
楠小学校区つながろ会自主防災会防災訓練実施要領 

１ 訓練目的 

  楠小学校区内の自主防災会が合同訓練を実施することにより、防災に関す

る知識・技術を習得し、校区内の防災力の向上を図り、大規模な災害が発生

した時に迅速・的確に災害に対応できる体制を確立することを目的とする。 

 

２ 訓練日時・場所 

  訓練日時  平成２７年７月２５日（土）９時００分～１２時００分 

  訓練場所  楠小学校運動場・体育館 

        雨天の場合は、体育館内で訓練 

        警報発令時は、中止 

 

３ 主 催   楠小学校区つながろ会 

 

４ 協 力   河内長野市市民協働課・危機管理課 

河内長野消防署 

 河内長野市消防団第３分団 

 楠小学校・大阪暁光高校 

        楠小学校区福祉委員会 

        防犯協議会楠第１支部 

        防犯協議会楠第２支部 

千代田中学校区青少年健全育成会 

       松ヶ丘婦人防火クラブ 

 

５ 参加対象者 楠小学校区住民   

（各自治会・町会から２０名程度参加要請。予定総参加者約２００名） 

 

６ 参加団体 

  楠小学校区つながろ会参加各自治会・町会及び自主防災組織 

  その他楠小学校区内関係団体 

 

７ 訓練要領 

 （１）訓練想定 

   ７月 25日（土）午前８時３０分に、南海トラフを震源とする巨大地震が

発生。 



河内長野市で震度 6強を記録。この地震で多数の建築物が倒壊、多くの

負傷者が出ており、火災やライフラインの被害も市内全域に及んでいる。 

 

 （２）訓練種目及び内容 

  ① 避難誘導訓練 

 ・市から避難指示が発令されたため、一時避難場所に集合後、指定避難 

    所である楠小学校へ避難する。(徒歩での避難) 

   ・負傷者や避難行動要支援者を車椅子・担架等で避難誘導する。 

 

  ② 避難所開設訓練 

   ・避難所は、楠小学校(体育館)とする。  

   ・楠小学校教頭は、校門及び体育館の鍵を開錠する。 

 楠小学校防災担当サポーター職員１名参加予定 

（災害時の対応は、今後調整する。） 

 

・各自治会から避難所責任者を選任し、訓練開始後直ちに、避難路の状 

況を確認しながら直ぐに避難所に集まる。 

 （避難路の状況の各自治会への連絡方法は今後の課題） 

   ・避難所責任者は、避難者の受け入れを準備する。 

   ・避難所内の区域割を検討する。 

・避難所で自治会・町会ごとに避難者名簿を作成・提出する。 

（９時 45分頃までに） 

・避難者は、自治会・町会ごとに定められたエリアで待機する。 

（自治会会員以外及び校区外からの避難者の避難スペースも確保する。） 

 

   ③ 情報収集・伝達訓練（10時までに終了する。） 

   ・避難所責任者の代表者（     ）は、作成した避難者名簿を所帯 

数、男性、女性別に、集計・取りまとめ、災害対策本部へ報告する。 

 

１０時頃から 

  ④ 炊き出し訓練 

   ・松ヶ丘婦人防火クラブ員及び自治会・町会から２～３名を選任し、 

 炊き出し訓練を実施する。 

   ・非常食：５０食×４パック＝２００食 を準備する。 

   ・訓練の最後に参加者に非常食を配る。 

 



  ⑤ ４班に分かれて、次の訓練をローテーションで実施する。 

ア 初期消火訓練  水消火器による初期消火訓練 

イ 患者搬送訓練  毛布・棒、椅子などを活用した応急搬送訓練                   

ウ 応急手当訓練  多量に出血した場合の止血法、骨折の応急 

          手当、三角巾を活用した保護処置などの訓練 

    エ 煙体験訓練   煙体験ハウスで、煙の怖さを体験する。 

 

 １１時頃から 

⑥ 消火バケツ訓練  消火バケツのリレーによる消火訓練（全員参加） 

   

   ⑦ 防災クイズ    参加者による防災クイズ 

（子供を対象とする。時間があれば大人向けクイズも実施） 

 

（３） 訓練進行スケジュール 

8:00         準備 

         （市職員 浦・松岡・住田） 

 

9:00       訓練開始(防災行政無線スピーカーで放送する。) 

 

9:15       避難所開設(鍵を開けるのは、楠小学校教頭) 

          

9:55       避難所解説訓練終了挨拶 

 

 10:00～11:00   下記の訓練スケジュールにより４班に分かれての訓練 

 

  11:00～11:15    消火バケツ訓練 

 

 11:15～11:30      防災クイズ 

          訓練参加者全員によリ防災クイズを実施する。 

 

 11:30～      炊き出しご飯を配り非常食を試食する。 

 

 11:45～           閉会式 

          河内長野市市長補佐官（危機管理担当）様から講評を兼

ねた挨拶を頂戴する。 

 12:00       訓練終了 閉会 



楠小学校区つながろ会防災訓練訓練タイムスケジュール 

時 刻          内容（想定） 担当者 

8:00  訓練の混乱を避けるため、事前に避難所開設等の準備を

行う。 

 

各担当 

8:30 南海トラフを震源とする巨大地震が発生。 

河内長野市で震度 6 強を記録。この地震で多数の建築物

が倒壊、多くの負傷者が出ており、火災やライフライン

の被害も市内全域に及んでいる。 

（防災行政無線放送）  

 「こちらは、防災ながのです」 

 「訓練、訓練 ただ今、かなり大きな地震がありまし

た。揺れがおさまれば、直ちに、火の始末をしてくだ

さい。ガス漏れに注意してください。テレビやラジオ

等の情報に注意しましょう。 

※ ２回繰り返し 

 広報車による広報は？ 

 

危機管理課 

 

9:15～ 

 

  

  

避難所開設（開錠：佐渡教頭） 

避難所責任者到着―――避難者の受け入れ準備 

避難所内の区域割を行う。 

住民が避難所へ到着―――名簿の作成提出 

各自治会のエリアで待機 

避難所責任者の代表者は、避難者の状況を災対本部へ連絡

する。 

  

教頭 

各自治会・

町会、自主

防災組織 

 

避難所代表

者 

9:55 避難所解説訓練終了挨拶 

 

炊き出し訓練及び防災実技訓練（４班）の班分け 

 



10:00～ 

  

炊き出し訓練―炊き出し訓練担当者は、作業を開始 

初期消火訓練―４班に分かれてローテーション訓練 

患者搬送訓練―     〃 

応急手当訓練―     〃 

煙体験訓練 ―     〃 

炊出し担当 

消防団 

危機管理課 

消防署 

11:00～ 消火バケツ訓練――参加者全員でバケツリレーによる消

火訓練 

 

消防団 

訓練参加者 

11:15～ 防災クイズ――参加者全員による防災クイズ 

・子ども向け防災クイズ 

・大人向け防災クイズ 

訓練参加者 

11:30～ 非常食試食――炊き出し班が作った非常食を参加者に配

り、試食する。 

訓練参加者 

11:45～ 閉会式 

 河内長野市の代表者から挨拶と訓練講評を受ける。 

危機管理課 

12:00～ 修了 

後片付け 

全員 

 

 

 

 

 

 



８ 訓練使用資機材 

 （１）初期消火訓練 

   ① 消火器訓練      ・水消火器（１０）   (消防署) 

・消火マト（５）    ( 〃 ) 

 

   ② 消火バケツ訓練    ・消火バケツ（３０）  (松ケ丘) 

・水槽（２）      (消防団) 

                

 （２）患者搬送訓練      ・毛布（５）棒（１０） (危機管理課) 

・椅子（５）      (学校) 

                ・ブルーシート（２）  (危機管理課) 

 

 （３）応急手当訓練      ・三角巾（６０）    (消防署) 

・副子（１０）     （ 〃 ） 

 

 （４）給食（炊き出し）訓練  ・非常食（２００食）  （危機管理課） 

                ・非常用飲料水（２００本）（ 〃 ） 

                ・ＬＰガス・コンロ・鍋・ 

やかん・ひしゃく（松ヶ丘） 

                 

 （５）防災関連の展示     ・訓練用ＡＥＤ（一式） （消防署） 

                       ・耐震啓発コーナー   （藤田） 

 （家具の固定具・耐震粘着マット等） 

                ・水害・土砂災害コーナー（富田林土木） 

              ・子ども向け紙芝居  （西村・危機管理） 

 

（６）備蓄品の展示      ・防災備蓄品   （倉庫・教室で備蓄） 

                （毛布・発電機・投光機・食料など） 

              ・非常用トイレ・テント （つながろ会） 

                ・非常用発電機・投光器 （松ヶ丘） 

                ・携帯無線機      （松ヶ丘） 

                ・かまど・鍋      （南貴望ケ丘） 

                ・ジャッキ・バール   （南貴望ケ丘） 

 

 （７）防災関連ＤＶＤの放映  ・ＤＶＤ・パソコン   （危機管理課） 

                ・プロジェクター・スクリーン 



 （８）その他         ・車椅子（避難訓練用１０台）（社協） 

・ハンドマイク（３）    （松ヶ丘） 

                ・机、椅子（適量）     （学校） 

                ・飲料水 (熱中症対策)   （つながろ会） 

（２ℓペットボトル ２４～３０本) 

（紙コップ 適量） 

                ・養生テープ（区割り用、適量） 

                ・カラーコーン（区割り用） （学校） 

                ・ビニール袋（靴用） 

                ・クイズ用景品 

・訓練参加記念品（参加者全員） 

・プラカード（参加自治会表示用） 

  

９ 訓練会場配置図〈別紙〉 

 

 

 

１０ 訓練上の注意事項 

 （１）服装    服装は、訓練に適したものとし、ヘルメット、ベスト、

軍手等を着用してください。 

 （２）事故防止  訓練中は、常に整理整頓に努め、事故防止に注意を払い

ましょう。 

 

１１ 備考 

 ① 訓練の中止  小雨の場合は、訓練を実施。大雨警報等が発表された時

は、訓練を中止します。 

 ② 問合せ先   訓練の中止等に関する問い合わせは、下記までお願いし

ます。 

          ・会長   玉﨑和実  ０９０－４５６４－２７５９ 

          ・事務局長 白井春夫  ０９０－８３８５－９４８５ 

 

  

 

 


