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１ 防災訓練の目的 

災害が発生した場合に適切な行動ができるよう、各年齢層の住民や事業所、防災関係機関

などとの連携を十分に図りながら、実践的な訓練を行いましょう。 

災害の規模が大きければ大きいほど、人命救助や消火などの緊急対策の需要が増大する

ため、防災関係機関はすべての地域に手が回らない状況になります。 

「自分だけは大丈夫」「自分たちの地域だけは大丈夫」と思っていると、実際に災害が

発生したときに、被害を拡大させてしまいます。普段からできないことは、災害時に急に

できるものではありません。 

このため、災害時に適切に行動できるよう、実践的な訓練を行っておくことが重要です。

訓練の実施にあたっては、自主防災組織だけではなく、各年齢層の住民や事業所、防災関

係機関などとの連携を十分に図りながら行うことが重要です。 
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２ 訓練の成果をあげるために 

(1)計画的な訓練の実施 

限られた時間の中で効果的な訓練を実施するために、訓練の目的や内容等を明らかにし

た訓練実施計画をつくりましょう。 

  

 

(2)関連機関との調整 

訓練実施計画を作成したら、市町村の防災担当や防災関係機関に内容を検討してもらう

と同時に、訓練への協力を依頼します。 

また、訓練会場を確保したら、市町村の防災担当や防災関係機関に早めに届け出るよう

にしましょう。届け出の内容は、日時、責任者、訓練内容、訓練会場、目的、参加予定人

数などです。 

消火訓練や救出・救護訓練などは危険を伴いますので、市町村の防災担当や消防署など

防災関係機関との入念な打ち合わせを行いましょう。 

 

(3)訓練の実施を周知徹底し、日時や訓練内容に変化をつける 

様々な広報手段を活用して訓練の日時や内容の周知徹底するとともに、訓練の日時や内

容を変えるなど、多くの地域住民が参加できるようにしましょう。 

 

訓練の実施を周知徹底 

○訓練日時・内容等を記載した回覧板やポスター・チラシ、広報を

利用して、訓練の実施を「知らなかった」人がいないように徹底

させましょう。 

訓練の日時に変化をつける 

○いつも同じ日時に実施していると、同じ人しか参加できないため、

休日や夕方・夜間など多くの人が参加できる日時に設定してみま

しょう。 

訓練内容に変化をつける 

○毎回同じような訓練の内容では、参加している人も慣れてしまい、

結果的に参加者が減少することにもなります。このため、訓練の

内容に変化をつけましょう。 

○初期消火訓練や避難誘導訓練、救出・救護訓練のほか、炊き出し

訓練、地域の保育所や老人ホームなどとの合同訓練など、地域の

実態に応じて訓練内容を考えてみましょう。 

○防災運動会や防災クイズなど、楽しみ、競いながら、知識や技術

を習得するということも考えられます。 



●● 第３章 防災訓練   

■48■ 

(4)興味を持って参加、楽しめる訓練 

地域住民が防災訓練に参加するということは、自主防災組織の活動を理解してもらうと

ともに、各種資機材の操作方法を認識してもらう良いチャンスです。 

このため、防災訓練の中に、イベントを取り入れるなど、できるかぎり多くの住民が参

加したいと思うような工夫をしましょう。また、外国人の方や体の不自由な方などにも積

極的に参加してもらう工夫もしましょう。 
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３ 各種訓練内容 

ここでは各種防災訓練の内容を紹介しますが、いくつかを組み合わせて実施したり、地

域の事業所に勤める従業員や福祉施設などとの合同訓練、他地域の自主防災組織との合同

訓練など、いろいろなバリエーションが考えられますので、地域の特性に応じて防災訓練

を立案し実施しましょう。 

 

■防災訓練の種類 

防災訓練には、初期消火訓練、救出・救護訓練、情報収集・伝達訓練、避難誘導訓練、

給食給水訓練、図上訓練などがあります。本ハンドブックでは、次の訓練の内容について

解説します。 

◆ 初期消火訓練 

火災が発生した場合にすぐに消火できるよう、消火器やバケツ、可搬ポンプを使用し

た初期消火を実施できるようにするための訓練です。 

◆ 救出・救護訓練 

倒壊家屋などの下敷きになった人を救出する方法や、けが人の手当や搬送などの応急

救護を実施できるようにするための訓練です。 

◆ 情報収集・伝達訓練 

通信手段が途絶又は混乱する中で、必要な情報を収集し、また、防災関係機関等から

の情報を地域住民に正しく伝達するための訓練です。 

◆ 避難誘導訓練 

突然災害が発生した場合でも速やかに安全な場所に避難できるようにするための訓練

です。 

◆ 給食給水訓練 

災害時において住民に円滑に救援物資や飲料水を配給するための訓練です。 

◆ 避難所運営訓練 

避難所生活での避難所での様々な活動を円滑に行うための訓練です。 

◆ 図上訓練 

防災点検マップを活用し、地域の防災について地域住民同士が考えていくための訓練

です。 

 
地域の安全を守るため、自主防災組織が中心となって地域住民や事業所等と一緒に、こ

れらの訓練に取り組みましょう。 
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■地域の特性に応じた訓練の実施 

災害の種類は、地震、津波、暴風、豪雨、洪水、高潮、土石流、地すべり、崖崩れ、密

集市街地での延焼火災など様々なものがあります。自分たちの地域の特性を考えて、効果

的な訓練を実施しましょう。また、ここに例示がないものであっても、地域の特性を考慮

し、必要と考えられる訓練を自主防災組織で訓練を考えて実践しましょう。 

 

海岸に隣接した地域 

○津波・高潮を想定した訓練 

・危険情報や避難勧告をすぐに伝達するための訓練 

・短時間で高台等に避難するための訓練 

・海水浴客や釣り客に対する避難誘導も加えた訓練   など 

急傾斜地に隣接した 

地域 

○土石流、地すべり、崖崩れを想定した訓練 

・危険情報や避難勧告をすぐに伝達するための訓練 

・短時間で安全な場所に避難するための訓練      など 

密集市街地 

○延焼火災、家屋倒壊、避難路閉塞を想定した訓練 

・初期消火訓練 

・避難誘導訓練 

・倒壊家屋からの救出・救護訓練           など 

観光地 

○観光施設利用者の避難誘導を想定した訓練 

・危険情報や避難勧告をすぐに伝達するための訓練 

・避難誘導訓練                   など 

福祉施設等に隣接した 

地域 

○保育所、老人ホームなど福祉施設との協働訓練 

・危険情報や避難勧告をすぐに福祉施設等に伝達するための訓練 

・高齢者や障害者等の避難誘導訓練          など 

企業・事業所が混在する 

地域 

○住民と事業所の協働訓練 

・昼間の発災を想定した避難誘導訓練 

・救出救助訓練                   など 

※地域と企業・事業所との協働の取り組みが大切です 

 
 



 第３章 防災訓練 ●● 

■51■ 

(1)初期消火訓練 

大地震が発生した場合、 も恐いものの１つは火災です。阪神・淡路大震災では、火災

によって７千棟以上、関東大震災では40万棟以上の家屋が、火災によって焼失しました。 

火災を起こさないために、各家庭・事業所において出火防止対策を積極的に行うととも

に、火災が発生した場合にすぐに消火できるよう、初期消火方法を習得しておくことが大

事です。 

自主防災組織は、初期消火活動を狙いとして訓練します。代表的な訓練には、バケツリ

レーによる消火、消火器による消火、可搬ポンプによる消火があります。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

消火器を使用した訓練の様子 



●● 第３章 防災訓練   

■52■ 

 
■消火器を使用した訓練■ 

【手順】 

○オイルパンを用意し、オイルパンに水と灯油等を入れます。（水を数cm入れて） 

○風上から点火します。 

○粉末消火器等で消火します。 

 

【注意】 

・点火は専用の点火棒を使い、絶対に直接マッチで点火するようなことをしない。 

・燃料用の油類の容器は、10m以上離し密栓する。 

・予備の消火器を用意する。 

・訓練後の廃油の処理に留意する。  

・風下の住宅等との距離を十分とる。 

 
 

消火するときは、煙に惑わされず、火元を掃くようにノズルを左右に振りながら、手前

の火から完全に消して前に進みます。 

屋外では風の影響を考えて風上から放射します。室内では自分自身の避難路を確保し、

身体を低くし煙や熱気を避け火元に近付いて放射します。 

粉末消火器を使用した時は、燃焼物の中心まで完全に消えていないことがありますので、

再燃させないために水を十分かけておくことが必要です。 
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※消火器の使い方※ 

 
 
 

※消火器の種類※ 

消火器には次表の火災の適応表示があります。また、消火器には、飛距離などの情報も

記載されていますので、確認しておきましょう。 

消火器の表示 適応火災 火災の内容 

白色 普通火災 木材、紙、布などが燃える火災用 

黄色 油火災 灯油、ガソリンなどが燃える火災用 

青色 電気火災 電気設備などが燃える火災用 
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■バケツリレーでの消火訓練■ 

 
【手順】 

○バケツリレーのチームをつくります（水の入っているバケツ班とカラのバケツ班）。 

 

○火災の状況を示します（可燃物に風上から着火）。 

 

○人は背中あわせに2列に並び、バケツを中継します。 
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○バケツを持って風上から近寄り、安全距離2～3mをみて、注水位置を決めます。 

○火の勢いを抑えるように注水します。 

 

 
 

【注意】 

・可燃物にはオイルパンは使用しない。 

・予備の消火器を用意する。 

・見学者は火元から10m以上離す。 

 

両足を開き腰を落とす 前に押し出すような気持ちで
１回目はやや下に向けて投水。

２回目は火元の上の方から
数回にわけて投水。 
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■可搬ポンプでの消火訓練■ 

 
【手順】 

○動力ポンプを固定します。 

○吸管を動力ポンプへつけます。 

○吸管を防火水槽やプールなどに入れます。 

○動力ポンプの接手へホースをつけます。１本のホースで足りない場合は、もう１本のホースを継

ぎ足します。 

 

【注意】 

・水利をあらかじめ確認しておく。（耐震性貯水槽、防火井戸、防火水槽、プール、河川等） 

・原則として屋外側から放水を行う。 

・訓練にあたっては、消防署員、消防団員などの指導を受ける。 
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(2)救出・救護訓練 

①救出訓練 

倒壊家屋からの救出訓練は、高度な専門知識・技術が必要です。このため、自主防災組

織は地震発生直後に家屋等（ブロック塀を含む）の倒壊により下敷きになった人をバール

や角材、ジャッキなどを使用して救出し、搬送することを訓練します。訓練の際には、消

防署員、消防団員、大工、とび職人など手慣れた人を中心に、事前に家屋のつくりや救出

の仕方について指導してもらいましょう。 

 
■建物の屋根を破壊した救出活動■ 

 
【手順】 

○廃材やベニヤを利用して、倒壊した建物の屋根（幅4m、高さ3ｍ程度）をつくります。 

○家屋の中に人形を入れるなど、生存者のいることを示しておきます。 

○救出にあたっては、倒壊建物の中にいる人に声をかけ、安心感を与えます。 

○ジャッキなどを使って屋根を持ち上げたり、斧やバールで屋根を壊します。 
 

※瓦ぶき：大バールやおので瓦を引き剥がし、おのを使い野地板をたる木にそって切断。 

※トタンぶき：鉄板の接続部分近くにバールを入れて引き剥がし、野地板をたる木にそって切断。 

※スレートぶき：おのの背部で叩き割って除去し、野地板をたる木にそって切断。 

 
 

■倒壊家屋からの救出■ 

 
【手順】 

○廃材を利用して倒壊した建物をつくります。 

○家屋の中に人形を入れるなど、生存者のいることを示しておきます。 

○救出にあたっては、倒壊建物の中にいる人に声をかけ、安心感を与えます。 

○木材・バール（木材の太さは10cm以上）をテコにしたり、ジャッキ（パンタグラフ型が使いよ

い）を用いて、すぎ間をつく

ります。 

○すき間が崩れないように角材

（長さ40～50cm）で補強し

救出します。 
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※救出訓練の準備・実施にあたっての注意※ 

救出訓練の準備及び実施にあたっては事故が生じないよう十分留意しましょう。 

 

・参加者の服装（ヘルメット、釘を踏み抜かないような靴、軍手など）に留意する。 

・チェーンソーを使用した訓練にあたっては、見学者等が十分距離をおく、切る角材等は地面にし

っかり台を置き固定する、指導者が監視するなど、安全に十分注意する。 

・廃材等が使われることが多いため、すり傷などに備え救急箱を用意する。 

・訓練にあたっては、消防署員、消防団員などの指導を受ける。 
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②救護訓練 

応急手当とは、医療機関で診療を受けるまでのとりあえずの処置のことですが、正しい

手当でなければ、かえって容体を悪化させたり、命に関わることにもなりかねません。 

救護訓練は専門的な知識・技術を必要としますので、消防署などの関連機関から救護の

専門家に参加してもらい、指導を受けるようにします。 

自主防災組織の救護班は、住民参加の訓練とは別に、日本赤十字社や消防機関などが行

う救命講習や応急手当講習などを受講して、より専門的な訓練を受けることが求められま

す。 
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■骨折に対する応急手当■ 

①骨折の部位や出血の有無を確認します。 

○確認する場合は、痛がっているところを動かさな

いようにします。 

○痛み・はれ・変形などのほか、骨が飛び出してい

ることもあります。 

 

 

 

②副木をあて、骨折部を三角巾などで固定します。 

○副木は、骨折部の上下の関節が固定できる長さのものを用意します。 

○固定するときは、傷病者に知らせてから固定します。 

○副木がない場合は、新聞紙や雑誌、棒、板、傘、バッドなど身近なものを利用します。 

 
 

 
 
 
 

副木での腕の固定 雑誌を利用した前腕部の固定 三角巾などで腕をつるす 
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■熱傷（やけど）に対する応急手当■ 

①熱傷の程度を調べます。 

○赤くなっている（Ⅰ度）水疱か水疱が破れた状態（Ⅱ度）白っぽくなっ

ている（Ⅲ度） 

 

 

[重症熱傷] 

・Ⅱ度の熱傷で、体表面積の30％以上の熱傷の人。 

・顔の熱傷で、Ⅲ度の熱傷又は鼻毛の焦げている人。 

・Ⅲ度の熱傷で、体表面積の10％以上の熱傷の人。 

※老人や乳幼児はこれ以下であっても重いことがあります。 

※顔の熱傷で鼻毛が焦げている時は、重いと判断します（気道熱傷）。 

 

 

 

 

 

 

 

②応急手当をします。 

●Ⅰ度や狭いⅡ度の熱傷の場合。 

○できるだけ早く、きれいな冷水で15分以上痛みがなくなるまで冷やします。 

○十分に冷やしてから、きれいなガーゼをあて、三角巾や包帯などをします。 

[ポイント] 

・靴下など衣類を着ている場合は、衣類ごと冷やします。 

・Ⅰ度で広い範囲の熱傷の場合は、体が冷えすぎないように注意します。 

・水疱を破らないようにします。 

・薬品を塗ってはいけません。 

 

●広いⅡ度やⅢ度の熱傷の場合。 

○広い範囲の熱傷の場合は、きれいなシーツなどで体を包みます。 

○Ⅲ度の狭い範囲の熱傷の場合は、きれいなガーゼやタオルなどで患部を覆います。 

[ポイント] 

・Ⅲ度やⅡ度の広い範囲の熱傷の時は、冷やすことよりも、早く医師の診察を受けるようにします。 

 

●化学薬品による熱傷の場合。 

○衣類や靴などをすぐに取り除きます。 

○体に付いた薬品を水道水などで20分以上洗い流します。 

○目に入った場合は、水道水などで20分以上洗い流します。 

[ポイント] 

・薬品を洗い流す場合は、ブラシなどでこすってはいけません。 

・化学薬品に限らず、目の熱傷の場合は、絶対に目をこすってはいけません。 

 

片方の手のひらの面積が
体表面積の１％と考えて
熱傷の面積を調べます 

表皮
角層

真皮

皮下脂肪

Ⅰ 表皮熱傷 

ⅡS 浅真皮熱傷 

ⅡD 深真皮熱傷 

Ⅲ 深部熱傷 

全層熱傷 
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■心肺蘇生法■ 

①周囲の状況と大出血を調べます 

○傷病者の周囲の状況と大出血の有無を調べます。 

 

②意識を調べます 

○傷病者の肩の付近に位置し、耳もとで呼びかけながら傷病者の肩を軽

くたたき、反応があるかないかを見ます。 

 

 

 

③助けを呼びます 

○意識がなければ大きな声で「救急車を呼んでください」と助けを求

めます。もし誰もいなければ119番通報をまず行います。 

 

 

 

 

 

④気道を確保します 

○片方の手を額に当て、もう一方の手の人差し指と中指の２本をあご先

に当て、これを持ち上げ、気道を確保します。 

 

 

 

 

⑤呼吸を調べます 

○気道を確保した状態で、自分の顔を傷病者の胸部側に向けます。頬

を傷病者の口・鼻に近づけ、呼吸の音を確認するとともに、自分の

頬に傷病者の吐く息を感じ取ります。 

○傷病者の胸腹部を注視し、胸や腹部の上下の動きを見ながら、10

秒以内で調べます。 

 

 

⑥人工呼吸をします 

○呼吸がなければ人工呼吸を開始します。 

○気道を確保したまま、額に当てた手の親指と人差し指で傷病者の

鼻をつまみます。 

○口を大きくあけて、傷病者の口を覆い、空気が漏れないように息

をゆっくり２回吹き込みます。 
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⑦循環のサインを調べます（心臓の拍動の状態を調べます） 

○傷病者を見て、次の兆候の有無を調べます。 

・呼吸をしているか（目で胸の動きを確認したり呼吸の音を聞く） 

・咳をしているか 

・体に何らかの動きが見られるか 

○循環のサインは10秒以内に調べます。 

 

 

⑧心臓マッサージを行います 

○循環のサインがない場合は、直ちに心臓マッサージを開始します。 

○硬く平らな場所に傷病者を仰向けに寝かせ衣服を開き、圧迫位置

を確認します。 

○圧迫位置に置いた手の上に、他方の手を重ねます。 

○肘をまっすぐ伸ばして体重をかけ、胸を3.5～５cm圧迫します。 

○１分間に約100回の早さで15回圧迫します。 

 
 
 

⑨心肺蘇生法を実施します 

○15回の心臓マッサージと２回の人工呼吸のサイクル（15：2）

を繰り返します。 

○人工呼吸は１回の吹き込み時間に２秒かけて、５秒に１回の早

さで行います。 

○ 初に、心臓マッサージ15回と人工呼吸２回のサイクルを４

サイクル行った後、循環のサインの有無を10秒以内に調べま

す。その後は、心臓マッサージ15回と人工呼吸２回のサイク

ルを繰り返し、２～３分ごとに、循環のサインの有無を10秒

以内に調べます。 

○救助者が２人いる場合は、１人が119番通報し、もう１人が

心肺蘇生法を行います。心肺蘇生法を実施している人が疲れた

場合には、他の人が代わって心肺蘇生法を続けます。 

○傷病者の両側に救助者が位置し、心臓マッサージ15回と人工

呼吸２回を交互に実施する方法もあります。 

 
 

自動体外式除細動器（AED）について 

厚生労働省より、平成16年７月１日付けをもって、非医療従事者による自動体外式除細動器

（AED）の使用が認められました。 

非医療従事者がAEDを使用するためには講習を受ける必要があります。講習は、現在行われて

いる普通救命講習会のカリキュラムを一部変更して、消防署などで行われます。 
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■止血■ 

一般に、体内の血液の20％が急速に失われると出血性ショックという重い状態になり、

30％を失うと生命に危険を及ぼすと言われています。このため、多量の出血がある場合

は、迅速な止血処置が必要となります。 

 
1 直接圧迫止血法 

○出血部位を圧迫し、包帯をします。 

○きれいなガーゼやハンカチなどを傷口にあ

て、手で圧迫します。 

○大きな血管からの出血で、片手で圧迫しても

血が止まらない場合は、両手で体重を乗せな

がら圧迫止血します。 

［ポイント］ 

・止血の手当を行う時は、感染防止のため血液

に触れないように注意します。 

・ビニールの買い物袋を使用すると良い。 

 

 

2 間接圧迫止血法 

○主に手や足から出血している場合、出血している部位より心臓側に近い部位の止血点を手や指で

圧迫し、止血します。 

○長く圧迫し続けることのないよう注意し、早めに医師の治療を受けるようにしましょう。 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

上腕の止血

下肢の止血 

前腕の止血 

手の止血 

指の止血
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■負傷者の搬送■ 

自力避難が困難な人を安全な場所に搬送することができるよう、応急担架のつくり方と

搬送要領を普段から訓練しておくことが大切です。 

搬送を行う際は、できるかぎり患者に動揺を与えず、また、運び終わるまで患者を観察

し続けるようにしてください。 

 
毛布等を利用した応急担架 

○使用資機材 

・棒（竹・木・鉄パイプ等）（180～200cm）2本 

・毛布 

○つくり方 

・毛布を地上に広げて置く。 

・毛布の3分の1のところに棒を置き、その棒を包むように毛布を折り返す。(傷病者の身長に適応

する毛布を縦･横に使い分ける) 

・折り返される毛布の端（二重になっているところ）にもう1本の棒を置き、その棒を折り込むよ

うに残りの毛布を折り返す。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ｔシャツ等を利用する方法 

○使用資機材 

・棒（竹・木・鉄パイプ等）  

・Ｔシャツ､セーター､ジャンパー等2～3着 

○つくり方 

・丈夫なＴシャツ等を地上に置き、2本の棒を

腕の部分に通して使用する。 

・身長にあわせて枚数を決める。 
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いすを利用する方法 

○使用資機材 

・いす 

 
 
 
 
 

資機材なしで搬送する方法 

 

〈１名で搬送する方法〉 

○背部から後方に移動する方法 

［ポイント］ 

・おしりをつり上げるようにして移動させます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○横抱きで搬送する方法 

［ポイント］ 

・乳幼児や小柄な人は横抱きにして搬送します。 
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○毛布、シーツを利用する方法 

［ポイント］ 

・傷病者の状態、けがの部位により、 も適切な方法を選んでください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○背負って搬送する方法 

［ポイント］ 

・傷病者の両腕を交差又は平行にさせて両手を持って搬送します。 
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〈2名で搬送する方法〉 

○傷病者の前後を抱えて搬送する方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○手を組んで搬送する方法 

［ポイント］ 

・傷病者の頸が前に倒れるおそれがあるので気道の確保に注意してください。2名がお互いに歩調

を合わせ、搬送に際して傷病者に動揺を与えないようにします。 
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(3)情報収集・伝達訓練 

災害が発生した場合は、通信手段が途絶又は混乱するため、思うように必要な情報を得

ることが困難になります。また、市町村も地域の情報を求めています。 

不確かな情報やデマによって勝手な行動をとると、パニック状態を引き起こす結果にな

ります。このため、住民が混乱しないように、自主防災組織がいち早く周囲の状況を把握

し、正確な情報を住民や防災関係機関に伝えることが大切であり、普段から情報の収集や

伝達方法を整理し、確認しておきましょう。 
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■情報収集訓練■ 

自主防災組織が、地域内の避難の状況、発災に伴う被害状況（死傷者、建物、交通路等

の破壊の程度）、火災発生状況、生活情報等を収集し、正確・迅速に市町村の災害対策本

部等に報告する手順を訓練します。 

 

 
 

○時機に適した報告：第１報は概要だけでも良いので報告し、確認情報は第２報以降にするなど、

時機に適した報告が大切です。（バイク団体などの協力があると効果的） 

○事実の確認：災害時には、噂やデマが流れがちです。情報はできるかぎり確認しましょう。 

○情報の一元化：市町村の対策本部等に報告する場合には、自主防災組織で報告担当者を決めてお

き、互いに矛盾する報告がなされないよう、チェックする体制をつくりましょう。 

○「異常なし」も重要な情報です。定期的に報告しましょう。 

○無線など通信機器に慣れておきましょう。また、通話は簡潔にしましょう。（アマチュア無線団

体などの協力があると効果的） 

 

情報班長は情報班員に被災状況収集の指示を出す

情報班員は被災状況を現場で収集する 

「いつ」「どこで」「何（誰）が」 
「どうして」「どのように」なって 
いるのかを収集し、メモにとっておきます。

情報班員は、収集した情報を班長に
伝えます。 
口頭だけの伝達は避けましょう。 

情報班長は情報を記録、整理し、市町村の災害対策
本部に電話等で報告する 

情報班員は収集した情報を情報班長に伝達する 
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■情報伝達訓練■ 

市町村の災害対策本部等の防災関係機関からの情報や指示事項、ラジオやテレビから得

た情報を正確・迅速に住民に伝達する要領を訓練します。 

 
 

○伝達は簡単な言葉で。難しい言葉を避ける。 

○口頭だけでなくメモ程度の文書を渡しておく。 

○情報を正確に伝達するために、受信者に内容を復唱させる。 

○流言には数字がからむことが多い。数字の伝達には特に注意。 

○各世帯への情報伝達を正確かつ能率的に行うため、あらかじめ町内の伝達経路を定めておく。 

○視聴覚等に障害のある方、日本語が不自由な外国人への情報の伝達については十分配慮する。 

 
 

自主防災組織本部に口頭とメモで情報を示す 

自主防災組織本部の情報班長はわかりやすい伝達文
にして伝達にあたる 

口頭だけでなくメモを渡してまちがえ
ないようにしましょう。 

情報班員は地域分担して巡察し、住民に情報を 
伝達する 

サイレン・半鐘・有線放送などで伝達。

 
口頭だけではなく、チラシや掲示板など
に掲示することが望ましい。 
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(4)避難誘導訓練 

災害が発生したときに、避難経路や避難場所などが周知されていれば、地域住民は素早

く安全に避難することができます。また、一人で避難することが困難な人の避難の手助け

などを習得することも大切です。 

過去に三重県では巨大地震の後に津波に襲われ、多くの人命が奪われました。近年では、

東南海・南海地震など巨大地震の発生が想定され、特に津波による被害の拡大が懸念され

ています。津波の速度は極めて速いので、東南海・南海地震を想定し、逃げ遅れる人が発

生しないよう、避難誘導訓練を実施しましょう。また、訓練は夜間にも行ってみましょう。 

 

■突然発災時の避難訓練■ 

 
 

○情報班は、避難勧告等を伝達する。 

○避難者の人数、災害弱者の状況を把握する。 

○避難場所への避難のためのグループをつくり、誘導員、情報員などの役割を示す。 

○リーダーは避難場所、避難経路を適切に選び伝達する。 

○災害弱者を中心にして避難者がはぐれないようロープにつかまって避難する。 

○途中、ラジオなどから災害情報などを入手する。 

○避難場所に到着したら、出発時に確認した人員がそろっているかどうか確認する。 

情報班は避難勧告等を地域住民に伝達する。 
避難誘導班は地域住民に避難を呼びかける。 

（緊急の場合は各自が速やかに避難行動をとることになる
が、あわせて、避難誘導班は逃げ遅れがでないよう、避難
を呼びかける） 

住民は自宅の火災発生防止の処置を行うとともに、 
安全で動きやすい服装で非常持出品を携行し 

避難場所等に集合する 

避難場所で安全確認をし、状況を判断し避難所に 
移動する 

避難誘導班は集合した住民を確認し、不明な場合は
手分けして安否を確認する 
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(5)給食給水訓練 

災害時には、自分と同じように他の人たちも大変な状況に置かれます。災害時だからこ

そ、なおさら節度ある行動をとることが求められます。 

地域住民に公平に救援物資や飲料水が行き渡るよう、災害時における救援物資や飲料水

の配給の訓練を行っておきましょう。 

 

■給食給水訓練■ 

 

【用意するもの】 

○釜、飯ごう、しゃもじ、大きい鍋、おたま、割り箸、米、味噌、まき・ガスコンロ、水、三角巾、

タオル、マスク 等 

 

【注意】 

●ガスや電気を使う調理とは勝手が違うので、燃料の確保、水加減、火加減などの習得が必要です。 

●災害時は、衛生状態が悪い状態の中で調理を行うことになるので、手洗いや食器・調理器具等の

洗浄は十分に行うようにしましょう。 

 

公的機関などからの救援物資や飲料水の受入・配給方法を決めておきましょう 

●救援物資の受入れと配給を円滑に行うことができるよう、あらかじめ配給計画を作成し

ておくと良いでしょう。 

●事前に給水車による給水拠点を決めておくことも大切です。 

●給水車からの給水方法を訓練しておいたり、地域内の井戸などの飲料水を確保できる場

所も調査しておくと良いでしょう。 

    ※浄水機等の資機材を所有している団体は、常に使えるように取り扱い訓練をしましよう。 

 

給食・給水班を構成する 

テントを張り、テーブルを用意する 

おにぎりやみそ汁などをつくってみる 
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(6)避難所運営訓練 

避難所の運営にあたっては、食料や飲料水等の配給、仮設トイレの管理など衛生対策、

限られたスペースの有効利用、情報の伝達、災害時要援護者への対応など様々な種類の活

動があります。 

自主防災リーダーや生活班あるいは衛生班等が中心となって、地域住民の協力を得なが

ら、避難所生活のルールづくりや役割分担などを話し合うワークショップを実施するなど、

避難所生活を円滑に進めるための訓練を実施してみましょう。また、市町村や消防の協力

を得ながら、避難所運営マニュアルを作成しておくことも大切です。 

 

 

(7)図上訓練 

市町村や消防の協力を得ながら、防災点検マップを活用し、自主防災組織が中心となっ

て地域で図上訓練を実施してみましょう。 

図上訓練とは、大規模な災害が発生した場合を想定し、地図への書き込みを通して、参

加者全員が主人公となり、積極的に災害の対応策を考えることができる防災訓練で、DIG

（Disaster Imagination Game）とも言われているものです。つまり、どのような災害

が起きるのか条件を設定し、その災害が発生したときに地域でどのような被害が発生し、

どのような対応をとればよいかなど考える訓練です。また、災害時における対応だけでは

なく、地域の防災上の課題を洗い出すことから、平常時にどのような取り組みが必要かと

いうことも考えることができます。 

地域の実情にあわせて町内会単位や小学校区単位で実践してみると良いでしょう。 
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図上訓練のフロー 

 
・ 地図については、三重県では簡易携帯型GIS（地理情報システム）として「M-GIS」

（エム・ジーアイエス）を無償公開しています。 

・ 白地図などは市町村で販売又は配布していますので、それらの地図を活用しましょう。 

・ 図上訓練の実施にあたっては、「防災点検マップ」や「各種台帳」などの資料を 大

限活用すると、より具体的に地域の防災について考えることができます。 

１ グループ分けをしましょう 

２ 雰囲気づくりをしましょう 

３ 自己紹介と訓練の説明 

４ 地図への書き込み（地図への落とし込み） 

５ 動的な状況付与と地図への追加の書き込み 

６ ブレンストーミング 

７ 成果発表 

８ 講評 
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４ 事故防止 

(1)専門家の指導 

消火訓練や救出・救護訓練は、専門的な知識・技術が必要であるため、訓練の実施にあ

たっては、消防署員など専門家の指導を受けましょう。 

 

(2)十分な事前説明 

訓練をはじめる前には、必ず事故防止について参加者に注意をしましょう。また、訓練

で使用する資機材については、操作方法・危険性などについて事前に十分説明をしましょ

う。 

 

(3)服装は訓練に適したものを 

服装は訓練に適したものとし、軍手やヘルメット、防災頭巾などを着用しましょう。 

 
 

(4)事故発生時の適切な措置 

訓練中には事故防止に万全の注意を払い、万一事故が発生した場合はケガ人の救護を

優先するなど、適切な措置をとってください。 
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５ 防災訓練災害補償制度の適用について 

防災訓練中に、万一不慮の事故により傷害を受けた場合は、その被害者を補償するため

の災害補償制度があります。補償の対象となるのは、以下の場合です。詳しくは市町村の

防災担当に確認してください。 

 

(1)市町村又は消防本部（署）の主催する防火防災訓練に自主防災組織等が参加したとき。 

(2)自主防災組織等が自主的に行う防火防災訓練で、事前に市町村の防災担当又は消防本部

（署）に「防火防災訓練届」※が提出されたとき。 

※「防火防災訓練届」は、「訓練実施計画」（資料３）で代用可能です。 

 

 

 
 
 






