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はじめに 

 

 災害は、いつ、どこで発生するか分かりません。地震はもとより、雨、風、雪、地すべりなどによ

る、様々な自然災害が起こりえます。 

 

 近年は異常気象による集中豪雨が頻繁しており、町民の生命・財産を災害から守り、安心・安全に暮

らすための防災対策がより一層重要になってきています。 

 

 本マニュアルは、「吉岡町地域防災計画 吉岡町防災会議」「吉岡町防災ガイド」に則り、各地域にお

ける自主防災訓練を行うための手順をまとめたものです。 

  

http://www.town.yoshioka.gunma.jp/bosai/pdf/bosai2014-01.pdf
http://www.town.yoshioka.gunma.jp/bosai/pdf/bosai_guide_2014.pdf
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１．訓練の目的 

 町民が安心・安全に暮らすため、その生命身体及び財産を災害から守る防災対策は、重要事項の一つ 

です。 

 大規模災害が発生したときは、被害の拡大を防ぐため、国、県、町は全力で対応しますが、早期実効性 

のある対策をとる事が難しい場合や、行政自体が被害を受けている場合もありますので、行政の対応（公 

助）には限界があります。 

 そこで、町民の一人ひとりが、自分の身を自分で守る（自助）と共に、地域や近隣の人々が集まって、 

互いに協力しあい、組織的に防災活動に取り組む（共助）ことが重要になります。自助・共助・公助が連 

携することにより、被害の軽減を図ることが期待できます。特に地域で協力し合う体制や活動（共助）は、 

自主防災組織が担うべき活動の中核となります。 

 自主防災組織の運営については、住民の自発的な活動であるため、訓練においても自主的な活動・計画 

が必要であり、地域の実情に即した訓練を実施し、地域の防災力の向上を図ることで、いざ
．．
というときに 

備えます。 

 

  ※自助、共助を基本に、災害が起きた際は「自分の命は自分で守る」という事を最優先にして下さい。

第二に、地域の助け合いによって「自分たちの町は自分たにで守る」という共助の考え方が欠かせ

ません。 

   共助の考えから、地域コミュニティ活動の一環として、町内会・自治会を基礎とした自主的な防災

組織が地震や火災、水害などの災害に対して自分たちの町を守る活動を行うことが出来るよう、

様々な訓練を行う必要があります。 

 

２．訓練の方針 

 災害・防災の正しい知識を習得することから始まり、地域の危険箇所、町民の皆様が住んでいる場所に

ついて把握し、災害時に対応・行動できるように、各種訓練を行います。訓練を行う上で、どのような方

針により訓練を進めるかを良く話し合い、明確にする必要があります。いきなり訓練を実施するのではな

く、事前に以下のような項目について準備しておくと、より効果的な訓練が実施できます。 

２．１ 地域を知る 

  自分たちの住んでいる地域を知っておくことは、防災活動上大切なことです。 

  防災の視点で地域を再確認し、地域防災マップ1の作成や見直しを行い、皆さんの住んでいる生活空 

 間を防災の視点から点検を行い、がけ、看板等の危険と思われる場所、集会所、コンビニエンスストア、 

 病院等の災害発生時に役立つ施設、公園や避難場所がどこか、といったことなどを把握します。 

  災害時には、あらかじめ決めておいた避難経路に問題が生じることもあります。避難経路や避難場所 

 は複数選定しておき、その状況を判断して、最も安全な選択をします。 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
1 吉岡町地域防災計画 
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  (1)災害を知る 

   地震・風水害その他の災害と被害の関係について知り、過去の災害事例について確認をし、問題点 

   を検討しましょう。 

(2)人を知る 

   地域にどのような人がどのような時間に存在し、どの程度の活動かを知っておくことが重要です。 

   お年寄りや身体の不自由な方など、災害時に支援が必要な方、救援活動ができる人もチェックして 

   おきましょう。 

(3)技術の習得 

   防災に関するパンフレットの作成による意識啓発、訓練や講習会への参加等、知識と技能を身につ 

   けます。 

 

２．２ 訓練の流れ 

  訓練の実施内容を決定します。 

  実際に災害が発生したときを想定し、初期消火、救出・救護、非難指示などを一連の流れで実施する

事になります。また、発生した災害の種類や天候、時刻に違いによって、災害対応も異なります。それ

ぞれの災害の特徴を捉え、的確に対応できるよう訓練しましょう。 

 

 

３．訓練の種別 

３．１ 初期消火訓練 

  大規模災害時に、最も被害を拡大させるものの一つとして火災があります。 

  火災の拡大を防ぐためには、初期消火が欠かせません。いったん燃え広がると大規模火災へとつなが

•正しい知識、技術の習得する事を心がける。

•どういう目的で訓練を行うかで、訓練種別は異なってくる。

•消防機関等の指導を受けるかどうかも検討。

目的・指針

•予め防災に関する知識や地域の危険場所、危険状況について学
習する機会を設け、防災の知識等を深めながら、実際の活動を
とおいて段階的に訓練レベルを上げていく。

目標決定
計画立案

•訓練に当たっては、事故防止に努め、災害時要援護者にも配慮
した効果的な訓練内容とする。

実施

•訓練に使用した救助工具等に用品を点検し、参加者の意見・要
望を集約する。

•訓練終了後に、検討会を行う。

点検評価

•参加者からの意見や役員会において出された提案等を踏まえ、
実施方法や住民の参加し易さ等改善点を検討する。

是正改善

•改善した内容で次回の訓練を実施するため、実施計画を立案し
て準備する。

次回訓練
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る恐れがあるので、火を出さないことが大切です。 

  もし火が出た場合、家庭・地域で初期のうちに完全に消し止めることが出来る技能を修得しましょ

う。 

 

３．１．１ 消火器取扱訓練 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．１．２ 消火器以外の消化方法 

   (1)バケツリレーでの消化訓練 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　消火器には、火災の適応表示がありますので、火災の種類に適した消火器を選びましょう。

白色 木材、紙、布などが燃える火災用

黄色 灯油、ガソリンなどが燃える火災用

青色 電気設備等が燃える火災用

２．粉末消火器は、一旦火が消えたように見えても再び燃え上がる危険があるため、バケツ等で水

をかけ完全に消化します。

・地域に設置されている街頭消火器もできるだけ早く、多く集めて消化します。

消

火

器

の

種

類

３．強化液消化器は、壁などが燃えていような場合、上からかけると効果があります。

１．炎が天井に燃え移ると、一気に燃え広がる危険があるため、初期消火止めて屋外に避難しま

す。

２．屋外に避難したら、内部に人がいないことを確認し、燃えている屋内に向けて粉末消火器を放射

し、出入り口の扉を閉め、空気の供給遮断します。

・途中で安全ピンを抜くと、消化する前に薬剤が放射したりして、役に立たないことがあるため、注意が必要です。

・炎の大きさにまどわされないように、燃えているものをしっかり確認します。

・室内における初期消火の限界は天井に燃え移るまでであり、一人だけでなく家族、隣近所で協力しあって消化します

電気火災

消火器による

消化要領

粉末消火器に

よる火勢の抑

制要領

消

化

器

具

の

使

い

方

注

意

事

項

普通火災

油火災

１．できるだけ姿勢を低くして、煙や熱から身を守るように構え、ノズルを火元に向けます。

表３．１．１ 消火器の使用方法と種類 

三角消化バケツ 

普通のバケツ 

ビニール袋に水をためる 
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３．２ 避難訓練 

  地震等による建物の倒壊・損傷・洪水、大規模な火災により、地域住民の生命・身体に危険が及ぶ場

合は、直ちに安全な場所への避難が必要になります。 

  また、火災、地震、水害など災害の種類によって非難方法が異なります。 

  そして、災害時要援護者の非難支援の必要であり、地域の全員が事前にしっかりと避難訓練をしてお

くことが大切です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．２．１ 訓練における注意点 

   (1)避難勧告の伝達 

   (2)避難者の人数確認 

   (3)安全な避難方法の訓練 

   (4)一時避難所から収容施設への避難時の役割分担 

   (5)事前準備として避難経路の確認 

３．２．２ 緊急持ち出し品のチェック欄 

   非常時に持ち出す物はひとまとめにし、どこに置いてあるかを家族相互でチェックしましょう。自 

  分の家にとって必要な物品について家族で話し合い、準備しましょう。 

 

 

 

災害種別の決定 

突発発災時の避難訓練 警戒宣言時の非難訓練 

火災発生防止措置 

避難勧告 

避難対象地域の住民は 

早めの行動を 

安全な服装で、非常時持ち出し

品を携行し非難する 

安全面に注意して避難所まで非難 
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チェック欄 非常時持出品チェックリスト 点検日 

 非常食  

 飲料水  

 携帯ラジオ  

 懐中電灯  

 ろうそく  

 マッチまたはライター  

 医薬品  

 現金  

 健康保険証  

   

表３．２．２ 非常時持出チェックリスト（記入例） 

 

４．災害訓練の準備 

４．１ 訓練内容の企画 

  実際に災害が発生した時には、初期消火、救出・救護、非難誘導などを一連の流れで実施することに 

 なります。また、発生した災害の種類や、天候、時刻によって災害対応も異なります。それぞれの災害 

 の特徴を捉え、的確に対応できるよう訓練しましょう。 

４．１．１ 訓練実施本部の立ち上げ 

   訓練実施日や訓練内容を企画・決定します。 

   (1)訓練実施本部の組織編制、責任者の選任、 

   (2)訓練実施日時の決定 

   (3)訓練実施会場の決定 

   (4)災害種別、被害想定 

   (5)訓練項目、内容の決定 

   (6)タイムスケジュールの設定 

   (7)訓練経費の見積もり 

４．１．２ 関係者への協力依頼 

   協力機関（消防、警察等）、関係者への協力依頼を行います。 

   本部長は、災害の状況に応じ関係機関に対して必要な措置を講ずるよう協力を要請し、本部と当該 

  機関との連絡のための職員の派遣を要請する。 

 

関 係 機 関 電 話 番 号 

渋川行政県税事務所  ０２７９－２２－０７７７  

渋川土木事務所  ０２７９－２２－４０５５  

渋川保健福祉事務所  ０２７９－２２－４１６６  

渋川警察署  ０２７９－２３－０１１０  

渋川広域消防本部  ０２７９－２５－０１１９  

表４．１．２ 関係者一覧（「吉岡町地域防災計画」より） 
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４．１．３ 機材、資材等の準備 

   ヘルメット、プラカード、テント、リヤカーなど。 

 

４．１．４ 住民への広報活動 

   (1)防災無線 

   (2)回覧板 等 

 

４．２ 災害訓練の流れ 

４．２．１ 住民への呼びかけ 

   住民に対して、防災訓練実施を防災無線等で呼びかける。 

４．２．２ 会場設営 

   (1)訓練実施本部の設置 

   (2)訓練場所への資材・機材の搬入・設置 

   (3)各訓練を指揮、誘導する人員の配置 

４．２．３ 避難誘導訓練 

   (1)住民に対して訓場所への避難誘導を行う 

   (2)避難誘導班は非難場所へ住民を誘導する 

   (3)情報班は①被害状況の収集②避難者カード集計③本部への伝達を行う 

   (4)避難訓練結果の報告 

４．２．４ 各個別訓練の説明 

   (1)個別訓練の内容、手順を説明する 

   (2)班分けして訓練する場合は、班や各訓練の所要時間なども説明する 

４．２．５ 各個別訓練の実施 

   訓練項目を記述 

４．２．６ 訓練の講評 

   訓練全体の講評を行う。 

   (1)訓練にかかった時間 

   (2)良かった点、気になった点 

   (3)災害時には、訓練と同様落ち着いて行動して欲しいこと 等 

４．２．７ 点検・評価 

   訓練終了後に、参加者からの意見・要望を集約する 

 

５．災害訓練の実施 

５．１ 災害訓練実施フロー 

５．１．１ 地震編 

   (1)被害想定 

    時系列により、家屋の倒壊や火災が発生する。 

   (2)時系列による地震災害時の事象と訓練項目 
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 想定される事象 訓練項目と注意事項 

命
・
家
族
を
守
る 

・家屋の転倒 

・家屋の倒壊 

・初期対応 

地震発生直後に自分と家族の身の安全を守

るために訓練を行います。 

・火災の発生 ・初期消火訓練 

 地震によって発生した初期の火災を消化す

ることを想定して訓練を行います。 

被
害
状
況
の
確
認 

・住民への避難誘導活動 

・災害時要救護者への非難支援 

・避難誘導訓練 

 地震により家屋が危険となったため、避難場

所に避難することを想定して訓練を行いま

す。 

 ※状況によって避難場所が変更になること

もありますので、臨機応変に対応できるよ

うに訓練しておきましょう。 

 ※避難場所まで歩いてみて、時間や順路を把

握することが重要です。 

 ※誘導班となった人は避難場所まで住民を

安全に避難誘導する。 

被
害
の
拡
大
を
防
ぐ 

・安否や被害についての情報収集 ・情報収集・伝達訓練 

 地震発生直後は情報が混乱しかねないため、

正確な情報を迅速に伝達できるように訓練

を行います。情報収集の方法、伝達事項、伝

達毛糸、伝達方法はあらかじめ決めておきま

しょう。 

 ※情報班①被害状況の収集②避難者カード

集計作業③本部への伝達を行う。 

・家具・家屋の倒壊による負傷者の発

生 

・救出救助訓練 

 建物倒壊や落下物などにより、多数の負傷者

が発生することが想定されます。救助隊がす

ぐに駆けつけられるとも限らないため、自分

たちで救出・救助できるように訓練を行いま

す。 

 

・けが人の救護 ・応急救護訓練 

 建物倒壊や落下物などにより、多数の負傷者

が発生することが想定されます。救助隊がす

ぐに駆けつけられるとも限らないため、自分

たちで応急救護できるように訓練を行いま

す。 
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 想定される事象 訓練項目と注意事項 

生
活
を
守
る 

・避難所の開設 ・避難所設営・運営訓練 

災害により、自宅で安全な生活を送ることが

できなくなってしまうことが想定されます。

避難してきた方々が安心して避難生活を送

れるよう訓練します。 

・物資の要請・配給 

・炊き出し（給水・給食） 

・炊き出し（給水・給食）訓練 

 被災後は水・食料の不足やライフラインが断

たれることが想定されます。限られた食料や

資機材を使って調理できるよう訓練します。 

   (3)スケジュールの作成 

   スケジュールを作成します。 

５．１．２ 風水害 

   (1)被害想定 

    台風や集中豪雨によって、土砂災害や浸水被害、強風による家屋の倒壊などが発生する。 

   (2)時系列による地震災害時の事象と訓練項目 

 想定される事象 訓練項目と注意事項 

風 

水 

害 

発 

生 

前 

・気象情報により風水害（降雨、強風、

土砂災害）発生の恐れが予報される。 

・所動期対応 

気象情報や避難準備情報などを収集し、非難

の準備をする訓練を行います。 

・自主防災本部で情報の集約・伝達が

行われる。 

・情報収集・伝達訓練 

 すばやく正確に収集した気象情報・被害状況

などを伝達できるように訓練を行います。 

 ※大雨が降ることが予想される場合は、土砂

災害、浸水災害に備えましょう。 

 ※土砂災害の前兆炎症を発見した場合は、す

ぐに安全な場所へ避難しましょう。 

・河川の水位が上昇する。 

・内水氾濫（道路冠水が出始める） 

・土嚢作り・積上げ訓練 

  初期の段階での浸水の場合を想定し、土のう

を作り、積上げて浸水を防ぐ訓練を行います。 

・住民への避難誘導活動 

・災害時要援護者への避難支援 

・避難誘導訓練 

  家屋の浸水や土砂災害が発生する危険がある

場合に、避難所へ避難することを想定して訓

練を行います。 

 ※風水害の避難場所は地震時とは異なる場

合があります。 

 ※状況によって避難場所が辺子になること

もありますので、臨機応変に対応できるよ

うに訓練しておきましょう。 
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 想定される事象 訓練項目と注意事項 

風
水
害
発
生
前 

・住民への避難誘導活動 

・災害時要援護者への避難支援 

 ※避難経路は河川沿いや想定される浸水箇

所などを避けるようにしましょう。 

 ※避難所まで歩いてみて、時間や順路を把

握することが重要です。 

 ※防災行政無線が雨音で聞こえにくくなる

ことも想定しておくとよいでしょう。 

風 

水 

害 

発 

生 

後 

・家屋の浸水 

・土砂災害の発生 

・救出救助訓練 

 家屋の浸水や土砂災害などにより、多数の

負傷者が発生することが想定されます。救

助隊がすぐに駆けつけられるとも限らない

ため、自分たちで救出・救助できるように

訓練を行います。 

・けが人の救護 ・応急救護訓練 

 家屋に浸水や土砂災害などにより、多数の

負傷者が発生することが想定されます。救

助隊がすぐに駆けつけられるとも限らない

ため、自分たちで救出・救助できるように

訓練を行います。 

生
活
を
守
る 

・避難所の開設 ・避難所設営 

 災害により、自宅で安全な生活を送る事が 

できなくなってしまうことが想定されま

す。避難してきた方々が安心して避難生活

を送れるよう訓練します。 

・物資の要請・配給 

・炊き出し（給水・給食） 

・炊き出し（給水・給食）訓練 

 被災後は水・食料の不足やライフラインが

断たれる事が想定されます。限られた食料

や資機材を使って調理でえきるよう訓練し

ます。 

 

   (3)スケジュールの作成 

 

５．１．３ 雪害 

   (1)被害想定 

    集中降雪によって雪崩や、家屋等の倒壊が発生する。また、暖房器具の事故により、火災が発生 

   する。 
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   (2)時系列による地震災害時の事象と訓練項目 

 想定される事象 訓練項目と注意事項 

雪 

害 

発 

生 

前 

・気象情報により雪害発生のおそれ

が予報される。 

・初動期対応 

   雪害が発災する前から、気象情報などを収

集し、避難の準備を行います。 

・自主防災本部で情報の集約・伝達

が行われる。 

・情報収集・伝達訓練 

 すばやく正確に収集した気象情報・被害状

況などを伝達でいるように訓練を行いま

す。 

・積雪により、家屋が傾く 

・山間部で雪崩発生のおそれが予報

される。 

・避難誘導訓練 

 豪雪のため、家屋の倒壊や雪崩が発生する

危険がある場合に、避難所へ避難すること

を想定して行います。 

 ※防災行政無線が雪で聞こえにくくなるこ

とも想定しましょう。 

雪 

害 

発 

生 

後 

・暖房器具の事故により火災が発生 ・初期消火訓練 

 暖房器具の事故により発生した火災を消火

することを想定して訓練を行います。 

・積雪による家屋の倒壊 

・落雪による生き埋め 

・救出救助訓練 

 雪害により倒壊した家屋かの搬出や、落

雪・雪崩による生き埋めからの救出などを

想定して訓練を行います。 

・けが人の救護 ・応急救護訓練 

 雪害により負傷者が出ることを想定して訓

練を行います。 

生 

活 

を 

守 

る 

・避難所の開設 ・避難所設営・運営訓練 

 災害により、自宅で安全な生活を送ること

が出来なくなってしまうことが想定されま

す。避難してきた方々が安心して避難生活

を送れるよう訓練します。 

・物資の要請・配給 

・炊き出し（給水・給食） 

・炊き出し 

被災後は水・食料の不足やライフラインが

断たれる事が想定されます。限られた食料

や資機材を使って調理でえきるよう訓練し

ます。 

 

   (3)スケジュールの作成 
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５．２ 訓練の実施 

５．２．１ 初期対応訓練 

   (1)想定される災害 

    地震、風水害、雪害 

   (2)訓練のねらい 

    災害発生直後から、避難所へ向かうまでの行動を習得します。 

   (3)訓練内容 

    災害時の初期対応 

    ①非常持出袋の準備 

    ②地震時の対応 

 正しい情報の確認を行います。 

    ⅰ)地震時は、余震の恐れもあるので、ラジオ、テレビ等で正しい情報の入手を行います。 

    ⅱ)揺れが大きい時は、机の下にもぐるなど、身の安全を確保します。 

    ③火元の確認 

     火元の確認を行い、出火していたら落ちついて初期消火につとめます。 

    ④ガスの元栓を閉め、電気のブレーカーを切る 

      避難が必要な時は、「ガスの元栓を閉める」「電気のブレーカーを切る」の動作を行ってから避  

     難します。 

    ⑤隣近所の安全確認 

     自宅の安全確認後、隣近所の安全確認を行います。 

５．２．２ 避難誘導訓練 

   (1)想定される災害 

    地震、風水害、雪害 

   (2)訓練のねらい 

    安否確認、傷病者などの搬送を含む安全な避難誘導方法を習得する。 

    避難場所まで実際に歩いてみて、避難経路や時間を把握する。 

   (3)訓練内容 

    各家から避難場所までの避難誘導、要援護者の避難誘導、避難路を迂回する避難誘導。 

    ①防災無線などにより、避難誘導を呼びかけます。 

     訓練は、一時避難場所、指定避難場所等避難場所を替えて行います。 

     ⅰ)火の始末、戸締りを徹底して行う。（時間に余裕があり、家屋に損傷がない時） 

     ⅱ)玄関などの扉を開けて逃げ道の確保を行う。 

     ⅲ)電気のブレーカーを落とす。（時間に余裕があり、家屋に損傷がない時） 

     ⅳ)ガスの元栓を閉める。（時間に余裕があり、家屋に損傷がない時） 

     ⅴ)非常持出袋を持参する。 

    ②一時避難場所で人員点呼をし、安否確認を行います。負傷者や病人などがいる場合、指定避難 

     場所までの避難誘導方法（協力人員の養成を含む）を検討します。 

     要援護者の安否確認は特に注意して行いましょう。 

    ③指定避難場所までの避難経路を確認し、非難を開始します。避難に当たっては、避難者の前後 

     に立ち避難誘導します。 

     ⅰ)要援護者の避難誘導 

      車椅子、リヤカーなどを使って要援護者を誘導します。 
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     ⅱ)避難経路を迂回する避難誘導 

      想定した避難経路が災害により通行できない状況になったというシナリオのもと、迂回し 

      て避難場所へ向かいます。 

    ④指定避難場所に到着したら、点呼をとり、非難にかかった時間を報告します。 

５．２．３ 情報収集・伝達訓練 

   (1)想定される災害 

    地震、風水害、雪害 

   (2)訓練のねらい 

    正確な情報を収集し、確実に伝える方法を習得する。 

   (3)訓練内容 

    自主防災本部での情報収集、気象や河川水位などに関する情報の収集、各種機関への支援要請、 

    119番通報 

    ①自主防災本部での情報収集 

     ⅰ)住民の所在・安否確認や、被害状況、災害情報を自主防災本部で集約します。 

     ⅱ)報告内容に応じて、救援に必要な人員、必要物資の調達と配置を行います。 

    ②気象や河川水位などに関する情報の収集 

     ⅰ)自主防災本部を設置し、町からの情報や、国・県からの気象や河川に関する情報などを、 

      防災行政無線、広報車、テレビ・ラジオなどの報道機関、インターネット（パソコン、 

      スマートフォンなど）から収集します。 

     ⅱ)収集した情報を本部において集約し、情報共有を図ります。 

    ③各種機関への支援要請 

     町、消防本部、電力会社などへ被害状況を報告し、支援の要請を行います。 

    ④１１９番通報 

     訓練用電話機などを使って、１１９番通報の訓練を行います。 

     伝える内容は、 

     ⅰ)火災か救急か 

     ⅱ)場所、建物名称や目標物 

     ⅲ)火災の場合は、「何が燃えているか」「逃げ遅れはあるか」 

     ⅳ）救急の場合は、「誰が・いつ・どこで・どうしたか」 

     を伝えます。 

 

５．２．４ 初期消火訓練 

   初期消火訓練は、消防団、消防署へ事前に協力を依頼しておきましょう。 

   (1)想定される災害 

    地震 

   (2)訓練のねらい 

    初期発火にうちに消火できる技能を身につける 

   (3)訓練のねらい 

    バケツリレーによる消火、訓練用水消火器を使用した消火、天ぷら（油）火災の消火など 

    ①バケツリレーによる消火 

     ⅰ)１０～２０名程度でチームを編成します。 

     ⅱ)水槽に溜めた水（防火水槽など）をバケツで順番に中継します。 
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     ⅲ)最後尾の人が火元めがけてバケツの水を投げかけます。 

     ⅳ)火が消えるまで中継を繰り返します。 

    ②消火器（訓練用水消火器）による消火 

     ⅰ)指導者から、消火器の使用法や使用上の注意点の説明を受けます。 

     ⅱ)水消火器を使って的に向けて放水します。 

    ③可搬ポンプを使用した消火 

     6名程度で、可搬ポンプを使って初期消火を行います。 

    （筒先：2名、予備員：1名、機関員：1名、連絡員：1名、指揮者：1名） 

    ④天ぷら（油）火災の消火 

     天ぷら油火災では、油が飛び散り、やけど
．．．

の恐れがあります。 

     水をかけるのは、絶対にやめましょう。 

     ⅰ)強化液消火器を使った消火 

     ⅱ)大きめの濡れた布を使った消火 

     ⅲ）シーツのような大きめの布（綿など）を用意し、水につけて濡らします。 

     ⅳ)布の一辺の両端を持って、ゆっくりと火のついたコンロに近づきます。 

     ⅴ)ゆっくりと鍋の手前から布を覆いかぶせるようにかけます。空気を遮断するように鍋をか 

      ぶせます。 

     ⅵ)最後にコンロのスイッチを切ります。再燃を防ぐため、温度が下がるまでしばらく置いて 

      おきます。 

５．２．５ 救出・救助訓練 

   (1)想定される災害 

    地震、風水害、雪害 

   (2)訓練のねらい 

    要救助者を迅速に救出、救助できる技能を修得する。 

   (3)訓練内容 

    機器を使わない搬送、機器を使った搬送、倒壊ブロック塀からの救出、倒壊家屋からの救出、重 

    機を使用した救出、ロープワークによる急出訓練を行います。 

    ①機器を使わない搬送 

     ⅰ)１人で搬送する方法 

      ・背部から後方に移動する方法 

      ・毛布やシーツを使って搬送する方法 

      ・背負って搬送する方法 

      ・横抱きで搬送する方法 

     ⅱ)２～3人で搬送する方法 

      ・傷病者の前後を抱えて移動する方法 

      ・手を組んで搬送する方法 

      ・３人で搬送する方法 

    ②機器を使った搬送 

     ⅰ)担架に傷病者をのせて搬送する方法 

     ⅱ)車いすに傷病者をのせて搬送する方法 

     ⅲ)リヤカーに傷病者をのせて搬送する方法 

    ④倒壊ブロック塀からの救出 
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     準備として、廃材やベニヤを利用して、倒壊したブロック塀に見立てて、中に生存者のいる事 

     を示す要救助者用のダミー人形を設置しておきます。 

     ⅰ)挟まれている人に声をかけ、人数を確認します。 

     ⅱ)周囲の人に声をかけ応援を求めます。 

     ⅲ)てこ
．．
の原理を利用して間隔を作り、痛みを和らげるようにします。てこ

．．
に使う支点は、角 

      材などの堅く安定性のあるものを使用します。 

     ⅳ)ブロック塀の一部を破壊して、てこ
．．
に係る荷重を軽くします。 

     ⅴ)持ち上げてできた空間が崩れないように角材などで補強します。 

      隙間があれば、てこ
．．
の代わりに自動車用ジャッキを使って持ち上げます。 

    ⑤倒壊家屋からの救出 

 準備として、廃材やベニヤを利用して、倒壊した建物を作り、中に生存者のいる事を示す要救  

 助者用のダミー人形を設置しておきます。 

 ⅰ)要救助者の状況を確認し、作業の妨げとなる部分があれば、のこぎり、かけや（木槌）、ハ 

  ンマーなどを使って破壊し、取り除きます。 

 ⅱ)ジャッキがある場合は、ジャッキを使って持ち上げます。バールなどもあれば使用します。 

 ⅲ)隙間が崩れないように角材なで補強します。 

    ⑥重機を使用した救出 

 町内にクレーン車やショベルカーがある場合は、災害時に救援してもらえるよう、所有者と 

 協議しておきましょう。 

    ⑦ロープワークによる救出 

     ⅰ)ロープのさまざまな結び方を訓練します。 

     ⅱ)ロープワークを使って高所からの救出訓練を行います。 

      ・自分自身をローブで降ろす方法 

      ・人の助けを得て、降りる方法 

５．２．６ 応急救護訓練 

   (1)想定される災害 

    地震、風水害、雪害 

   (2)訓練のねらい 

 負傷者の応急手当と意識のない人に対する救命法を習得する 

 (3)訓練内容 

 骨折に対する応急手当、出血に対する応急手当、やけどに対する応急手当、心肺蘇生、AED操 

 作、トリアージ、エアーテント 等 

 ①骨折に対する応急手当 

  骨折している箇所に添え木をして、三角巾なので固定します。 

  添え木がない場合は、雑誌などで固定します。 

 ②出血に対する応急手当 

  ⅰ)直接圧迫止血法 

   清潔なガーゼやハンカチなどを重ねて出血部位に当て、その上を手で圧迫します。 

 ③やけどに対する応急手当 

  流水で冷やし、清潔なガーゼや布なので包みます。 

  ⅰ)服の下にやけどがある場合は、無理に脱がさないようにしましょう。 
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  ⅱ)みずぶくれは破らないように注意しましょう。 

 ④心肺蘇生 

  ⅰ)負傷者の耳元で「大丈夫ですか」と声をかけ、反応があるかないかを確認します。 

  ⅱ)反応がなければ、大声で周囲に助けを求め、１１９番通報します。 

  ⅲ)負傷者の呼吸を確認し、呼吸がないと判断したら、ただちに胸骨圧迫と人工呼吸を開始し  

   ます。 

 ⑤AED操作 

  ⅰ)AEDを負傷者の横に置き、電源を入れます。 

  ⅱ)負傷者の胸に電極パッドを貼ります。 

  ⅲ)音声メッセージに従って操作し必要があれば、電気ショックを行います。 

５．２．７ 避難所設営・運営訓練 

   (1)想定される災害 

    地震、風水害、雪害 

   (2)訓練のねらい 

    資材の確保や避難所の開設を行い、避難場所を円滑に運営できるように訓練する。 

   (3)訓練内容 

    資材の確保、小規模避難場所設営、簡易トイレの設置、施設の利用計画を立てる、避難者の配置 

    を検討する、運営組織の立ち上げ、伝言用ダイヤル１７１、ボランティアセンターの立ち上げ 

    ①資材の確保 

     避難生活において必要となる、シート、マット、毛布などの資材を確保します。 

    ②小規模避難場所設営（間仕切り、段ボールベッド） 

     ⅰ)間仕切り設営訓練 

      間仕切りボード（段ボールなども）を設営して、災害の際、どれだけの世帯が非難できるの 

      かということや、女性に配慮したプライベートルームの実用性を把握します。 

     ⅱ)段ボールベッド 

      段ボールベッドは、段ボールを組み合わせて作る官位ベッドのことです。大変簡単に作るこ 

      とができ、段ボールの中に支給品や身の回り品などを収容することができます。 

    ③簡易トイレの設置 

     段ボールやバケツを使って簡易トイレを作り、作成した簡易トイレを避難場所に設置します。 

     ⅰ)段ボールを使った簡易トイレ 

      段ボール２つとガムテープ、カッター、新聞紙、ビニール袋を使って、簡易トイレを作りま 

      す。 

     ⅱ)バケツを使った簡易トイレ 

      バケツにビニール袋をかぶせ、その中にしわくちゃ
．．．．．

にした新聞紙やおがくずを入れます。ふ
．

 

      た
．
があればふた

．．
をします。 

    ④施設の利用計画を立てる 

     避難所となる施設のどの部屋をどのように使うか、何人利用できるかなどを検討し、計画を立 

     てましょう。 

    ⑤避難者の配置を検討する 

     施設の利用計画を立てたら、次に避難者の生活単位（自治会、班、家族など）を考えてみま 

     しょう。 

    ⑥運営組織の立ち上げ 
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     避難所運営組織の立ち上げ訓練を行います。 

     ⅰ)避難所の運営リーダーを選定します。 

     ⅱ)運営リーダーを中心に運営本部、各活動班を構成します。 

 
  表５．３．７ 活動班例 

    ⑦災害用ダイヤル 

     ⅰ)固定電話から使用する場合 

録音 
        自宅の電話番号を市外局番からダイヤル 

１７１⇒“１”⇒０２７９－５４－×××× 

再生 
        伝言を聞きたい人の電話番号を市外局番からダイヤル 

１７１⇒“２”⇒０２７９－５４－×××× 

     ⅱ)携帯電話から使用する場合 

      「関連資料２」を参照。 

５．２．８ 炊き出し（給水・給食）訓練 

   (1)想定される災害 

    地震、風水害、雪害 

   (2)訓練のねらい 

    大鍋、大型コンロなどの調理器具の扱い方や資材の確保、食糧の配給方法を習得する。 

   (3)訓練内容 

    水・食糧の確保、非常食の調理・提供、おにぎりなどの炊き出し、給水車による給水 等。 

    ①水・食糧 

     飲料水や食糧を確保します。 

    ②非常食の調理・提供 

     非常食を実際に調理し、試食します。 

    （保存期限を確認し、災害時に利用不可とならないように注意しましょう） 

    ③おにぎりなどの炊き出し 

     おにぎり、カレーライス、豚汁などを調理してみます。 

     大鍋や大型コンロなどの調理器具を実際に体験してみましょう。 

 

•運営に係わる全体調整総務班

•情報の収集・伝達に係わる活動情報班

•器具の点検、初期投下活動消火班

•負傷者などの救出、救護活動救出救護班

•住民の避難誘導に係わる活動避難誘導班

•水、食料などの配分、炊き出しなどの給水・給食活動給水・給食班

•ごみ処理、簡易トイレの設置などの活動衛生班

•災害時要援護者の避難救護に関する活動災害時要援護者班



17 
 

５．２．９ 災害図上訓練（DIG2訓練） 

   (1)想定される災害 

    地震、風水害、雪害 

   (2)訓練のねらい 

    地域の危険箇所や災害予想箇所を想定し、被害を軽減するために、個人・組織としての対応策を 

    習得する。 

   (3)訓練内容 

    各災害に対する DIG、避難所運営 DIG 

    ①各災害に対する DIG 

     自然条件（市街地、山、平地、河川など）、人的・物理的防災資材を地図に書き込みながら、 

     まちの災害に対する強さ、弱さを確認します。 

    ②避難所運営の DIG 

     避難者の年齢や性別、国籍やそれぞれが抱える事情に応じて、避難所の平面図に書き込みなが 

     ら、どれだけ適切に配置できるか、また避難所で起こる様々な出来ごとにどう対応していくか 

     を検討します。 

    ③準備、オリエンテーション 

     ⅰ)テーマの決定（各災害について、避難場所運営について） 

     ⅱ)会場の手配・参加の呼びかけ 

     ⅲ)地図、小道具の準備 

     ⅳ)グループ分け 

    ④家から一時避難場所までの危険箇所、避難経路などの把握 

     災害が発生した際に、各家から一時避難場所までの避難ヲイメージし、どのような状況が想定 

     さてるかを踏まえて、地域の危険箇所や避難経路などを地図に書き込みます、 

    ⑤一時避難場所から指定避難所までの危険箇所、避難経路などの把握 

     災害が発生した際に、一時避難場所から指定避難所までの非難をイメージし、どのような状況 

     が想定されるかを踏まえて、地域の危険箇所や避難経路などを地図に書き込みます。 

    ⑥各種情報収集、人員・物資の調達を想定 

     町や報道機関などから災害情報、被害情報などを収集したとして、その情報を受けて、人員の 

     配置や必要物資の調達を想定し、発表します。 

    ⑦避難所設営、施設を使用する範囲・利用の仕方などを想定 

     避難所の設営や避難所となる施設の利用計画を立てます。さまざまな避難者の事情に応じて、 

     どの部屋を使うか、避難単位はどうするかを検討します。 

 

５．２．10 土のう作り・積上げ訓練 

   (1)想定される災害 

    風水害 

   (2)訓練のねらい 

    風水害の初期の段階で、水の浸入を防ぐ方法を習得します。 

   (3)訓練内容 

    土のう作り、簡易水防工法、土のう袋の積上げ 

                                                   
2 DIG：Disaster Imagination Game（災害、想像力、ゲーム） 
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    ①土のう袋の中に、およそスコップ 2杯半の砂を入れます。 

    ②袋のはしに出ている紐を引いて土のう袋の口を結びます。 
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関連資料 

１．吉岡町防災ガイド 
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２．災害用伝言サービス 

２．１ ドコモ 

  音声による伝言と、伝言板の両方を使用できます。 

  対応機種は、（https://www.nttdocomo.co.jp/info/disaster/disaster_voice/compatible_model/ 

  index.html）を参照。 

  (1)伝言板 

   ①登録方法 

登 

録 

方 

法 

 

https://www.nttdocomo.co.jp/info/disaster/disaster_voice/compatible_model/index.html
https://www.nttdocomo.co.jp/info/disaster/disaster_voice/compatible_model/index.html
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登 

録 

方 

法 

 

   ②確認方法 

確 

認 

方 

法 
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確 

認 

方 

法 

 

 

  (2)災害用音声お届けサービス 

   ①登録方法 

登 
録 

方 

法 
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登 

録 

方 

法 

 

 

 

   ②再生方法 

再 

生 

方 

法 

① 

 



24 
 

再 

生 

方 

法 

① 

 

 

  (3)音声メッセージ確認画面からの音声メッセージ再生方法 

再 

生 

方 
法 

② 

 

 

  



25 
 

再 

生 

方 

法 

② 

 

 

２．２ au 
  au災害対策アプリのインストールが必要です。 

  搭載 OS、機種毎に手順が異なりますので、ご自分の機種を確認して、災害対策アプリのインストー 

 ルをして下さい。 

  詳細は、http://www.au.kddi.com/mobile/anti-disaster/saigai-dengon/sp-usage/を参照して下さい。 

  (1)登録方法 

   「登録」を選択後、被災状況を５つの定例のコメントと、任意で１００文字までの文章を入力 

   できます。 

 

               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.au.kddi.com/mobile/anti-disaster/saigai-dengon/sp-usage/
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  (2)確認方法 

   「確認」を選択後、安否確認をしたい方の電話番号を入力します。 

   au以外の方の安否情報も、登録があれば確認できます。 

 

   

 

２．３ ソフトバンク 

  音声による伝言と、伝言板の両方を使用できます。 

  搭載 OS、機種毎に手順が異なりますので、ご自分の機種を確認して、災害対策アプリのインストー 

 ルをして下さい。 

  伝言板は、auを参照して下さい。ここでは、音声伝言板の利用方法を紹介します。 

  詳細は、http://www.softbank.jp/mobile/service/dengon/を参照して下さい。 

  (1)登録方法 

登 

録 

方 

法 

 

http://www.softbank.jp/mobile/service/dengon/
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登 

録 

方 

法 

 

 

 

  (2)確認方法 

確 

認 

方 

法 

 

 

２．４ その他のキャリア 

  各社にお問い合わせ下さい。 


