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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 2８年 １１月 ５日（土）  ８時３５分（発災）～１１時１５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 

参加者数 

町会・自治会等 

一般参加者 
１０１人 民間事業者  人 児童・園児 １８８人 

PTA・園児保護者 １０７人 学校教職員 ３０人 防災関係機関等 ３７人 

その他 

（都職員・講師） 
３人 区職員 ２２人 合  計 ４８８人 

訓練概要 

小学校及び幼稚園との合同訓練 

発災 8:35、児童開会式 8:50、町会開会式 9:30実施 

【体験訓練項目】①煙体験②災害用トイレ操法訓練③バケツリレー④スタンドパ

イプ操法訓練⑤初期消火訓練⑥D 級ポンプ放水訓練⑦応急救護訓練⑧間仕切り、

備蓄説明⑨炊き出し訓練⑩自衛隊体験ブース⑪受水槽給水訓練 

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、全児童が参加した。（継続 3 年目）また、

今年度は新たに幼稚園児も含めた合同訓練となり、小学校 PTA、園児保護者等の

保護者の参加者が前年の 3倍程度増加した。 

・児童、園児及び保護者に焦点を合わせ、数多くの体験ブースを設置し、体験型

訓練を中心に、楽しみつつ防災に関心を持たせるような訓練を実施した。 

・地域住民、児童及び幼稚園児の合同訓練を行うことによって、地域と子どもの

交流を図るとともに、小学校 PTA 及び幼稚園児保護者と地域の顔の見える関係

を構築できた。 

課題・改

善点等 

・訓練の際に筆記用具、機材等の不備が発覚したため、事前に点検、確認を行う

べきである。 

・炊き出し担当者の衛生管理を徹底する必要がある。（手洗い、マスクの徹底等） 

・体験型訓練が中心となっており、避難所開設訓練が手薄になってしまっている

ため、別途開設訓練を行うべきではないか。 

・ペット防災、帰宅困難者への案内訓練等についても今後取り組む必要がある。 

・学校と連携し、物品の手配、場所の確認等を行う必要がある。 

・保護者の参加が増加したが、全保護者の半分程度の参加のため、保護者の参加

をさらに促していきたい。 

その他 
※今後取

り組みた

いこと・意

見等 

・児童、小学校と連携した現在の避難所訓練も引き続き行う必要があるが、避難

所開設に重点を置いた協議会役員中心の訓練も別途行いたい。また、その際は小

学校の教職員とも連携を図り、実践的な動きを確認したい。 

・避難所キットの更新もあり、組織変更もあったため、マニュアル等の改正や手

順の確認を実施する必要がある。 

 

≪訓練の様子≫ 。 

   
D級ポンプ消火訓練 煙ハウス体験 応急救護訓練 

昨年に引き続き D 級ポンプを

使用し、消防署職員指導のもと

放水訓練を実施した。 

昨年に引き続き、煙ハウスを設

置し、避難時の対応訓練を行っ

た。また、煙ハウス体験後衣類

着火時の対応等について消防

から指導を行った。 

昨年に引き続き包帯法の説明

を行い、今年度は新たに AED

及び心肺蘇生法の訓練を取り

入れた。 

   
間仕切り体験 自衛隊ブース 避難者受付 

備蓄物品の説明に加えて今年

度は間仕切りの組み立て等の

体験を実施した。 

今年度町会からの要望により、

自衛隊練馬駐屯地へ訓練協力

の依頼を行い、自衛隊ブースを

設けた。資機材の体験や車両の

説明を受けた。 

参加町会は、一時集合場所から

避難所まで避難者を誘導し、避

難所受付にて避難者の集計を

行った。 

   
初期消火訓練 炊き出し訓練 本部立ち上げ 

前年から引き続き、消防署の指

導のもと、水消火器を用いて初

期消火訓練を実施した。 

協議会役員を中心にバーナー

等の操作訓練を行い、実際にバ

ーナーを使用し、アルファ化米

の炊き出しを実施した。 

調理したアルファ化米につい

ては参加者全員に配布した。 

避難誘導班から無線連絡によ

り被害報告を受け、被害状況の

確認、地域本部への情報提供訓

練を実施した。 
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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 平成 2８年１０月１日（土）  ９時００分～ １１時３０分 

運営する

町会・自治

会等 

矢来東町会、矢来南町会、甲良町町会、市谷山伏町町会、北山伏町町会、 

南榎町町会、箪笥町町会 

参加者数 

町会・自治会等 

一般参加者 
２８人 民間事業者 ０人 児童・生徒 １人 

PTA ４人 学校教職員 ６人 防災関係機関等 １人 

その他 ０人 区職員 １１人 合  計 ５１人 

訓練概要 

９時に牛込第一中学校正門に集合。正門及び昇降口の開錠。協議会主導にて避

難所開設訓練のおさらい（場所と手順の確認）。市谷小学校に移動し、①庶務・情

報連絡部 ②物資供給部 ③救護衛生部に班分け後、備蓄倉庫３箇所の確認。そ

の後、部ごとに訓練実施。 

【訓練項目】 

・庶務・情報連絡部は２班に分かれ、避難者受付訓練及び情報伝達訓練 

・物資供給部は炊き出し訓練及び受水槽とろ水機の確認 

・救護衛生部は仮設トイレ設置訓練 

・ペット防災に関して、ゲージの扱い方を確認し、注意事項等の説明を受けた。 

 

特色・良

かった点 

・成果等 

・避難所開設訓練は、協議会（町会等）主導にて行ったため、自主性の向上や場

数を踏む点で効果があった。 

・市谷小学校の備蓄倉庫確認は、どこに何があるのか確認できた。部ごとに少人

数で確認したことも良かった。 

・部ごとの訓練は、避難所立ち上げ後に何をすべきかを実践でき、効果があった。 

・部ごとの訓練では、参加者から積極的に改善点や工夫点について意見があり、

訓練の目的が達成できた。 

・後日（１２月２日）行われた牛込第一中学校１年生の防災訓練では、中学生が

災害時に大きな力になることを認識できた。 

 

課題・改

善点等 

・訓練を継続していくためには、反復と新たな訓練での習得を工夫していく必要

がある。 

・避難者の動線を綿密に想定しておく必要がある。 

・市谷小学校の仮設トイレは、ポンプで汲み上げてから下水に流すなど極めて不

便であり、改善が必要である。 

・倉庫の箱の中身が分かり易いよう、箱に中身の写真を貼るなど工夫が必要である。 

・牛込第一中学校１年生防災訓練では、地域の方の参加が少なかった。また、 

ほとんど役割が与えられず、オブザーバー的になってしまった。 

 

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とする。） 

・帰宅困難者一時滞在施設への誘導と、収容後の実践的訓練が必要である。 

・地域の防災意識を高めるため、今後も様々な工夫をしながら訓練を積み重ねて

いかなければならない。 

・発災時に、中学生が力を発揮できるよう、実践的な訓練内容としていくことが

必要である。 

 

≪訓練の様子≫  

   
牛込第一中学校避難所開設訓練 市谷小学校備蓄倉庫確認 避難者受付訓練 

  

協議会主導にて避難所開設

訓練のおさらい（場所と手順の

確認）を行った。 

 

 備蓄倉庫３箇所の確認を行

った。 

 

 用意したダミー避難者デー

タを用い、受付をスムーズにで

きるよう練習した。 

   
情報伝達訓練 炊き出し訓練 受水槽とろ水機の確認 

 

 用意した地震発生に関わる

ダミー情報データを用い、情報

の整理・伝達をスムーズにでき

るよう練習した。 

 

 バーナーの扱い方を習得し、 

アルファ化米の炊き出し訓練

を行った。 

 

 受水槽とろ水機の確認を行

った。 

   
仮設トイレ設置訓練 ペット防災 牛込第一中学校１年生防災訓練 

 

 プールの水をポンプで吸い

上げて利用し、更に汚水をポン

プで汲み上げ、流す訓練を行っ

た。仮設トイレの設置も行っ

た。 

 

 住民と一緒に避難してくる

ペット用のゲージの扱い方を

確認し、注意事項等の説明を受

けた。 

  

 

 後日（１２月２日）行われた

牛込第一中学校１年生の防災

訓練では、ＤＶＤ上映による地

震についての学習、三角巾、バ

ーナーの扱い方と仮設トイレ

の設置を実践した。 
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協議会名 都立新宿山吹高校 避難所運営管理協議会 

訓 練 日 平成 2８年１１月 １３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 
１６９人 民間事業者     人 新宿山吹高校生徒    １４人 

PTA  人 学校教職員 １１人 防災関係機関等 ２３人 

その他 １人 区職員 ８人 合  計 ２２６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９７名が参加) 

 ８時～８時３０分、防災役員(８３名)と高校生ボランティア(１４名)が１階エ

ントランスホールに参集した。防災役員は各部ごとに整列し、各部長等が避難

所本部(各町会長)に参集人数を報告した。その間、庶務部は備蓄倉庫(榎町子ど

も家庭支援センター地下)へ「避難所開設キット」を取りに行った。 

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、地下体育館にて代表世話人により開会宣言が行われた後、３班

に分かれて訓練を実施した。 

【訓練内容】 ①避難所生活体験訓練(間仕切り設置訓練) ②ＡＥＤ操作訓練 

③ＤＶＤ講話 ④起震車体験 ⑤煙ハウス体験 ⑥消火器訓練 

特色・良

かった点 

・成果等 

・訓練事前説明会(11月９日)開催後、初めて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４５

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９３％)。 

また、アンケートの意見欄についても、「指示系統がうまく機能していた。」「高

校生とうまく意思疎通ができた。」「現実に合った訓練だと思った。」「学校の建

物の構造が分かった。」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、初めて実施した【避難所生活体験訓練】と【DVD

講話（大震災に備えたシュミレーション）】が好評だった。 

課題・改

善点等 

・避難所開設訓練について、指示系統(本部から各部、各部長等から部員)はうま

く機能していた。 

一方、各作業の進捗状況については、各部から本部へ報告があまり上がってこ

なかった。今後、逐一本部に報告することも含めた訓練を実施していきたい。 

今後取り

組みたい

こと 

・来年度、備蓄倉庫が榎町子ども家庭支援センターから新宿山吹高校敷地内に移

設する予定となっている。訓練を通じ、住民の方へ十分に周知していきたい。 

 

≪訓練の様子≫  

   
【避難所開設訓練の役割分担】 【備蓄物資・資機材の運搬】 【1-⑤ 女性相談窓口の設置】 

防災役員８３名及び高校生 

１４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。 

学校と離れた位置にある備蓄

倉庫(榎町子ども家庭支援セン

ター地下)から備蓄物資・資機

材を運搬するため、各町会から

１台ずつリヤカーを持ち寄っ

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。 

   
【1-⑪ 傷病者への対応】 【高校生ボランティアの紹介】 【2-① 避難所生活体験訓練】 

防災役員(救護衛生部)が、１階

作法室内に救護室を開設した。 

救護室内にて、牛込消防署によ

る応急救護のレクチャーを受

けた。 

 

９時３０分、代表世話人による

開会宣言後、高校生訓練参加者

の紹介が行われた。この後、高

校生は、地域防災訓練の各訓練

ブースにて、訓練運営の補助業

務に当たった。 

地下の体育館にて、防寒シート

を床に敷き、その周囲を間仕切

りで囲み、生活空間を作り上げ

た。その後、停電時を想定し、

照明を全て落とした中で、懐中

電灯(各自で持参)を点灯した。 

   
【2-② ＡＥＤ操作訓練】 【2-③ ＤＶＤ講話】 【2-④ 起震車体験】 

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。 

牛込警察署によるＤＶＤ(大震

災に備えたシュミレーション)

を活用した講話を受講した。 

新宿区防災センター職員が参

加者を誘導し、起震車体験を行

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 2８年１０月１５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 
130人 民間事業者 0 人 児童・生徒 138人 

PTA 99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 9人 合  計 423 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】 

① 仮説トイレ設営 ② スタンドパイプ設置体験  

③ 初期消火訓練(水消火器) ④ アルファ化米の炊出し及びバーナー点火訓練 

⑤ AED・三角巾訓練 ⑥ 備蓄倉庫点検・確認 

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〉 

児童にも防災教育の一環として訓練に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

るきっかけとなる訓練であった。児童が参加した昨年度の訓練では、参加者の休

憩時間がとれない等の問題点もあったが、今回の訓練ではそれらの問題点を改善

しスムーズに進めることができた。また新たな試みとして女性担当部が設置され、

多様な避難者への対処について考察することができた。 

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。 

また毎年実施している訓練に関しても、毎回同じ部員が担当・実践するのでは

なく、部員全員が毎年順番に担当を交代し、すべての訓練に携わることが理想で

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 スタンドパイプ組立 水消火器 

児童及び保護者と合同で開会

式を行いました。 

消防団員による説明と、訓練参

加者のスタンドパイプの模擬

設置訓練を行いました。 

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。 

   
バーナー操作体験 三角巾体験 ＡＥＤ体験 

訓練では、お湯は沸かさずバー

ナーの点火から消火操作まで

を参加者が繰り返し体験しま

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。 

   
備蓄倉庫点検・確認 仮設トイレ設置  

備蓄物資の把握を目的とし、倉

庫の点検及び確認を行いまし

た。倉庫が二階ということもあ

り、いざというときに物資のス

ムーズな出し入れが難しいの

では、という課題点も見つかり

ました。 

仮設トイレ設置訓練では、指導

員の指示のもと、小学生(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。 
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協議会名 天神小・新宿中学校避難所運営管理協議会 

訓 練 日 平成 2８年１１月５日（土）  ８時３０分～ １２時００分 

運営する

町会・自治

会等 
東一町会、新宿東二町会、新宿六丁目一新会 

参加者数 

町会・自治会等 

一般参加者 
２３人 民間事業者  ０人 児童・生徒 １０９人 

PTA ２０人 学校教職員 ２１人 防災関係機関等 １５人 

その他 ３人 区職員 １３人 合  計 ２０４人 

訓練概要 

・協議会を運営する３町会と新宿中学校１年生及び若草学級が参加した共同訓練。 

・8 時 30 分新宿中学校けやきホール集合、新宿消防署地域防災担当課長による『地震

その時１０のポイント』の防災授業を実施。 

・9時 5分より訓練開始。 

【訓練項目】①受付訓練 ②受水槽給水訓練 ③発電機操作訓練 ④バーナー訓練 

⑤炊出し訓練 ⑥仮設トイレ組立訓練 ⑦起震車体験訓練 ⑧スタンドパイプ操作訓練 

⑨初期消火訓練 

特色・良

かった点 

・成果等 

■中学生の災害時における地域貢献意識向上への取組みの一環として、平成２６年度

より、協議会と新宿中学校１年生が合同で避難所運営管理訓練を実施している。 

■昨年度までは、中学生と町会が別々の班に分かれて訓練をしていたが、今年度は合

同チームを結成し、訓練を実施した。 

■新宿消防署地域防災担当課長による、防災授業を行った。 

■１年生が昨年度より１クラス増えたため、訓練内容と時間配分を見直し、効率よくかつ

充実した内容になるよう工夫した。 

■高低差のある敷地だが、レイアウトをコンパクトにし、動線の流れがスムーズになるよう

にした。 

 

課題・改

善点等 

■訓練開始時間前に小雨が降ったためか、一般の町会参加者が少なかった。ポスター

掲示等、訓練を周知するための方法を考える必要がある。 

 

■今年度は、合同協議会となっている天神小学校が休みであったため、児童の参加は

少なかったが、教師の参加は多かった。天神小は校庭が天然芝であるため、校庭利用

に制限があるが、発災時を考え、天神小の有効活用と新宿中との役割分担を改善する

余地がある。 

 

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。 

 

■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≫  

   
【防災授業】 【スタンドパイプ操作訓練】 【初期消火訓練】 

新宿中学校けやきホールに集

合。町会長の紹介。次に、新宿

消防署地域防災担当課長によ

る「地震・その時１０のポイン

ト」をテーマにした防災授業を

実施した。 

消防署員・消防団員より操作説

明を受け、消火栓にスタンドパ

イプを設置した。重い消火栓の

蓋を開け、スタンドパイプに消

防ホースを接続した。 

スタンドパイプに接続された

消防ホースで、初期消火訓練を

実施した。力強い水圧に圧倒さ

れながら、火元に見立てた的に

向かって放水した。 

   
【発電機操作訓練】 【バーナー訓練】 【炊出し訓練】 

炊出し訓練のはじめに、発電機

の稼働訓練を行った。希望者を

募ると、たくさんの生徒が手を

挙げ、積極性が伺えた。紐を引

く力加減が難しく、なかなか始

動しない発電機に苦戦した。 

危機管理課の指導の下、中学生

がバーナー点火を体験した。熱

や大きな炎と格闘しながら、慎

重に火を取り扱っていた。 

炊き上がったアルファ化米を

中学生と PTA や日赤が協力し

て、小分け作業を行った。配分

が難しく、あまってしまったア

ルファ化米を、再度詰め直し

た。 

   
【仮設トイレ組立訓練①】 【仮設トイレ組立訓練②】 【起震車体験訓練】 

１グループ約１０人編成で、１

台の仮設トイレの組立を実践

した。イーストアイを組み立て

た様子。 

今年度は、取扱いが少々複雑な

ベンチャーの組立にも挑戦し

た。イーストアイより、時間が

かかったが、町の方と協力しな

がら、無事組み立てることがで

きた。 

防災センター職員の説明後、数

名ずつ起震車へ乗り込み、地震

を体験した。 
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協議会名 西早稲田中学校避難所運営管理協議会 

訓 練 日 平成 2８年 ９月 １７日（土）  ８時３０分～ １２時   

運営する

町会・自治

会等 

西早稲田二丁目ときわ町会、西早稲田二丁目協和町会、諏訪町会 

都営西大久保四丁目アハﾟｰト自治会、区営大久保三丁目自治会、トｰア早稲田マンシｮ

ン自治会、都営西大久保アハﾟｰト自治会、都営西大久保五号棟自治会、ニｭｰタウンオ

ｰクホﾞ自治会、新宿区商店会連合会明和会 

参加者数 

町会・自治会等 

一般参加者 
４２人 民間事業者  人 児童・生徒 １３４人 

PTA 人 学校教職員 ６人 防災関係機関等 １９人 

その他 ３人 区職員 １１人 合  計 ２１５人 

訓練概要 

今年度より学校公開日に合わせ、1学年（4クラス）の生徒と合同により実施。 

戸塚地区３町会と大久保地区自治会等が、１クラス 1町会等の４つのグループ

となり下記の訓練を交互に実施した。 

訓練項目 

①スタンドパイプ、消火訓練、②応急救護、搬送訓練、③ろ過機、簡易トイレ設

置、④ＤＶＤ・講話 

特色・良

かった点 

・成果等 

 

・生徒、町の人々と協力し合って、真剣に各訓練に取り組んでいた。 

・生徒の参加により、いきいきとした訓練になった。 

・4 箇所の訓練場所をグループごとに交互に実施したが、各訓練場所への移動は

スムースに行えた。  

・学校滞在中であれば、生徒も避難所開設を行うということを意識し、率先して

訓練を行っていた。 

課題・改

善点等 

 

・消火訓練や応急救護・搬送訓練は、時間内で終わらないことがあったため、進

行状況を注意し、円滑に次の訓練に移行できるようする。 

・町会等において参加人数のばらつきがあったため、訓練の参加を促していく。 

その他 
※今後取

り組みた

いこと・意

見等 

 

・今年より実施した合同訓練のため、他の避難所訓練を参考にし、訓練内容の充

実を図る。 

・今後も円滑な訓練ができるように学校との事前調整を徹底する。 

≪訓練の様子≫  

   
【集合】 【初期消火訓練】 【応急救護訓練】 

受付後、体育館に集合し１ク

ラス、１町会等でグループづく

りを行った。 

その後、グループごとに、４

つの訓練を実施した。 

スタンドパイプ及び消火器

の操作説明を受け、消火器（空

気式）による初期消火訓練を行

った。 

負傷者発見時から、応急措置

を行う一連の流れの説明を受

け、実際にAEDを操作した。 

   
【搬送訓練】 【搬送訓練】 【簡易トイレ組立訓練】 

毛布と竹棒２本を使い、担架

作成を行った。 

実際に生徒が乗り、毛布担架

の強度や搬送方法等を体験し

た。 

簡易トイレ２基の組み立て

及び撤収作業を行った。 

   

【DVD鑑賞】   

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 DVDにより確認した。 

また、阪神大震災を体験した

区職員から家具転倒が最も多

い被害である旨、説明を受け

た。 
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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 2８年 ９月 ４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、高田馬場住宅自治会 

参加者数 

町会・自治会等 

一般参加者 
１０３人 民間事業者 ０人 児童・生徒 １１３人 

PTA １８人 学校教職員 １４人 防災関係機関等 １８人 

その他 ４人 区職員 ９人 合  計 ２７９人 

訓練概要 

午前８時５０分の地震発災を想定し、午前９時に集合して訓練開始、１１時３

０分に訓練終了。避難所運営管理協議会構成員は避難所の運営のため各部に分か

れ訓練を実施し、参加者は複数グループに分かれて訓練の体験や見学をした。 

 

【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、トイレ用マンホールの掘

り起し、煙体験、アルファ化米の炊き出し、水の汲出し、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、スタンドパイプの展示、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 大人だけでなく参加した多くの中学生に対しても、避難所を運営するという

観点からの訓練を行うことができた。 

２ 今回は防災映像の上映、三角巾の使用、校庭の簡易トイレ 6か所の掘り出し、

煙体験といった新たな取り組みを行った。 

３ 備蓄倉庫を確認し物品とリストとの照合を行うなど、訓練と共に防災物品の

維持点検を行った。 

課題・改

善点等 

１ 災害情報システム及び防災無線訓練の実施を行ったが、セキュリティの都合

上システムの運用は住民のみでは難しいことが判明した。また、半固定型無線

装置がやや高所に設置されていたために、一部の住民が使用できなかった。 

２ 聴覚障害者が安心して避難できるよう、視覚で認識できる文字情報を避難所

内に充実させる必要がある。 

３ 避難所内で円滑に情報を共有するため、本部と各部において指揮系統を構築

する必要がある。 

４ 訓練場所である落合中学校周辺は登り坂が多く、実際の運営時に災害弱者が

利用しやすい避難所ではない。 

 

その他 
※今後取

り組みた

いこと・意

見等 

１ 今回の訓練で判明した課題、改善点を避難所運営管理マニュアルへと反映さ

せていく。 

２ 落合中学校の坂の下に位置する東京富士大学との連携をし、地理的な課題に

も対応できるような防災訓練を実施する。 

 

 

 

≪訓練の様子≫  

   
避難者の受付 水消火器の使用 アルファ化米の炊き出し 

 避難所に受付を設け避難者

の性別、年齢層等の情報を把握

する訓練を行った。 

 消防団の指導のもと、参加者

が水消火器使用の訓練を行っ

た。 

 おとめ山公園では薪を、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。 

   
水の汲出し 三角巾の使用 防災映像の上映 

 ポンプを使用して水の汲出

しの訓練を行った。写真手前は

防災用かまどの入っていたベ

ンチ。 

 三角巾を用い、負傷した際に

患部を固定する訓練を行った。 

 戸塚警察署より提供された

防災情報ＤＶＤの上映を行っ

た。 

   
トイレ用マンホール掘り起し 災害時用トイレの組立 パーティションの組立 

 中学校校庭に埋まっている

トイレ用マンホールを、訓練と

メンテナンスを兼ねて掘り起

した。 

 掘り起したマンホールの上

に、仮設トイレの設置、組立訓

練を行った。 

 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。 
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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 28年 11 月 5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 
38人 民間事業者 0人 児童・生徒 93人 

PTA 4人 学校教職員 8人 防災関係機関等 18人 

その他 3人 区職員 10人 合  計 174 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１年生の混成 6 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、医療資

材搬送〕 

(2)防災訓練〔応急救護（ＡＥＤ、三角巾、応急担架）、避難部屋体験、仮設トイ

レ組立、備蓄倉庫確認、初期消火、煙体験ハウス、受水槽場所確認〕 

 

 

特色・良

かった点 

・成果等 

 
●落二中生徒（1 年生 93 人）が初めて訓練に参加した。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。 

●防災訓練の各班に落二中の先生が同行していただいたのがよかった。 

●タイムテーブルが有効に機能し、スムーズかつ効果的に訓練できた。 

●「非常時、自分たちが誰かにしてもらうのではなく、自分たちが誰かの助けに

なることができる」との感想が生徒から出たことは大変よかった。 

 

 

 

課題・改

善点等 

 
●地域住民の参加者が少なかった。 

●バーナーの使い方が難しかった。バーナーや発電機は誰でも使えるよう、イラ

スト付き説明書があるとよい 

●校庭の仮設トイレ目印がなくなっていた。 

●初期消火と煙体験ハウスは時間があまりかからないので、２つの訓練を合わせ

て 20分あればよいと感じた。 

●炊き出しの実演は、100名以上の参加者へわかりやすく見せる方法が課題。 

 

 

 

その他 
※今後取

り組みた

いこと・意

見等 

 
●若い人は記憶力が良いので、避難所でも戦力になる。今後も生徒に参加してほ

しい。 

●生徒が参加したことで活気が出たと感じた。来年度も継続していければと思う。 

 

 

 

 

≪訓練の様子≫  

   
開会式 炊き出しの実演 煙体験ハウス 

   

   
応急救護（ＡＥＤ） 応急救護（三角巾） 避難部屋体験 

   

   
初期消火 受水槽場所確認 閉会式 
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協議会名 淀橋第四小学校避難所運営管理協議会 

訓 練 日 平成 2８年 ９月２５（日）  １０時００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 
１３２人 民間事業者  ０人 児童・生徒 ０人 

PTA １１人 学校教職員 １３人 防災関係機関等 １７人 

その他 ８人 区職員 ９人 合  計 １９０人 

訓練概要 

 

状況設定：8:30震度 6弱の地震発生 

校門開錠訓練：学校施設管理協力員が校門開錠を実施。 

参集訓練：一時避難場所に集合した避難者を、避難所である淀橋第四小学校まで避難誘導。 

受入訓練：避難者カードの配付・記入・回収、避難者数の集計を行った。 

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。 

放水訓練：消防署と消防団による小型消防ポンプ、スタンドパイプ等を使った放水訓練 

ペット救護所デモストレーション・ペット防災に関する説明 

【グループ別訓練項目】 

① 消火訓練：水消火器を使用した消火訓練 

② バーナー操作訓練：危機管理課指導による発電機・バーナーの操作訓練 

③ 救急救護訓練：消防署・消防団指導によるＡＥＤ操作訓練 

④ 炊き出し訓練：アルファ化米を使用した炊き出し訓練 

⑤ 避難所居住訓練：危機管理課指導による間仕切りづくり・見学 

特色・良

かった点 

・成果等 

 

昨年、一昨年と雨天のため訓練は中止となっていた。今年度は、雨天時でも訓練を行える

よう雨天時用の訓練プログラムも作成し訓練に備えた。当日は天候が良かったため予定通

りに訓練を実施できた。 

課題・改

善点等 

 

 町会等の地域住民からの参加者においては、高齢者が多かったように感じた。 

 実際に避難所を開設し運営するときには、若い層の地域住民の協力が不可欠である。多

くの地域住民に訓練の参加を呼びかけ、日頃から地域防災の意識向上に向けた取り組みや

避難所設営・管理等、現場の核となる人材を育てていくことが必要と感じた。 

その他 
※今後取

り組みた

いこと・ 

意見等 

 今年度は 3年ぶりに訓練を実施したこともあり、町会等の参加者の中には行動しにくそ

うな方が多く見受けられた。今年度は雨天時用の訓練プログラムを作成したので、可能な

限り毎年訓練を実施し、有事の際に役立てるようにしていきたい。 

 来年はトイレの組み立て等の今年度実施しなかった訓練や女性の配慮等を取り入れた訓

練が実施できるとよいと思う。 

  

 

   
校門開錠訓練 参集訓練 無線訓練 

町会、学校教職員等が立会いのもと

行いました。 

 一時避難所から町会別に参集 

 しました。 

町会担当者から特別出張所長が報告

を受けました。 

  

   
放水訓練 小型消防ポンプの準備 ペット救護所 

 消防団指導のもと、各町会の小型 

 消防ポンプで一斉に放水しました。 

 小型消防ポンプを繋ぐ水槽の 

 組立訓練も行いました。 

 発災時のペットの対応等について、 

 保健所職員が説明をしました。 

  

 

 
消火訓練 

消防署の指導のもと、水消火器を使

用し実際の炎を消火しました。大人

も子供も体験できました。 

 

 

 

 

     

 
救急救護訓練 

消防団の指導のもと、AED操作や 

胸骨圧迫等の訓練を行いました 

 

 
炊き出し訓練 

 アルファ化米を参加者が試食し 

 ました。 

 

 
避難所居住訓練 

危機管理課指導のもと間仕切りの 

組み立て方法等を学びました。 

バーナー操作・発電機起動訓練 

 危機管理課の指導のもと、バーナーや発電機の扱い方を学びました。 
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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 2８年 ８月 ２８日（日）  ８時 ００分～ １１時 ００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 
５２人 民間事業者  ６人 児童・生徒 0人 

PTA ６人 学校教職員 ５人 防災関係機関等 ２０人（医

師2名含む） 

その他 １人 区職員 ２５人 合  計 １１５人 

訓練概要 

 

①避難所訓練 

ⅰ)全員で避難所設営（備蓄倉庫物品確認・搬出、安全確認、受付訓練、仮設トイ

レ組立て、アルファ化米作成、無線連絡等につき、シュミレーションを行う。） 

ⅱ)各担当部に分かれて、再確認作業を行う。 

[詳細別紙「平成 2８年度西新宿小学校避難所防災訓練 進行表」のとおり] 

②医療救護所訓練 

 

特色・良

かった点 

・成果等 

 

避難者役参加者を除き、全員で具体的な設置作業を確認することができた。避難

者役参加者については、受付訓練に参加するとともに、消防署による応急救護訓

練に参加した。児童館側スペースを利用し、医療救護所における搬送訓練を行っ

た。 

課題・改

善点等 

 

学校利用計画、医療救護所の設置場所等、レイアウトを再検証する必要がある。

設置に特化した内容としたため、協議会構成員を中心とした参加者となり、多数

の参加を呼びかけて地域全体での防災意識の向上を図るという内容とはしなかっ

た。 

その他 
※今後取

り組みた

いこと・意

見等 

 

避難所運営管理協議会の役割り、位置づけについて、総体的にレクチャーする機

会を提供する必要があると思われる。 

避難所運営マニュアルを早期に策定し、それに基づく具体的な訓練メニューを行

う必要がある。 

 

 

≪訓練の様子≫  

   
〔受付カード配付〕 〔無線訓練〕 〔仮設トイレ設置〕 

 

会議室に受付を設置し、受付カー

ド・登録カードを配付した。（庶

務・情報連絡部） 

 

避難所設置報告、及び受付カード

集計作業のうえ避難者数を報告

した。（庶務・情報連絡部） 

 

備蓄倉庫より、運びだし、設置、 

説明を行った。（救護衛生部） 

   
〔間仕切り組立て〕 〔ペットケージ設置〕 〔応急救護訓練〕 

 

間仕切りの組立て、説明を行っ

た。 

 

衛生課職員とともにケージの設

置を行った。（救護衛生部） 

 

消防署による応急救護訓練を行

った。 

   
〔学校利用計画、女性専用スペース〕 〔医療救護所、搬送訓練〕 〔アルファ化米作成〕 

 

女性支援のため、女性・乳幼児専

用の部屋を確保、表示作業による

確認を行った。 

 

医師会医師及び東新宿保健セン

ター職員による搬送訓練を行っ

た。 

 

アルファ化米の作成、配付を行

った。（物資供給部） 

 


