震車に乗車し、大震災の揺れを体

験 

 

煙ハウスに入り白い煙を見て煙

の怖さを体験 

 

消防団第１１分団による操法訓

練を見学 

   
【初期消火訓練】 【救急救命・応急救護訓練】 【ライフライン啓発】 

 

期消火として水消火器を使用し

た消火活動を体験 

 

消防署員・消防団員による救急救

命・応急救護の指導 

 

発災時のライフライン等に関す

る啓発用DVDを視聴 
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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 令和 元年 1１月 2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 
５５人 民間事業者 2 人 児童・生徒 107 人 

PTA 
町会・自治

会に含む 
学校教職員 8 人 防災関係機関等 15 人 

その他 0 人 区職員 15 人 合  計 202人 

訓練概要 

・炊き出し訓練（ガスバーナー・発電機操作）、仮設トイレ組み立て、応急救護訓

練（三角巾）、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、トラック協会による物資輸送訓練 

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。 

昨年度の訓練で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という課題があったが、今年度は訓練用に使用してい

た受付カードではなく、実際のものを使用し、感覚を掴めた。 

課題・改

善点等 

プールからの通水を行った。通水マニュアルラミネートが見当たらなかった。避

難所開設キット内、プール倉庫にもマニュアルがあったほうが良い。 事務用品

の不足があった。 

  

その他 
※今後取

り組みた

いこと・意

見等 

 南門入口に応急給水栓が設置されたので、来年度以降、応急給水栓の訓練を取

り入れたい。起震車体験に、2 年連続抽選落ちしているため、3 年連続はどうか

ご勘弁いただきたい。 

 

≪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 

   

   
応急救護 三角巾 間仕切り 災害用優先電話 

   

   

初期消火 備蓄倉庫見学  
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≪訓練の様子≫ 

 

 
 

参集訓練 

一時集合場所から避難誘導部が避

難者を誘導し、町会別に参集しまし

た。 

 

 

避難所本部立ち上げ訓練 

避難所防災キットを使用して、本

部の立ち上げ訓練を行いました。 

 

 
 

  校舎内外の安全確認 

避難所防災キットを使用して、避難所

の安全確認を行いました。。 

 

 

仮設トイレ組立訓練 

 

避難所防災キットを使用して、仮設

トイレ組立訓練を行いました。時間

が限られた中での組立は難しいで

す。 

 

  

応急救護訓練 動物救護所展示・説明 

日赤柏木分団の指導のもと、バン

ダナ等の身近なものを活用した止

血法の演習を行いました。 

  避難所でのペット防災について説明

を受け、ゲージ等を見学しました。 

 
  

 

 

 

AED操作訓練 
 

新宿消防団第四分団の指導により、

ＡＥＤ操作訓練を行いました。 

 

 
水消火器・まちかど防災訓練車体験 

 

新宿消防署・新宿消防団の指導に

より、消火器や消火栓を使用した

消火訓練を行いました。まちかど

防災訓練車は、児童に大人気です。 

 

 

火災現場 VR体験 
 

VR映像を活用した火災現場からの避

難訓練を体験しました。昨年も体験し、

大好評の訓練です。 

 

協議会名 淀橋第四小学校避難所運営管理協議会 

訓 練 日 令和元年 ９月２８日（土）  ８時４０分～ １２時００分 

運営する町

会・自治会等 
柏木三和会、北新宿三丁目町会、北新宿三丁目柏親会、北新宿四丁目町会 

参加者数 

町会・自治会等 

一般参加者 
１４０人 民間事業者  ２人 児童・生徒 ３２８人 

PTA ３８２人 学校教職員 ２８人 防災関係機関等 ２９人 

その他 １０人 区職員 １６人 合  計 ９３５人 

訓練概要 

状況設定：７:30震度 6弱の地震発生 

・避難所防災キットを使用した避難所立ち上げ・校舎内外の安全確認・仮設トイレ組立訓練。 

・参集訓練：各一時集合場所から避難所である淀橋第四小学校まで参加者を避難誘導。 

・受入訓練：避難者カードの配付・記入・回収、避難者数の集計。 

・無線訓練：受入訓練で集計した避難者の状況を学校の無線で柏木地域本部へ報告。 

【グループ別訓練項目】 

① 応急救護訓練：日赤柏木分団による止血法等の演習訓練 

② 間仕切り及び簡易テント組立訓練・見学：危機管理課による間仕切りづくり指導・見学           

③ 動物救護所展示・説明：保健所衛生課による説明 

④ ＡＥＤ操作訓練：消防団の指導によるＡＥＤ操作講習・訓練 

⑤ 水消火器・まちかど防災訓練車を使用した消火訓練 

⑥ 火災現場 VR体験：民間企業の協力による火災現場からの避難方法の説明や体験会 

⑦ 仮設トイレ組立・受水槽見学 

特色・良か

った点 

・成果等 

・今年度は、避難所防災キットを使用した訓練を初めて行った。「避難所本部の立ち上げ」「施設の安

全点検」「仮設トイレ組立」を行い、発災時に避難所を運営する難しさが実感できた。 

・昨年より、淀四小の児童全員が訓練に参加している。当日は学校公開日であり、昨年の経験から学

校と事前に参加者の動線などについて準備をしたので、スムーズに訓練が行えた。 

・土曜日の開催は、昨年の協議会で、９月の第四土曜日に実施を決定しているが、運営スタッフ側の

人員確保に不安があった。しかし、皆さんの協力により、多くの方々に参加いただくことができた。 

・昨年に続き、日赤柏木分団が参加し、応急救護訓練の指導を行った。参加者にあわせたわかりやす

い説明とバンダナ等の身近な物を使用した止血法は好評であった。 

課題・改善

点等 

・天候等で参加者の増減による訓練内容の変更や、予定されている訓練内容を全員が実施するに

は、訓練ブース数やプログラム体験の人数を精査し、訓練内容や参加者の動線を考えていく必要があ

る。 

・避難所防災キッドを活用した訓練は、発災時に避難所運営で役立つ訓練であり、誰でも避難所運営

ができるようにするため、立ち上げや運営面での訓練は継続して行うことが重要である。同時に、町会

等の住民や児童が参加する訓練を、どのように組立て、盛り込んで行うか、改めて協議会で議論して

いく必要がある。 

その他 
※今後取り組

みたいこと・

意見等 

・避難所開設キットを活用した訓練の継続。 

・避難者を受け入れる滞在場所の区分、避難者の状況に配慮した場所を指定する等、運営側や避難

者の動線や、仮設トイレ組立及び設置場所や今回は訓練内容にはなかったアルファ化米の炊き出し

等、被害の状況に応じた配置等の検討。 

・今後も訓練の日程は学校公開日になると思われるので、保護者の訓練参加を促したい。 
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協議会名 西新宿地区避難所運営管理協議会 

訓 練 日 令和 元年 ９月 ２９日（日） ９時００分～１１時４５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 
83人 

民間事業者 

医療救護所含む 
 5人 児童・生徒 0人 

PTA 
町会、自治

会等で集計 
学校教職員 4人 

防災関係機関等 

医療救護所含む 24人 

その他 

医療救護所含む 
5人 

区職員 

医療救護所含む 
33人 合  計 154人 

訓練概要 

8 時に学校施設管理協力員２名が西新宿小学校の鍵空け訓練実施。参加者は 8 時に

各町会の一時集合場所に集合し、西新宿小校庭に集合。8 時 40 分から開会式。9 時

から班ごとに展示・体験コーナーを巡回し避難所防災訓練を実施。10時 50分から体育

館で医療救護所訓練を実施。11時 30分から閉会式。 

【訓練項目】 

1 長周期地震動の説明と体験、2 避難所の役割（感震ブレーカー体験）、3 医療救護所

の役割（医療救護所前半訓練見学）、4 煙体験ハウス、5 水消火器消火訓練、6 Ｄ級ポ

ンプ放水訓練、7 ろ水機見学、8 スタンドパイプ見学 9 灯油バーナー操作訓練、10 発

電機操作訓練、11 食料配給（アルファ化米炊出し見学）、12 家具転倒防止・防災用品

展示説明、13 警察署の防災展示説明、14 NTT 災害伝言板体験、15 住宅耐震補強

展示説明、16動物救護所展示説明、17仮設トイレ組立展示説明、18医療救護所訓練 

特色・良

かった点 

・成果等 

■医療救護所訓練を同時開催したため、避難所防災訓練参加者全員が医療救護所訓

練に何らかのかたちで参加できた。 

■班別に巡回して訓練項目を体験・見学したため、全員が様々な訓練項目をもれなく

体験・見学することができた。 

■複数の地域の障碍者の方が、家族・支援者と参加し、車椅子で実際に避難所となる

小学校を移動し、避難所利用にあたっての課題の洗い出しができた。 

課題・改

善点等 

■巡回しやすく体験しやすいように、各訓練項目を配置したため、学校利用計画図の

配置と異なってしまい、動線の確認ができなかった。 

■車いすの訓練参加者が、学校内を移動するのに、一旦校外にでないと通れない場所

があることが判明した。 

■医療救護所訓練を同時開催したため、訓練時間が従来に比べ長くなってしまい、高

齢の参加者には負担であった。 

■避難所と特別出張所間の防災無線での通信が、電波状況が悪く固定機間でしかで

きなかった。 

その他 
※今後取

り組みた

いこと・

意見等 

■現在の児童不在時の学校利用計画図に加え、児童在校時の学校利用計画図を今

年度末までに作成する。 

■今回の地域の障碍者の方の参加で得た気づきを、女性をはじめ配慮を要する方の視

点でのワークショップとも連携し、今後の避難所運営管理、避難運営マニュアルの内容

に生かしたい。 

■西新宿小と特別出張所間で、携帯型防災無線が使用できないのは、医療救護所設

置避難所として何らかの対応が必要。 

≪訓練の様子≫  

   
   

学校施設管理協力員２名に 

よる小学校正門鍵開け訓練 

新宿消防署西新宿出張所 

新宿消防団第２分団 

水消火器消火訓練、D級ポンプ

操作・放水訓練 

防災用品あっせん、 

家具転倒防止器具啓発 

   
   

NTT東日本 

災害伝言ダイヤル体験 

スタンドパイプ、灯油バーナ

ー、発電機操作訓練 

新宿警察署 防災啓発 

   
   

新宿消防署西新宿出張所 

新宿消防団第２分団 

煙体験ハウス 

長周期地震動体験 医療救護所訓練訓練（後半） 

避難所防災訓練参加者が 

全員集合し訓練に参加又は見学 

 


