
 

 

 

 

 

 

 

 

「平成 20 年度若松地区合同防災訓練」 

企画運営等業務委託 

報告書 

（別冊） 

 

 
 

 

 

 

平成２１年１月 

 

工学院大学 
 





別冊 企画運営に係る資料等 

 

資料１ 防災ワークショップ資料 

 (1)防災ワークショップ全体概要資料 

 (2)まちなか点検マップづくり用説明資料 

 (3)マンション内マップづくり用説明資料 

 (4)地域点検マップ作成支援システムの利用マニュアル 

 (5)地域点検マップ作成支援システム用アイコン一覧 

 

 

資料２ 地震防災訓練資料 

 (1)防災訓練の概要と流れ 

(2)被害状況等報告用紙 

(3)東戸山地区被災状況・避難状況等集約用紙 

(4)フロアリーダー用説明資料 

(5)マンションリーダー用説明資料 

(6)ブロックリーダー用説明資料（戸山 3丁目南） 

(7)地区リーダー用説明資料 

(8)地区リーダー用説明資料（戸山 3 丁目南） 

(9)東戸山地区被災状況・避難状況等集約用説明資料 

 

 

資料３ 報告会資料 

 (1)報告会の案内パンフレット 

(2)報告会概要資料 

(3)まちなか・マンション内点検マップ 
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防災ワークショップ 

工学院大学 

実施スケジュール 

(1)参加者への事前説明会 

9 月 27 日（土） 午前 9 時 30 分～10 時 30 分(予定) 

 会場：戸山ことぶき館 

(2)防災ワークショップの開催 

9 月 28 日（日） 午前 8 時 30 分～14 時 30 分(予定) 

①まちなかの防災資源・危険箇所の点検 

②マンション内の防災資源・危険箇所の点検 

③地域点検マップ作成（まちなか点検マップ：PC 利用、マンション内点検マップ：紙地図利用） 

④地域の防災上の課題および今後の対策方針について話しあい 

 まちなか点検マップづくり マンション内点検マップづくり 

戸山ハイツ東・西・北・南地区、 

戸山 3丁目南 

戸山ハイツ東地区(6、10 号棟)、西地区(11、12 号

棟)、北地区(21、35 号棟)、南地区(30、32 号棟) 

8：30 

(30 分) 

参加者集合（集合場所：東戸山小学校多目的室） 

挨拶、作業内容の確認、各担当場所へ移動 

9：00 

(90 分) 

まちなかウォッチング 

（自治会・町会内） 

マンション内ウォッチング 

（共用部分） 

10：30 

(120 分) 

まちなか点検マップづくり 

（マップ作成システム） 

マンション内点検マップづくり 

（紙地図） 

会場：東戸山小学校・多目的室 会場：東戸山小学校・教室（予定） 

12：30 

(30 分) 

昼食 

 ※軽食を準備します 

13：00 

(90 分) 

地域の防災上の課題および今後の対策方針について話しあい、参加者での情報共有 

(各地区で発表を行います。発表者はリーダーとします。発表時間は 3 分程度です。) 

会場：東戸山小学校多目的室 

14：30 挨拶、解散 

  

写真 地域の防災上の課題および今後の対策方針について話しあいの様子 

(左：八王子市中野町甲和会・2008 年、豊橋市山田町・山田石塚町・2006 年) 
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参加者名簿（マンション内点検マップづくり） 

班 氏名 役割 工学院大スタッフ

東地区 

6 号棟 

日下 清人 リーダー 杉山 志乃 

高木 利子 記録 磯野 茉利 

松原 弘房 写真  

小暮 やす   

東地区 

10 号棟 

早坂 眞一 リーダー、写真 鍜治 貴義 

酒井   記録 渡邉 行範 

和田 勝   

川井 はり子   

西地区 

29 号棟 

加藤 順子（32 号棟） リーダー 村松 信彦 

小出 千史（31 号棟） 記録 武田 孝大 

岩井 英子（29 号棟） 写真 (※学生が写真撮影) 

橋本   （29 号棟）   

西地区 

30 号棟 

吉岡 恒男 リーダー 坂井 健大 

大木 美智子 記録 矢沢 雄太 

若月 宏子 写真  

小池 実   

南地区 

11 号棟 

関口 リーダー 福田 達郎 

小林 渡辺 記録：小林 平本 達也 

石井 小沢 写真：石井 長谷川 翔 

川鍋 岩瀬   

南地区 

12 号棟 

相馬 リーダー 河野 健司 

須賀 記録 菅原 佑太 

皆井 写真  

   

北地区 

21 号棟 

小玉 リーダー 梅沢 拓也 

本沢 記録 松原 音糸 

小島 写真 横山 亮 

増渕 谷崎   

北地区 

35 号棟 

島貫 リーダー 豊田 洋彰 

つるおか 記録 伊藤 慎太郎 

渡辺 写真  

松崎   
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参加者名簿（まちなか点検マップづくり） 

班 氏名 役割 工学院大スタッフ

東地区 

中島 健治 リーダー 田中 良一 

佐藤 房子 記録 星  幸男 

今井 惟勝 写真  

山本 マサ   

西地区 

小出 干文（31 号棟） リーダー 吉田 直哉 

岡本 弘義（27 号棟） 記録 河合 弘則 

伊藤   （28 号棟） 写真  

   

南地区 

河原田 リーダー、写真 新國 鷹之 

保木 柏 福永 晃仁 福永 晃仁 

小嶋 富澤   

加藤 遠藤   

北地区 

寺崎 リーダー 舞木 俊亮 

大山 記録 鯉沼 たける 

鈴木 写真  

村石 今井   

戸山 3丁目南 

桑島 武裕 リーダー 斉藤  彩 

横山 明子 記録 松井 健二 

長峰 功 写真  

   

 

 オブザーバー：新宿区・危機管理課（3 名）、新宿区・若松町特別出張所（4 名）、民生委員（6 名）、

新宿区若松包括支援センター（1名）、新宿区社会福祉協議会（1 名） 

 総合ファシリテーター：久田嘉章、村上正浩（工学院大学） 

 学生スタッフ統括：小菅芙沙子、小宮山甫、濱野航平（工学院大学） 

 会場設営・カメラ：宮城裕司、平本達也、長谷川翔、横山亮、池田優基、村井謙太郎、堀越将人、

松本俊明、小野恵司（工学院大学） 

 ビデオ撮影：小菅芙沙子、山崎隆三、中山芽夢、濱野航平（工学院大学） 

 マップ作成システム支援：岸本、小野（株式会社インフォマティクス）、市居嗣之（株式会社オート

ノミー）、久保智弘（ABS コンサルティング） 

 

なお、上記名簿は 9月 27 日(土)の事前説明会での確認結果をもとに作成したが、ワークショップ当日の

参加者と異なることもある。その点はご了承願いたい。 
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最終成果物のイメージ 

 

 

 

まちなか点検マップの作成イメージ（マップ作成システムを利用、愛知県豊橋市、2006 年） 

（上：作成画面の例、下：紙媒体で当日配布するマップの例） 
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マンション内点検マップの作成イメージ 

 

 

マンション内点検マップの作成イメージ(当日の作業内容を整理しパソコンで作成、後日配布) 

（※マップ作成システムシステムに入力したデータをもとにパソコンで作成、後日配布することも可能） 
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まちなか点検マップづくりの内容 

○参加者 

戸山ハイツ東・西・北・南地区および戸山 3丁目南、各地区：3 名・学生スタッフ 2名 

 
○確認事項 

(1)使用する機材 

１．防災点検マップ(1999 年)（A3 サイズ）：2枚程度、戸山ハイツ地域防災地図（A3 サイズ）：1 枚 

２．記録用紙：10 枚程度 

３．デジタルカメラ：1 台 

４．メモ帳、筆記用具(3～4 色のボールペンがあれば便利です)、バインダー：各 1 個 

５．コンベックス：1個 

 ※その他にも必要と思うものがあれば、各自準備してください。 

 

(2) 作業担当の決定 

１．リーダー（責任者） 

既存の防災点検マップをもとに、点検項目(3 頁参照)について点検を行う。項目以外でも何か気づいた

点があれば点検。可能であればインタビューも実施する。 

 

まちなかウォッチングの例(愛知県豊橋市、2005 年) 

 

２．記録係 

既存の防災点検マップをもとにまちなかウォッチングを行い、点検を行った場所やインタビューを行

った場所に通し番号(①、②、・・・・)をつけ、地図上に記入する。4 色ボールペン等を使って、インタ

ビューや点検結果(災害時に注意すべきところ、災害時に役立つもの)を色分けしておくとわかりやすい。 

次に、記録用紙(4 頁参照)に以下を記入する。 

  番号：地図係が地図上に書いた「通し番号」を記入 

  点検項目・点検結果・インタビュー結果等：点検項目の名称、点検結果・ｲﾝﾀﾋﾞｭｰ結果などを記入 

  撮影枚数：カメラ係が撮影した写真の枚数を記入 

  メモ欄：何か気づいた点などがあれば記入 
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地域点検記録用紙 

番号 点検項目・点検結果・インタビュー結果 撮影枚数 

1 

項目名： 家庭にある救助用機材                      

○○さんは、土木関係の仕事をしており、チェーンソーを保有している。

瓦礫の下などからの救助活動には欠かせない機材である。 

1 

2 

項目名： 消火器                             

管理番号：○○、使用期限：△△年□月、粉末タイプ。非常に見えにく

いところにあり、また容器の底に腐食も見られる。早期に交換が必要。 

2 

 
点検結果の記入方法 

 

３．カメラ係 

点検したものや点検結果などがわかるように撮影する。撮影した枚数は、随時、記録係に報告する。 

 

 

点検項目の撮影例(愛知県豊橋市、2005 年)  
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まちなかウォッチングの項目 

点検項目 点検内容 

インタビュー(地震時に役に立ちそうなものを中心に) 

家庭等で保有している防災資機材 担架、チェーンソー、無線機、発電機、投光機、リヤカー、テント、

エンジンポンプ、消火器、バール、など 

特殊技能をもつ人 建築士、消防士、医者、看護師、重機を扱える人、など 

 その他 地震時に役に立ちそうなものなどについてインタビュー 

まちなかウォッチング 

①災害時に注意すべきところ(緊急対応行動や避難行動に影響を及ぼしそうなもの) 

 狭い道路 緊急用車両の通行は可能？、隅切りはされている？、沿道に道路をふ

さぎそうなものはない(老朽化したブロック塀、不安定な電柱、老朽

化した家屋など)？、など（※気になるところは幅員や高さを計測）

 袋小路（行き止まり） 地震時の緊急対応活動や避難行動に影響しそう？、など 

 沿道の工作物等の倒壊・転倒の恐れ 

 

沿道に老朽化したブロック塀、鉄筋がはいっていないブロック塀、不

安定な電柱、鉄塔、アンカーが不安定な自販機、などがある？（※気

になるところは高さなどを計測） 

 その他 落下してきそうな看板や外壁、高圧線などはある？、階段や急坂、崖

など、緊急対応や避難に障害になりそうなものが他にもある？ 

②災害時に役立つもの(緊急対応行動や避難生活などに役立ちそうなもの) 

 避難所 避難所はどこ？、夜間などでもすぐに入れる状況？、など 

 防災倉庫、備蓄倉庫 鍵は誰が保有している？、すぐに開けられる状態になっている？、中

には何がある(資機材名・数量・保存状態など)？、など 

受水槽、高架水槽 容量は？、構造は？、形式は？、どのように活用する？、など 

 消火器 町会の管理？、区の管理？、管理番号は？、次の交換はいつ？、消火

器の種別（粉末、強化液、など）は？、腐食などはない？、すぐに使

用できる状態になっている？、わかりやすい場所に設置されてい

る？、表示はある、など 

 小型消防ポンプ 管理状態は？、すぐに使用できる？、鍵は誰が保有している？、など

 防火水槽、プール 防火水槽などの周りに倒壊・転倒・落下の恐れのあるものがある？、

路上駐車など、消防活動の障害になるものが多い？、など 

消火栓 消火栓の周りに倒壊・転倒・落下の恐れのあるものがある？、路上駐

車など、消防活動の障害になるものが多い？、など 

一時集合場所、公園・駐車場などの

オープンスペース 

一時集合場所はどこ？、車などがある？、何もないオープンスペー

ス？、災害時に利用できそう？、水道やトイレはある？、など 

 防災無線拡声装置 取付状態は良好？、聞こえづらくない？、など 

 無線機 誰が保有している？、すぐに利用できる？、報告等ルールは？、など

 その他 地震時に役に立ちそうなものが他にもある？、店舗（食料品、飲料、

日用品、薬、ガソリンスタンド、など）、医療機関（近くに医療機関・

診療所等はある？、どんな診療科？、など）、AED の設置場所（どこ

にある？、誰が扱える？、など）、公衆電話（どこにある？）、など 



4 

まちなかウォッチング記録用紙 

番号 点検項目・点検結果・インタビュー結果など 撮影枚数

 項目名：                                 

 

 

 

 項目名：                                 

 

 

 

 項目名：                                 

 

 

 

 項目名：                                 

 

 

 

 項目名：                                 

 

 

 

 項目名：                                 

 

 

 

※メモ欄 
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その他（ウォッチング時の注意事項） 

１．リーダー中心にメンバーで協力して実施下さい。何事も無理はしないで下さい！！ 

２．安全・体調には十分注意して下さい。 

３．車、自転車など交通事故に注意して下さい。 

４．チャンスがあればインタビュー（無理なインタビュー要求はしない） 

５．点検項目以外にも、お気づきのところがあれば点検してください。 

６．デジタルカメラで撮影に失敗したデータが大量にあると点検マップづくりの際に混乱するので、

不必要なデータはその場で消去してください。 
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まちなか点検マップづくりの流れ 

 まちなか点検マップづくりの手順は以下の通りです（システム操作方法・機能は別紙）。システム操作

などは、学生スタッフが支援します。 

（１）デジタルカメラの画像データをノートパソコン（各地区 1 台）に取り込みます。 

（２）まちなか点検結果（防災点検マップ、記録用紙）をみながら、入力したい情報アイコンをマウス

操作で選択します。 

（３）入力する場所を指定すると、地図上にはそのアイコンが表示されます。 

（４）属性情報を登録するパネルを表示し、キーボードを使って点検情報を入力し、あわせてパソコン

に取り込んだ写真も登録します。 

（５）各地区の点検情報はシステム上で統合され、全てのパソコンで共有されます。自分たちが作成し

た点検情報に加え、他の地区が作成した点検情報がリアルタイムに表示されていき、登録された属

性情報や写真を閲覧することもできます。 

（６）作成した点検マップをもとに、防災上の課題、その一方で防災上役にたつものを話しあってくだ

さい。あとで発表があるので、話しあった内容は整理しておいてください。 

（７）リーダーは時間配分を考えながら作業を進めていきます。昼食のため 12 時 30 分には終了します。 

 
会場（多目的室）のイメージ 

 

 

システムを利用した点検マップづくりの例（愛知県豊橋市、2005 年） 
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デジタルカメラで撮影した点検

項目の写真をパソコンに取り込む

デジタルカメラで撮影した点検

項目の写真をパソコンに取り込む

各地区の登録情報をサーバで蓄積・統合

し，全ての地区で情報を共有

各地区の登録情報をサーバで蓄積・統合

し，全ての地区で情報を共有

点検の結果を見ながら入力したい

点検情報アイコンの選択

点検の結果を見ながら入力したい

点検情報アイコンの選択

点検結果と点検項目の写真の登録点検結果と点検項目の写真の登録

点検マップづくりの流れ

点検情報の選択

点検結果と

写真の登録

 
システムを利用した点検マップづくりの流れ 

各地区が入力した地域点検情報は全ての地区

で共有されるので，大きな紙地図を広げなが

ら点検マップを作成しているのと同じ感覚で

作成していける  
システムを利用した点検マップづくりのイメージ(※当日のものとは画面構成が異なります) 

 

システムを利用したマップづくりのメリット 

○ワークショップの現場で点検マップを効率良く作成・提供できる 

○マップ作成と同時に点検情報（文字・画像情報）をデータベース化できる 

○インターネット上で点検情報をいつでも容易に閲覧・更新・検索できる（※ユーザー制限あり） 

○必要に応じてマップを各自で印刷したり、マップデータ(PDF 形式)をパソコンに保存して利用するこ

ともできる 

○点検マップと自治体等による各種ハザード情報等を重ね合わせて利用することもできる、など 
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参考：システムを利用した地域点検マップの作成例 

（愛知県豊橋市飽海町・東田町西脇二区、2005 年） 

 

防火水槽の例 消火器の例

食料品店の例 井戸の例  
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1 

マンション内点検マップづくりの内容 

○参加者 

戸山ハイツ東地区(6、10 号棟)、西地区(11、12 号棟)、北地区(21、35 号棟)、南地区(30、32 号棟)、

各号棟：3名・学生スタッフ 2 名 

 
○確認事項 

(1)使用する機材 

１．ゼンリン住宅地図（又は基準階平面図）（A3 サイズ）：5枚程度 

２．記録用紙：10 枚程度 

３．デジタルカメラ：1 台 

４．メモ帳、筆記用具(3～4 色のボールペンがあれば便利)、バインダー：各 1 個 

５．コンベックス：1個 

 ※その他にも必要と思うものがあれば、各自準備してください。 

 

(2) 作業担当の決定 

１．リーダー（責任者） 

マンション内の共用部分について、点検項目(3 頁参照)をもとに点検を行う。項目以外でも何か気づい

た点があれば点検。可能であればインタビューも実施する。 

 

まちなかウォッチングの例(愛知県豊橋市、2005 年) 

 

２．記録係 

マンション内共用部分のウォッチングを行い、点検を行った場所やインタビューを行った場所に通し

番号(①、②、・・・・)をつけ、地図上に記入する。4 色ボールペン等を使って、インタビューや点検結

果(災害時に注意すべきところ、災害時に役立つもの)を色分けしておくとわかりやすい。 

次に、記録用紙(4 頁参照)に以下を記入する。 

  番号：地図係が地図上に書いた「通し番号」を記入 

  点検項目・点検結果・インタビュー結果等：点検項目の名称、点検結果・ｲﾝﾀﾋﾞｭｰ結果などを記入 

  撮影枚数：カメラ係が撮影した写真の枚数を記入 

  メモ欄：何か気づいた点などがあれば記入 
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地域点検記録用紙 

番号 点検項目・点検結果・インタビュー結果 撮影枚数 

1 

項目名： 家庭にある救助用機材                      

○○さんは、土木関係の仕事をしており、チェーンソーを保有している。

瓦礫の下などからの救助活動には欠かせない機材である。 

1 

2 

項目名： 消火器                             

管理番号：○○、使用期限：△△年□月、粉末タイプ。非常に見えにく

いところにあり、また容器の底に腐食も見られる。早期に交換が必要。 

2 

 
点検結果の記入方法 

 

３．カメラ係 

点検したものや点検結果などがわかるように撮影する。撮影した枚数は、随時、記録係に報告する。 

 

 

点検項目の撮影例(愛知県豊橋市、2005 年)  
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マンション内ウォッチングの項目 

点検項目 点検内容 

インタビュー(地震時に役に立ちそうなものを中心に) 

家庭等で保有している防災資機材 担架、チェーンソー、無線機、発電機、投光機、リヤカー、テント、

エンジンポンプ、消火器、バール、など 

特殊技能をもつ人 建築士、消防士、医者、看護師、重機を扱える人、など 

 その他 地震時に役に立ちそうなものなどについてインタビュー 

マンション内ウォッチング 

①災害時に注意すべきところ(緊急対応行動に影響を及ぼしそうなもの) 

 避難障害になるところ 避難通路・避難階段・ベランダ通路・避難はしごなどの管理状態は？、

避難経路をふさぎそうなものはある？、防火扉の変形、など 

 エレベータ 管理会社は？、連絡先は？、インターフォンの連絡先は？、震災時の

通話の可能性は？、地震時管制運転装置はついている？、など 

 その他 緊急対応や避難に障害になりそうなものが他にもある？ 

②災害時に役立つもの(緊急対応行動などに役立ちそうなもの) 

 消火器 管理番号は？、次の交換はいつ？、消火器の種別（粉末、強化液、な

ど）は？、腐食などはない？、すぐに使用できる状態になっている？、

わかりやすい場所に設置されている？、表示はある、など 

屋内消火栓 管理状態は？、どのように使用する？、どこまでホースが届く？、な

ど 

 その他消防用設備 連結送水管・放水口(断水時に上層階への給水に活用できる？)、スプ

リンクラー設備、火災感知器、非常用照明、非常電話などの管理状態

は？、災害時にも利用可能？、など 

 避難器具等 管理状態は？、すぐに利用できる？、使用方法は？、など 

 救助用器具等 管理状態は？、すぐに利用できる？、使用方法は？、など 

 その他 地震時に役に立ちそうなものが他にもある？ 
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マンション内ウォッチング記録用紙 

番号 点検項目・点検結果・インタビュー結果など 撮影枚数

 項目名：                                 

 

 

 

 項目名：                                 

 

 

 

 項目名：                                 

 

 

 

 項目名：                                 

 

 

 

 項目名：                                 

 

 

 

 項目名：                                 

 

 

 

※メモ欄 
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その他（ウォッチング時の注意事項） 

１．リーダー中心にメンバーで協力して実施下さい。何事も無理はしないで下さい！！ 

２．安全・体調には十分注意して下さい。 

３．チャンスがあればインタビュー（無理なインタビュー要求はしない） 

４．点検項目以外にも、お気づきのところがあれば点検してください。 

５．デジタルカメラで撮影に失敗したデータが大量にあると点検マップづくりの際に混乱するので、

不必要なデータはその場で消去してください。 
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マンション内点検マップづくり 

 マンション内点検マップづくりの手順は以下の通りです。学生のスタッフが支援します。 

（１）デジタルカメラの画像データをノートパソコン（各地区 1 台）に取り込みます。 

（２）撮影した写真をプリンタで印刷し(4 分割程度)、カットします。 

（３）点検記録用紙および印刷した写真を用いて、点検マップ作成用の地図（ゼンリン住宅地図、1 階・

基準階など）に点検結果などを書き込んでいきます(左写真)。あとで発表があるので、その点も考

慮し、できるだけ見やすいように工夫します。 

（４）作成した点検マップをもとに、防災上の課題（改善すべきところ、注意すべきところ）、その一方

で防災上役にたつところを話しあいながら、付箋紙に書いてマップ上に貼っていきます。あとで整

理しやすいように、ピンク色の付箋紙には「改善すべきところ」、黄色の付箋紙には「注意すべきと

ころ」、青色の付箋紙には「防災上役にたつところ」を書いておくといいでしょう。 

（５）各棟で、「改善すべきところ」「注意すべきところ」「防災上役にたつところ」をとりまとめてくだ

さい。あとでマップ作成システムの方に入力します（学生スタッフの支援）。 

（６）リーダーは時間配分を考えながら作業を進めていきます。昼食のため 12 時 30 分には終了します。 

 

  

写真 点検マップづくりの例 

(八王子市中野町甲和会、2008 年) 

  

写真 点検マップづくりの例 

(愛知県豊橋市飽海町・東田町西脇二区町会、2007 年) 
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参考：ビル内・マンション内点検マップの作成例 

 

工学院大学、2008 年(作業内容を整理しパソコンで作成、後日配布) 

 

 

中野町甲和会、2008 年(作業内容を整理しパソコンで作成、後日配布) 
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まちなか点検マップづくり・アイコン一覧 

●インタビュー結果 

アイコン 点検項目 点検内容 

 

家庭等で保有している防

災資機材 

担架、チェーンソー、無線機、発電機、投光機、リヤカー、テント、

エンジンポンプ、消火器、バール、など 

 

特殊技能をもつ人 建築士、消防士、医者、看護師、重機を扱える人、など 

 

その他 地震時に役に立ちそうなものなどについてインタビュー 

●災害時に注意すべきところ(緊急行動や避難行動に影響を及ぼしそうなもの) 

アイコン 点検項目 点検内容 

 

狭い道路 緊急用車両の通行は可能？、隅切りはされている？、沿道に道路をふ

さぎそうなものはない(老朽化したブロック塀、不安定な電柱、老朽

化した家屋など)？、など（※気になるところは幅員や高さを計測）

 

袋小路（行き止まり） 地震時の緊急対応活動や避難行動に影響しそう？、など 

 

沿道の工作物等の 

倒壊・転倒の恐れ 

沿道に老朽化したブロック塀、鉄筋がはいっていないブロック塀、不

安定な電柱、鉄塔、アンカーが不安定な自販機、などがある？（※気

になるところは高さなどを計測） 

 

その他 落下してきそうな看板や外壁、高圧線などはある？、階段や急坂、崖

など、緊急対応や避難に障害になりそうなものが他にもある？ 

●災害時に役立つもの(緊急行動や避難生活などに役立ちそうなもの) 

アイコン 点検項目 点検内容 

 

避難所 避難所はどこ？、夜間などでもすぐに入れる状況？、など 

 

防災倉庫、備蓄倉庫 鍵は誰が保有している？、すぐに開けられる状態になっている？、中

には何がある(資機材名・数量・保存状態など)？、など 

 

受水槽、高架水槽 容量は？、構造は？、形式は？、どのように活用する？、など 



アイコン 点検項目 点検内容 

 

消火器 町会の管理？、区の管理？、管理番号は？、次の交換はいつ？、消火

器の種別（粉末、強化液、など）は？、腐食などはない？、すぐに使

用できる状態になっている？、わかりやすい場所に設置されてい

る？、表示はある、など 

 

小型消防ポンプ 管理状態は？、すぐに使用できる？、鍵は誰が保有している？、など

 

防火水槽、プール 防火水槽などの周りに倒壊・転倒・落下の恐れのあるものがある？、

路上駐車など、消防活動の障害になるものが多い？、など 

 

消火栓 消火栓の周りに倒壊・転倒・落下の恐れのあるものがある？、路上駐

車など、消防活動の障害になるものが多い？、など 

 

一時集合場所、公園・駐車

場などのオープンスペー

ス 

一時集合場所はどこ？、車などがある？、何もないオープンスペー

ス？、災害時に利用できそう？、水道やトイレはある？、など 

 

防災無線拡声装置 取付状態は良好？、聞こえづらくない？、など 

 

無線機 誰が保有している？、すぐに利用できる？、報告等ルールは？、など

 

その他 地震時に役に立ちそうなものが他にもある？、店舗（食料品、飲料、

日用品、薬、ガソリンスタンド、など）、医療機関（近くに医療機関・

診療所等はある？、どんな診療科？、など）、AED の設置場所（どこ

にある？、誰が扱える？、など）、公衆電話（どこにある？）、など 

※マンション内点検結果 

アイコン 点検項目 点検内容 

 

防災上改善すべき点 マンション内点検結果、点検マップをもとに各棟の改善すべき点につ

いて整理 

 

防災上注意すべき点 マンション内点検結果、点検マップをもとに各棟の注意すべき点につ

いて整理 

 

防災上役にたつ点 マンション内点検結果、点検マップをもとに各棟の防災上役に立つ点

について整理 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料２ 地震防災訓練資料 

 

(1)防災訓練の概要と流れ 

(2)被害状況等報告用紙 

(3)東戸山地区被災状況・避難状況等集約用紙 

(4)フロアリーダー用説明資料 

(5)マンションリーダー用説明資料 

(6)ブロックリーダー用説明資料（戸山 3 丁目南） 

(7)地区リーダー用説明資料 

(8)地区リーダー用説明資料（戸山 3 丁目南） 

(9)東戸山地区被災状況・避難状況等集約用説明資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



訓練全体 東：６、１０号棟、　西：２９、３０号棟 左以外の全マンション 戸山３丁目南 民生委員

東戸山小学校 南：１１、１２号棟、北：２１、３５号棟 （東西南北全地区） （1～5組ブロック、6～12組ブロック）

開始時間 訓練内容 訓練内容 訓練内容 訓練内容　(別紙3) 訓練内容

8:00 会場準備 被災看板設置（マンション内・壁など） 被災看板設置（地区内・電柱など） 被災看板設置（地区内・電柱など）

8:30

発災対応型訓練 マンション内点検・発災対応訓練 マンション内点検訓練 まちなか点検・発災対応訓練 安否確認訓練

（マンション内 　フロアリーダー：フロア点検訓練 　フロアリーダー：フロア点検訓練 　ブロックリーダー：まちなか点検 　要援護者の安否確認訓練

　 または、まちなか） 　　　各戸確認、避難者数・被災状況把握 　　　各戸確認、避難者数把握 　　　被災状況把握

　発災対応：火災→初期消火（消火器） 　避難訓練：非常階段利用、フロアリーダーの誘導で 　発災対応訓練：火災→初期消火（消火器、水入りバケツ）

　 　　　　　　　負傷者→救護活動（止血・骨折処置など） 　　　　　　　　１階集合場所へ 　　　通行障害→迂回路を使う

　避難訓練：非常階段利用、フロアリーダーの誘導で 　マンションリーダー：マンション点検訓練 　　　建物被害→要救助者・救出活動（バール、ジャッキ）

8:40 　　　　　　　１階集合場所へ 　　　各階から報告確認、避難者数把握

　 　マンションリーダー：マンション点検訓練 まちなか点検・発災対応訓練

　　　各階から報告確認、避難者数・被災状況把握 　マンションリーダー：まちなか点検 避難訓練：ブロックリーダーの誘導で

　　　被災状況把握 　　　　　　　地区内の一時集合場所へ

避難訓練：マンションリーダーの誘導で 　発災対応：火災→初期消火（消火器）

　 　　　　　　地区内の一時集合場所へ 　　　　　　　　通行障害→迂回路を使う 　 　

避難訓練：マンションリーダーの誘導で

　 　 　　　　　　地区内の一時集合場所へ 　 　

8:50 地区点検・ 地区または一時集合場所リーダー：地区点検訓練 安否確認報告

安否確認訓練 　マンションリーダーからの報告、地区内の被災状況確認、避難者数の確認、民生委員からの報告確認 　地区・一時集合場所

（一時集合場所） 情報伝達訓練：避難所本部に状況報告（無線機利用） 　リーダーに状況報告

9:10 開会式 被災マップ・リスト作成・被災情報集約訓練（多目的室） 安否情報集約訓練

体験型訓練 　安否確認表を作成

　初期消火訓練

　応急救護訓練

　煙体験、その他

（東戸山小学校） 　代表世話人に報告

9:30 体験型訓練

　体験型訓練（校庭など）へ参加

　マンション・まちなか点検マップ（パネル、WebGIS）、被災マップなどの見学（多目的室）

11:00
(予定)

訓練終了・片付け、閉会式

2008年度戸山地区防災訓練による訓練内容と流れ

避難訓練：地区・一時集合場所リーダーの誘導で避難所（東戸山小学校）へ移動

地域本部への情報伝達訓練：避難者数、被災情報、要援護者の安否確認情報を地域本部に報告（防災無線利用）

訓練地震発生　（東京湾北部地震　M7.3を想定）

　マンションリーダー：各フロアの情報整理・確認、代表世話人・役員へ報告

　地区リーダー・一時集合場所リーダー：地区内の情報整理・確認、被災マップ作成、代表世話人・役員へ報告

　代表世話人・役員：各地区の情報集約、東戸山地区・被災状況等一覧表作成

その他の住民：体験型訓練へ参加（校庭など）



       号棟 被災状況等報告用紙 

マンションリーダー フロアリーダー 

ﾘｰﾀﾞｰ名： 階

数
リーダー名 

避難者数 火災発生・対応状況 負傷者発生・対応状況 

報告時刻 避難所へ避難 在宅避難 件数 対応状況 人数 対応状況 

 14        

 13        

 12        

 11        

 10        

 9        

 8        

 7        

 6        

 5        

 4        

 3        

 2        

 1        

避難者・被災状況総数、対応状況       

2008 年度防災訓練用 



             地区 被災状況等報告用紙 

地区または一時集合場所リーダー名：                                     記入時刻：     

33

32 

31

30 29 

28 
27 

23

24

22

21

25

26

20

19

18

17 16

15

14

13 12

11
10

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 1 

34 

35 

要援護者の安否確認状況   報告時刻：                 

報告者：                                      

※共通 

民生委員から要援護者の安否確認

報告を受け、上記に報告時刻・報

告者・報告内容を記入する 

※戸山 3 丁目南 

・ブロックリーダーから被災状況の

報告を受け、地図上に記入する 

・上記に避難者数を記入する 

※戸山 3 丁目南以外 

・マンションリーダーから各号棟の

避難状況・被災状況の報告を受け、

報告号棟にチェックを入れる 

・マンションリーダーから地区内の

被災状況の報告を受け、地図上に

記入する 

戸山 3 丁目南・避難者数 避難所へ避難：      在宅避難：      

凡 例 

号棟・集合場所 

地区・一時集合場所 

各号棟の地区・一時集合場所 



東戸山地区被災状況・避難状況等集約用紙 

記入者：                確認者（代表世話人）：                   確認時刻：             

地区 棟 

マンション内避難状況・被災状況・対応状況 
地区内被災状況・対応状況 
要援護者の安否確認状況 

避難者数 火災発生・対応状況 負傷者発生・対応状況 

避難所へ避難 在宅避難 件数 対応状況 人数 対応状況 

東 1       火災発生件数： 

対応状況： 2       

3       

4       

5       通行障害発生箇所数： 

6       要援護者の安否確認状況： 

7       

8       

9       

10       

南 11       火災発生件数： 

対応状況： 12       

13       

14       

15       通行障害発生箇所数： 

16       要援護者の安否確認状況： 

17       

18       

北 19       火災発生件数： 

対応状況： 20       

21       

22       

23       通行障害発生箇所数： 

24       要援護者の安否確認状況： 

25       

26       

34       

35       

西 27       火災発生件数： 

対応状況： 28       

29       

30       通行障害発生箇所数： 

31       要援護者の安否確認状況： 

32       

33       

総数        

 

地区 
避難者数 火災発生・対応状況 建物被害、要救助者対応状況 通行障害 

発生箇所数
要援護者の安否確認状況 

避難所へ避難 在宅避難 件数 対応状況 件数 要救助者対応状況 

戸山 

3 丁目南 

        

総数         

2008 年度防災訓練用 



フロアリーダー用説明資料 

 
東：6・10 号棟、西：29・30 号棟、南：11・12 号棟、北：21・35 号棟 

8：30 訓練開始（※南地区は 8：15 訓練開始） 

1)担当フロアの「リーダー名」の欄に氏名を記入 

2)自宅をでて、担当フロアの各戸を確認 

3)避難者数（避難所への避難者数、在宅避難者数）を把握 

「避難者数」：「避難所へ避難」→避難所への避難者数、「在宅避難」→在宅避難者数 

4)被災看板（火災、負傷者）を発見した場合は、住民に発災対応訓練の参加・協力を呼びかける。 

①火災看板（図 1）を発見したら、5 分以内に看板に記載されている必要個数の「消火器」を集め、

消火姿勢をとってください。看板前に学生スタッフが待機し、時間の計測などを行います。 

☆5 分以内に必要個数の消火器を集めて消火姿勢をとることができれば「消火済」のステッカーが

貼られます。 

②負傷者看板（図 2）をかけた学生スタッフを発見したら、5 分以内に看板に記載されている「救護

に必要な道具」を看板前に集めてください。学生スタッフが時間の計測などを行います。 

☆5 分以内に救護に必要な救護道具を看板前に集めることができれば「救護済」のステッカーが貼

られます。 

       

      図 1 火災看板の例          図 2 負傷者看板の例 

5)被災状況（火災、負傷者）とその対応状況（消火済・消火失敗、救護済・救護失敗）を把握 

「火災発生・対応状況」：「件数」→発生件数、「対応状況」→消火済、消火失敗 

「負傷者発生・対応状況」：「人数」→負傷者数、「対応状況」→救護済、救護失敗 

6)担当フロアの避難者と被災状況・対応状況の確認を終えたら、非常階段を使って住民を各号棟の

集合場所（被災状況等報告用紙・地図上に★で記載）まで誘導 

7)各号棟の集合場所にて、マンションリーダーへ担当フロアの被災状況等を報告し、担当フロアの

報告用紙を渡す 

 

東：6・10 号棟、西：29・30 号棟、南：11・12 号棟、北：21・35 号棟以外 

 マンション内では発災対応訓練はありませんので、上記の 4)・5)を除く対応をお願いいたします。 

 

記入例(裏面)：19 号棟・5階フロアリーダー・濱野航平さん 

5 階の各戸を確認した結果、避難所へ避難 20 名・在宅避難 10 名。また、5 階では火災が 1 件発

生したが初期消火により消火済。負傷者も 1名いたが救護済。



   １９ 号棟 被災状況等報告用紙 

マンションリーダー フロアリーダー 

ﾘｰﾀﾞｰ名： 階

数
リーダー名 

避難者数 火災発生・対応状況 負傷者発生・対応状況 

報告時刻 避難所へ避難 在宅避難 件数 対応状況 人数 対応状況 

 14        

 13        

 12        

 11        

 10        

 9        

 8        

 7        

 6        

 5 濱野 航平 20 10 1 消火済 1 救護済 

 4        

 3        

 2        

 1        

避難者・被災状況総数、対応状況       

2008 年度防災訓練用 フロアリーダー記入例 



マンションリーダー用説明資料 

 
東：6・10 号棟、西：29・30 号棟、南：11・12 号棟、北：21・35 号棟 

 

8：30 訓練開始（※南地区は 8：15 訓練開始） 

※フロアリーダーを兼任している場合、「フロアリーダー用説明資料」にある対応をお願いします。 

1)マンションリーダーの「リーダー名」の欄に氏名を記入 

2)自宅をでて、ご自分のフロアの避難状況や発災対応訓練の状況を見回りながら、担当号棟の集合

場所へ移動。移動中、避難誘導や発災対応訓練への参加などを適宜指示。 

3)担当号棟の集合場所にて、各フロアリーダーから避難者数および被災状況・対応状況の報告を受

け、報告用紙を受け取る。 

4)報告された「階数」の横に報告された時刻を記入（記入例の①部分）。「報告時間」→報告時刻 

5)全てのフロアからの報告が終わったら、地区の一時集合場所まで住民を避難誘導（被災状況等報

告用紙・地図上に  で記載）。 

6)地区の一時集合場所にて、地区リーダーまたは一時集合場所リーダーに担当号棟の被災状況等を

報告、住民に待機指示。 

7) 地区リーダーまたは一時集合場所リーダーの誘導のもと、担当号棟の住民とともに避難所（東

戸山小学校）へ避難。 

8)避難所に到着後、担当号棟の住民には校庭に整列するように指示。指示後、小学校・多目的室へ

移動。 

9)多目的室にて、各フロアリーダーの報告用紙に記載された内容を転記していき（記入例の②部分）、

集計結果・対応結果を記入（記入例の③部分）。 

 ○「リーダー名」→フロアリーダーの氏名 

○「避難者数」：「避難所へ避難」→避難所への避難者数、「在宅避難」→在宅避難者数 

○「火災発生・対応状況」：「件数」→発生件数、「対応状況」→消火済、消火失敗 

○「負傷者発生・対応状況」：「人数」→負傷者数、「対応状況」→救護済、救護失敗 

○「避難者・被災状況総数、対応状況」 

「避難者数」：「避難所へ避難」→避難所への避難者総数、「在宅避難」→在宅避難者総数 

 「火災発生・対応状況」：「件数」→発生総数、「対応状況」→全て消火済、1件消火失敗など 

「負傷者発生・対応状況」：「人数」→負傷者総数、「対応状況」→全て救護済、1件救護失敗など 

10)全て記入し終えたら、代表世話人・役員へ報告。 

 

記入例（別紙)：19 号棟・マンションフロアリーダー・村上正浩さん 

5 階ﾌﾛｱﾘｰﾀﾞｰ・濱野航平さん→8：40 に報告。避難所へ避難 20 名・在宅避難 10 名。火災 1 件、消火

済。負傷者 1名、救護済。 

4 階ﾌﾛｱﾘｰﾀﾞｰ・福田達郎さん→8：42 に報告。避難所へ避難 20 名・在宅避難 0名。火災・負傷者なし。 

3 階ﾌﾛｱﾘｰﾀﾞｰ・坂井健大さん→8：41 に報告。避難所へ避難 30 名・在宅避難 5名。火災 1件、消火済。 

2 階ﾌﾛｱﾘｰﾀﾞｰ・丹治寛貴さん→8：44 に報告。避難所へ避難 40 名・在宅避難 10 名。負傷者 1 名、救

護済。 

1 階ﾌﾛｱﾘｰﾀﾞｰ・小宮山甫さん→8：45 に報告。避難所へ避難 10 名・在宅避難 0名。 



東：6・10 号棟、西：29・30 号棟、南：11・12 号棟、北：21・35 号棟以外 

8：30 訓練開始（※南地区は 8：15 訓練開始） 

※フロアリーダーを兼任している場合、「フロアリーダー用説明資料」にある対応をお願いします。 

1)マンションリーダーの「リーダー名」の欄に氏名を記入 

2)自宅をでて、ご自分のフロアの避難状況を見回りながら、担当号棟の集合場所へ移動。移動中、

避難誘導や発災対応訓練への参加などを適宜指示。 

3)担当号棟の集合場所にて、各フロアリーダーから避難者数の報告を受け、報告用紙を受け取る。 

4)報告された「階数」の横に報告された時刻を記入（記入例の①部分）。「報告時間」→報告時刻 

5)全てのフロアからの報告が終わったら、地区の一時集合場所まで住民を避難誘導（被災状況等報

告用紙・地図上に  で記載）。 

6)誘導中、火災看板を発見した場合は、住民に発災対応訓練の参加・協力を呼びかける。 

○火災看板（図 1）を発見したら、5 分以内に看板に記載されている必要個数の「消火器」を集め、

消火姿勢をとってください。看板前に学生スタッフが待機し、時間の計測などを行います。 

☆5 分以内に必要個数の消火器を集めて消火姿勢をとることができれば「消火済」のステッカーが

貼られます。 

○通行障害看板を発見した場合は、住民に迂回を呼びかけ、その道路は迂回する。 

          

          図 1 火災看板の例     図 2 通行障害看板の例 

7) 火災・通行障害の発生場所を報告用紙・地図上に記入。火災については対応状況も記入。(別紙) 

火災→火災・消火済、火災・消火失敗   通行障害→通行障害 

8)地区の一時集合場所にて、地区リーダーまたは一時集合場所リーダーに担当号棟および地区内の

被災状況等を報告、住民に待機指示。 

9)地区リーダーまたは一時集合場所リーダーの誘導のもと、担当号棟の住民とともに避難所（東戸

山小学校）へ避難。 

10)避難所に到着後、担当号棟の住民に校庭に整列するように指示。指示後、小学校・多目的室へ

移動。 

11) 多目的室にて、各フロアリーダーの報告用紙に記載された内容を転記していき（記入例の②部

分、火災・負傷者は除く）、集計結果・対応結果を記入（記入例の③部分、火災・負傷者は除く）。 

 ○「リーダー名」→フロアリーダーの氏名 

○「避難者数」：「避難所へ避難」→避難所への避難者数、「在宅避難」→在宅避難者数 

○「避難者・被災状況総数、対応状況」 

「避難者数」：「避難所へ避難」→避難所への避難者総数、「在宅避難」→在宅避難者総数 

12)全て記入し終えたら、代表世話人・役員へ報告。 



    １９  号棟 被災状況等報告用紙 

マンションリーダー フロアリーダー 

ﾘｰﾀﾞｰ名：  村上 正浩 階

数
リーダー名 

避難者数 火災発生・対応状況 負傷者発生・対応状況 

報告時刻 避難所へ避難 在宅避難 件数 対応状況 人数 対応状況 

 14        

 13        

 12        

 11        

 10        

 9        

 8        

 7        

 6        

8：40 5 濱野 航平 20 10 1 消火済 1 救護済 

8：42 4 福田 達郎  20 0     

8：41 3 坂井 健大 30 5 1 消火済   

8：44 2 丹治 寛貴 40 10   1 救護済 

8：45 1 小宮山 甫 10 0     

避難者・被災状況総数、対応状況 120 25 2 全て消火済 2 全て応急処置済 

2008 年度防災訓練用 マンションリーダー記入例 

① ② 

③



       北      地区 被災状況等報告用紙 

地区または一時集合場所リーダー名：                                     記入時刻：     

33

32 

31

30 29 

28 
27 

23

24

22

21

25

26

20

19

18

17 16

15

14

13 12

11
10

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 1 

34 

35 

要援護者の安否確認状況   報告時刻：                 

報告者：                                      

※共通 

民生委員から要援護者の安否確認

報告を受け、上記に報告時刻・報

告者・報告内容を記入する 

※戸山 3 丁目南 

・ブロックリーダーから被災状況の

報告を受け、地図上に記入する 

・上記に避難者数を記入する 

※戸山 3 丁目南以外 

・マンションリーダーから各号棟の

避難状況・被災状況の報告を受け、

報告号棟にチェックを入れる 

・マンションリーダーから地区内の

被災状況の報告を受け、地図上に

記入する 

戸山 3 丁目南・避難者数 避難所へ避難：      在宅避難：      

凡 例 

号棟・集合場所 

地区・一時集合場所 

各号棟の地区・一時集合場所 

火災・消火済

通行障害



ブロックリーダー用説明資料（戸山 3 丁目南） 

 

8：30 訓練開始 

1)地区・一時集合場所リーダーの「リーダー名」に氏名を記入。 

2)自宅をでて、担当ブロック(1～5 組、または 6～12 組)を巡回（各戸の巡回が可能であれば実施）

し、避難状況を確認。巡回中、住民に一時集合場所への移動を適宜指示。 

3)巡回中、被災看板を発見した場合は、住民に発災対応訓練の参加・協力を呼びかける。 

○火災看板（図 1）を発見したら、5 分以内に看板に記載されている必要個数の「消火器」と「水入

りバケツ」を集め、消火姿勢をとってください。なお、水入りバケツは、看板を設置している電柱

を目標に水をかけてください。看板前に学生スタッフが待機し、時間の計測などを行います。 

☆5 分以内に必要個数の消火器と水入りバケツを集めて消火姿勢をとることができれば「消火済」

のステッカーが貼られます。 

○建物被害看板（図 2）を発見したら、5 分以内に看板に記載されている必要個数の「ジャッキ」

や「バール」を集めてください。看板前に学生スタッフが待機し、時間の計測などを行います。 

☆5 分以内に必要個数のジャッキやバールを看板に集めることができれば「救助済」のステッカー

が貼られます。 

○通行障害看板（図 3）を発見した場合は、住民に迂回を呼びかけ、その道路は迂回する。 

              

   図 1 火災看板の例     図 2 建物被害看板の例    図 3 通行障害看板の例 

4) 火災・建物被害・通行障害の発生場所を報告用紙・地図上に記入。火災・建物被害については

対応状況も記入。 

火災→火災・消火済、火災・消火失敗  建物被害→建物被害・救助済、建物被害・救助失敗

通行障害→通行障害 

5)一時集合場所にて、担当ブロックの避難者数（避難所への避難者数、在宅避難者数）を確認。地

区リーダーに担当ブロックの避難状況・被災状況等を報告。 

6)地区リーダーの誘導のもと、担当ブロックの住民とともに避難所（東戸山小学校）へ避難。 

7)避難所に到着後、担当ブロックの住民に校庭に整列するように指示。指示後、小学校・多目的室

へ移動。 

8)地区リーダーの情報整理などを支援。 

 

記入例（裏面)：西ブロック・久田嘉章さん 

1～5 組を確認した結果、火災が 1件発生したが初期消火により消火済。建物被害により下敷きに

なった要救助者がいたが救助済。通行障害も 1箇所発生。



    戸山 3 丁目（1～5 組）   地区 被災状況等報告用紙 

地区または一時集合場所リーダー名：久田 嘉章                                  記入時刻：   

 

33

32 

31

30 29 

28 
27 

23

24

22

21

25

26

20

19

18

17 16

15

14

13 12

11
10

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 1 

34 

35 

※共通 

民生委員から要援護者の安否確認

報告を受け、上記に報告時刻・報

告者・報告内容を記入する 

※戸山 3 丁目南 

・ブロックリーダーから被災状況の

報告を受け、地図上に記入する 

・上記に避難者数を記入する 

※戸山 3 丁目南以外 

・マンションリーダーから各号棟の

避難状況・被災状況の報告を受け、

報告号棟にチェックを入れる 

・マンションリーダーから地区内の

被災状況の報告を受け、地図上に

記入する 

戸山 3 丁目南・避難者数 避難所へ避難：      在宅避難：      

凡 例 

号棟・集合場所 

地区・一時集合場所 

各号棟の地区・一時集合場所 

要援護者の安否確認状況   報告時刻：                 

報告者：                                      

 
火災・消火済

通行障害 

建物被害・救助済 



地区リーダー・一時集合場所リーダー用説明資料 

 

戸山 3丁目南以外 

8：30 訓練開始（※南地区は 8：15 訓練開始） 

※フロアリーダーやマンションリーダーを兼任している場合、「フロアリーダー用説明資料」、「マ

ンションリーダー用説明資料」にある対応をお願いします。 

 

1)地区・一時集合場所リーダーの「リーダー名」に氏名を記入。 

2)自宅をでて、ご自分のフロアの避難状況や発災対応訓練の状況を見回りながら、担当する地区の

一時集合場所へ移動。移動中、避難誘導や発災対応訓練への参加などを適宜指示。 

3)マンションリーダーから各号棟の避難状況や被災状況の報告を受け、報告号棟にチェックマーク

を入れる（記入例の①部分）。 

5)マンションリーダー(6・10 号棟(東地区)、29・30 号棟(西地区)、11・12 号棟(南地区)、21・35

号棟(北地区)以外)より、地区・一時集合場所までの移動中に発見・対応した被害について報告

があった場合は、それを地図上に記入（記入例の①部分、マンションリーダーの報告用紙・地図

に記載済のものを転記）。 

「火災」→火災・消火済、火災・消火失敗   「通行障害」→通行障害 

6) 民生委員から要援護者の安否確認報告を受け、報告時刻・報告者・報告内容を該当欄に記入（記

入例の②部分）。 

  「報告時刻」→報告された時刻    「報告者」→報告した民生委員の氏名 

  「空欄部分(報告内容)」→要援護者○名、安否確認終了 

7)上記が全て終了したら、記入時刻を記入（記入例の③部分）。 

  「記入時刻」→記入が完了した時刻 

8)無線機を携帯している場合は、無線機を使って避難所本部（東戸山小学校）へ各号棟の避難状況・

要援護者の安否確認状況などを報告。 

9)報告後、マンションリーダーに避難所（東戸山小学校）へ移動を指示し、号棟ごとに避難所（東

戸山小学校）へ避難誘導。 

10)避難所に到着後、マンションリーダーとともに小学校・多目的室へ移動。 

11)A0 サイズの地図上に地区内の被災状況・対応状況を転記していき（記入例の①部分）、東戸山地

区の被災マップを作成。 

「火災」→火災・消火済、火災・消火失敗   「通行障害」→通行障害 

12) 全て記入し終えたら、代表世話人・役員へ報告し、報告用紙を渡す。 

 

記入例（裏面)：北地区・大野亮さん 

19・20・21・22・23・24 号棟のマンションリーダーより避難状況などの報告。また、地区・一時集合

場所までの移動中に火災 2件を発見したが、全て消火済。通行障害が 1箇所発生との報告もあり。 

8 時 55 分に民生委員の杉山志乃さんから「要援護者 10 名、安否確認終了」との報告。 

全ての記入を 9時に終了し、無線機にて避難所本部へ状況報告し、避難所へ避難。 

 

 



       北      地区 被災状況等報告用紙 

地区または一時集合場所リーダー名：大野 亮                                  記入時刻： 9：00  

 

33

32 

31

30 29 

28 
27 

23

24

22

21

25

26

20

19

18

17 16

15

14

13 12

11
10

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 1 

34 

35 

※共通 

民生委員から要援護者の安否確認

報告を受け、上記に報告時刻・報

告者・報告内容を記入する 

※戸山 3 丁目南 

・ブロックリーダーから被災状況の

報告を受け、地図上に記入する 

・上記に避難者数を記入する 

※戸山 3 丁目南以外 

・マンションリーダーから各号棟の

避難状況・被災状況の報告を受け、

報告号棟にチェックを入れる 

・マンションリーダーから地区内の

被災状況の報告を受け、地図上に

記入する 

戸山 3 丁目南・避難者数 避難所へ避難：      在宅避難：      

凡 例 

号棟・集合場所 

地区・一時集合場所 

各号棟の地区・一時集合場所 

火災・消火済

通行障害

要援護者の安否確認状況   報告時刻：  ８：５５           

報告者： 杉山 志乃                              

要援護者 10 名、安否確認終了 

火災・消火済

通行障害

ﾚ

ﾚ
ﾚ

ﾚ

ﾚ
ﾚ

①
② 

③



地区リーダー用説明資料（戸山 3 丁目南） 

8：30 訓練開始 

1)地区・一時集合場所リーダーの「リーダー名」に氏名を記入。 

2)自宅をでて、一時集合場所へ移動。移動中、避難誘導や発災対応訓練への参加などを適宜指示。 

(参考)被災看板を発見した場合は、住民に発災対応訓練の参加・協力を呼びかける。 

○火災看板を発見したら、5 分以内に看板に記載されている必要個数の「消火器」と「水入りバケツ」

を集め、消火姿勢をとってください。なお、水入りバケツは、看板を設置している電柱を目標に水

をかけてください。 

○建物被害看板を発見したら、5 分以内に看板に記載されている必要個数の「ジャッキ」や「バ

ール」を集めてください。 

○通行障害看板を発見した場合は、住民に迂回を呼びかけ、その道路は迂回する。 

3)ブロックリーダーより、各ブロック内の避難状況・被災状況の報告を受け、それを地図上に記入

（記入例の①部分、ブロックリーダーの報告用紙・地図に記載済のものを転記）。避難者数につ

いては、1～5 組・6～12 組の各ブロックの人数の総数を記入（記入例の②の部分）。 

「避難所へ避難」→避難所への避難者数、「在宅避難」→在宅避難者数 

火災→火災・消火済、火災・消火失敗  建物被害→建物被害・救助済、建物被害・救助失敗

通行障害→通行障害 

4)民生委員から要援護者の安否確認報告を受け、報告時刻・報告者・報告内容を該当欄に記入（記

入例の③部分）。 

  「報告時刻」→報告された時刻    「報告者」→報告した民生委員の氏名 

  「空欄部分(報告内容)」→要援護者○名、安否確認終了 

5)上記が全て終了したら、記入時刻を記入（記入例の④部分）。 

  「記入時刻」→記入が完了した時刻 

6)無線機を携帯している場合は、無線機を使って避難所本部（東戸山小学校）へ戸山 3 丁目南の避

難状況・要援護者の安否確認状況などを報告。 

7)報告後、ブロックリーダーに避難所（東戸山小学校）へ移動を指示し、ブロックごとに避難所（東

戸山小学校）へ避難誘導。 

8)避難所に到着後、ブロックリーダーとともに小学校・多目的室へ移動。 

9)A0 サイズの地図上に地区内の被災状況・対応状況を転記していき（記入例の①部分）、東戸山地

区の被災マップを作成。 

火災→火災・消火済、火災・消火失敗  建物被害→建物被害・救助済、建物被害・救助失敗 

通行障害→通行障害 

10) 全て記入し終えたら、代表世話人・役員へ報告し、報告用紙を渡す。 

 

記入例（裏面)：地区リーダー・平出友美さん 

ブロックリーダーより避難者数の報告。また、3 丁目南内では火災 2 件を発見したが、全て消火済。

建物被害による要救助者が2箇所で発生したが全て救助済。通行障害が1箇所発生との報告もあり。 

8 時 55 分に民生委員の横山亮さんから「要援護者 5名、安否確認終了」との報告。 

全ての記入を 9時に終了し、無線機にて避難所本部へ状況報告し、避難所へ避難。 



    戸山 3 丁目   地区 被災状況等報告用紙 

地区または一時集合場所リーダー名：平出 友美                                  記入時刻：  ９：００ 
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34 

35 

※共通 

民生委員から要援護者の安否確認

報告を受け、上記に報告時刻・報

告者・報告内容を記入する 

※戸山 3 丁目南 

・ブロックリーダーから被災状況の

報告を受け、地図上に記入する 

・上記に避難者数を記入する 

※戸山 3 丁目南以外 

・マンションリーダーから各号棟の

避難状況・被災状況の報告を受け、

報告号棟にチェックを入れる 

・マンションリーダーから地区内の

被災状況の報告を受け、地図上に

記入する 

戸山 3 丁目南・避難者数 避難所へ避難： 200   在宅避難： 20   

凡 例 

号棟・集合場所 

地区・一時集合場所 

各号棟の地区・一時集合場所 

要援護者の安否確認状況   報告時刻：   ８：５５          

報告者：    横山 亮                              

要援護者 5 名、安否確認終了 
火災・消火済

通行障害 

建物被害・救助済 

火災・消火済

建物被害・救助済

① 

② 

③ 

④



    １９  号棟 被災状況等報告用紙 

マンションリーダー フロアリーダー 

ﾘｰﾀﾞｰ名：  村上 正浩 階

数
リーダー名 

避難者数 火災発生・対応状況 負傷者発生・対応状況 

報告時刻 避難所へ避難 在宅避難 件数 対応状況 人数 対応状況 

 14        

 13        

 12        

 11        

 10        

 9        

 8        

 7        

 6        

8：40 5 濱野 航平 20 10 1 消火済 1 救護済 

8：42 4 福田 達郎  20 0     

8：41 3 坂井 健大 30 5 1 消火済   

8：44 2 丹治 寛貴 40 10   1 救護済 

8：45 1 小宮山 甫 10 0     

避難者・被災状況総数、対応状況 120 25 2 全て消火済 2 全て救護済 

2008 年度防災訓練用 マンションリーダー報告例 



    戸山 3 丁目南   地区 被災状況等報告用紙 

地区または一時集合場所リーダー名：平出 友美                                  記入時刻：  ９：００ 
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32 
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9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 
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34 

35 

※共通 

民生委員から要援護者の安否確認

報告を受け、上記に報告時刻・報

告者・報告内容を記入する 

※戸山 3 丁目南 

・ブロックリーダーから被災状況の

報告を受け、地図上に記入する 

・上記に避難者数を記入する 

※戸山 3 丁目南以外 

・マンションリーダーから各号棟の

避難状況・被災状況の報告を受け、

報告号棟にチェックを入れる 

・マンションリーダーから地区内の

被災状況の報告を受け、地図上に

記入する 

戸山 3 丁目南・避難者数 避難所へ避難： 200   在宅避難： 20   

凡 例 

号棟・集合場所 

地区・一時集合場所 

各号棟の地区・一時集合場所 

要援護者の安否確認状況   報告時刻：   ８：５５          

報告者：    横山 亮                              

要援護者 5 名、安否確認終了 
火災・消火済

通行障害 

建物被害・救助済 

火災・消火済

建物被害・救助済

地区リーダー報告例（戸山 3丁目南） 

※被災状況は A0 の被災マップに整理されます



       北      地区 被災状況等報告用紙 

地区または一時集合場所リーダー名：大野 亮                                  記入時刻： 9：00  

 

 

 

 

ﾚ

通行障害

火災・消火済
※共通 

民生委員から要援護者の安否確認

報告を受け、上記に報告時刻・報

告者・報告内容を記入する 

※戸山 3 丁目南 

・ブロックリーダーから被災状況の

報告を受け、地図上に記入する 

・上記に避難者数を記入する 

※戸山 3 丁目南以外 

・マンションリーダーから各号棟の

避難状況・被災状況の報告を受け、

報告号棟にチェックを入れる 

・マンションリーダーから地区内の

被災状況の報告を受け、地図上に

記入する 

各号棟の地区・一時集合場所 

地区・一時集合場所 

号棟・集合場所 

凡 例 

22

戸山 3 丁目南・避難者数 避難所へ避難：      在宅避難：      

23

15

24

25

26

34 

29 

32 

6 

5 

4 

35 

1 2 

3 

7 

8 

9 

10
11

1213

14

1617

18

19

20

21

27 
28 

30

31

33

通行障害ﾚ

ﾚ

ﾚ

ﾚ
ﾚ

火災・消火済

要援護者の安否確認状況   報告時刻：  ８：５５          

報告者： 杉山 志乃                              

要援護者 10 名、安否確認終了 

地区・一時集合場所リーダー報告例 

※被災状況は A0 の被災マップに整理されます

要援護者の安否確認状況   報告時刻：  ８：５５           

報告者： 杉山 志乃                              

要援護者 10 名、安否確認終了 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料３ 報告会資料 

 

(1)報告会の案内パンフレット 

(2)報告会概要資料 

(3)まちなか・マンション内点検マップ 

(4)防災訓練の概要と流れ 

(5)被災マップ（被災情報の集約結果） 

(6)報告会説明資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



平成 20 年度 

「東戸山防災ワークショップおよび防災訓練」報告会のお知らせ 
 

工学院大学・新宿区 

 

 平成 20 年度は、東戸山地域の皆様のご協力のもと、防災に関する様々な取り組みを

進めてまいりました。 

昨年 9月 28 日(日)には、防災ワークショップを開催し、地域内や住宅内の防災点検

を行い、それらを地図上にまとめた防災点検マップを作成いたしました。そして、作成

した防災点検マップの講評会を行い、参加者の方々で地域の現状や今後の防災対策につ

いて活発な議論がなされました。 

11 月 9 日(日)には、9月に作成した防災点検マップをもとに、大規模地震が発生した

場合に想定される被害を地域内・住宅内に模擬的につくりだし、発災対応による初期消

火訓練・応急救護訓練や被害情報・傷病者情報などを系統的にとりまとめる訓練、また

民生委員による要援護者の方々の安否確認訓練などを行いました。一方、東戸山小学校

では、東戸山小学校避難所運営管理協議会が中心となった情報収集・伝達訓練や炊き出

し訓練などの様々な訓練や、消防署・消防団の方々が中心となった消火訓練・担架搬送

訓練など体験型訓練もあわせて行われました。この防災訓練の様子は、当日の NHK の全

国ニュースでも先進的な取り組みとしてとりあげられました。 

今回の報告会では、上記の取り組みについてご報告させていただくとともに、次年度

に向けた話し合いができればと考えておりますので、ご多忙とは存じますが、多くの皆

様のご出席をお願いいたします。 

 

記 

 

「東戸山防災ワークショップおよび防災訓練」報告会 

○ 日 時 平成 21 年 1 月 24 日（土） 16 時 15 分から 18 時 00 分（予定） 

         なお、受付は 16 時より開始いたします。 

○ 場 所 東戸山小学校 １階多目的ホール 

○ 報告内容 

   １ 地域点検マップづくりについて 

 ２ 防災訓練について 

 ○ お問合せ  

    工学院大学 建築学科  村上（3340）3116 

新宿区 危機管理課   酒井（5273）3874 

新宿区若松町特別出張所 渡辺（3202）1361 



平成 20 年度「東戸山防災ワークショップおよび防災訓練」報告会 

 平成 20 年度は、東戸山地域の皆様のご協力のもと、防災に関する様々な取り組みを進めてまい

りました。 

昨年 9 月 28 日(日)には、防災ワークショップを開催し、地域内や住宅内の防災点検を行い、そ

れらを地図上にまとめた防災点検マップを作成いたしました。そして、作成した防災点検マップの

講評会を行い、参加者の方々で地域の現状や今後の防災対策について活発な議論がなされました。 

11 月 9 日(日)には、9月に作成した防災点検マップをもとに、大規模地震が発生した場合に想定

される被害を地域内・住宅内に模擬的につくりだし、発災対応による初期消火訓練・応急救護訓練

や被害情報・傷病者情報などを系統的にとりまとめる訓練、また民生委員による要援護者の方々の

安否確認訓練などを行いました。一方、東戸山小学校では、東戸山小学校避難所運営管理協議会が

中心となった情報収集・伝達訓練や炊き出し訓練などの様々な訓練や、消防署・消防団の方々が中

心となった消火訓練・担架搬送訓練など体験型訓練もあわせて行われました。この防災訓練の様子

は、当日の NHK の全国ニュースでも先進的な取り組みとしてとりあげられました。 

今回の報告会では、上記の取り組みについてご報告させていただくとともに、次年度に向けた話

し合いができればと考えております。 

 

（１）防災ワークショップ（9 月 28 日（日） 8 時 30 分～14 時 30 分） 

①参加者：114 名（自治会 57 名、大学・新宿区ほか 57 名） 

②ワークショップの流れと内容 

 まちなか点検マップづくり マンション内点検マップづくり 

戸山ハイツ東・西・北・南、戸山 3 丁目南 戸山ハイツ東(6、10 号棟)、西(11、12 号

棟)、北(21、35 号棟)、南(30、32 号棟) 

8：30 参加者集合（集合場所：東戸山小学校多目的室） 

挨拶、作業内容の確認、各担当場所へ移動 

9：00 まちなかウォッチン（自治会・町会内） マンション内ウォッチング（共用部分） 

10：30 まちなか点検マップづくり 

（地域点検マップ作成支援システム） 

マンション内点検マップづくり 

（紙地図） 

会場：東戸山小学校・多目的室 会場：東戸山小学校・図書室 

12：30 昼食 

13：00 

 

講評会、地域の防災上の課題などについて話しあい 

会場：東戸山小学校多目的室 

14：30 挨拶、解散 

③成果物（配付資料 まちなか点検マップ：全域印刷物、マンション内点検マップ：8 棟分） 

意見交換・議論 

・参加者の感想 

・今後の点検マップの活用、運用について 

（残りのマンション内の点検、マップの精度の向上・点検項目の追加、地域点検マップ作成

支援システムの運用、配布物としての点検マップ作成、点検マップの配布・情報共有など） 

・災害時要援護者情報について 

 



（２）防災訓練（11 月 9 日（日） 8 時 30 分～11 時） 

①参加者：約 1100 名（自治会約 800 名、大学・新宿区ほか約 300 名） 

②主な訓練の流れ（詳細は配布資料） 

フェーズ１：マンション・まちなか被災状況等把握、発災対応訓練、要援護者の安否確認 

１）戸山ハイツ（東地区、西地区、北地区、南地区） 

○フロアリーダー：フロア状況確認、発災対応（初期消火、応急救護）、1 階集合場所へ

避難誘導、マンションリーダーへ状況報告（被災状況、避難状況） 

○マンションリーダー：マンション内状況把握（被災状況、避難状況）、一時集合場所へ

避難誘導、発災対応（初期消火、閉塞した道路の迂回） 

○民生委員：要援護者の安否確認 

    ２）戸山 3 丁目南 

○ブロックリーダー：ブロック内状況確認、発災対応（初期消火、倒壊家屋からの救助、

閉塞した道路の迂回）、一時集合場所へ避難誘導 

○民生委員：要援護者の安否確認 

フェーズ２：地区内状況把握、情報伝達（無線機→避難所本部）、避難所への避難 

１）戸山ハイツ（東地区、西地区、北地区、南地区） 

○マンションリーダー：地区リーダーへ状況報告（被災状況、避難状況） 

○民生委員：地区リーダーへ要援護者の安否情報の報告 

○地区リーダー：地区内状況把握（被災状況、避難状況、要援護者安否情報）、避難所

本部へ情報伝達（無線機）、避難所（東戸山小学校）へ避難誘導 

２）戸山 3 丁目南 

○ブロックリーダー：地区リーダーへ状況報告（被災状況、避難状況） 

○民生委員：地区リーダーへ要援護者の安否情報の報告 

○地区リーダー：地区内状況把握（被災状況、避難状況、要援護者安否情報）、避難所

本部へ情報伝達（無線機）、避難所へ避難誘導 

フェーズ３：東戸山地区の被災状況等集約、全体像把握、情報伝達（防災無線→地域本部） 

○マンションリーダー：マンション内の情報整理、代表世話人・役員へ報告 

○地区リーダー：地区内の情報整理、被災マップの作成、代表世話人・役員へ報告 

○民生委員：要援護者の安否確認情報の集約、安否確認表の作成 

○代表世話人・役員：東戸山地区の被災状況・避難状況などの集約、（地域本部へ情

報伝達（防災無線）） 

フェーズ４：避難所運営訓練、会場型防災訓練 

意見交換・議論 

・参加者の感想（各リーダー、民生委員、代表世話人など） 

・次年度の防災訓練、今後の体制づくりについて 

フロアリーダー・マンションリーダー・地区リーダーなど組織的な対応・情報収集体制（既

存の体制をベース）、情報の集約方法（報告・集約シートの設計など）・集約体制（本部が

2 つ？）、次年度の訓練実施、訓練内容の見直し（発災対応型訓練、情報収集・伝達訓練

など）、災災害時要援護者への対応（住民・民生委員・区・事業者等が連携した安否確認・

情報収集体制、平時の孤独死対策との連携） など 



まちなかの点検項目と点検内容 

点検項目 点検内容 

インタビュー(地震時に役に立ちそうなものを中心に) 

家庭等で保有している防災資機材 担架、チェーンソー、無線機、発電機、投光機、リヤカー、テント、

エンジンポンプ、消火器、バール、など 

特殊技能をもつ人 建築士、消防士、医者、看護師、重機を扱える人、など 

 その他 地震時に役に立ちそうなものなどについてインタビュー 

まちなかウォッチング 

①災害時に注意すべきところ(緊急対応行動や避難行動に影響を及ぼしそうなもの) 

 狭い道路 緊急用車両の通行は可能？、隅切りはされている？、沿道に道路をふ

さぎそうなものはない(老朽化したブロック塀、不安定な電柱、老朽

化した家屋など)？、など（※気になるところは幅員や高さを計測）

 袋小路（行き止まり） 地震時の緊急対応活動や避難行動に影響しそう？、など 

 沿道の工作物等の倒壊・転倒の恐れ 

 

沿道に老朽化したブロック塀、鉄筋がはいっていないブロック塀、不

安定な電柱、鉄塔、アンカーが不安定な自販機、などがある？（※気

になるところは高さなどを計測） 

 その他 落下してきそうな看板や外壁、高圧線などはある？、階段や急坂、崖

など、緊急対応や避難に障害になりそうなものが他にもある？ 

②災害時に役立つもの(緊急対応行動や避難生活などに役立ちそうなもの) 

 避難所 避難所はどこ？、夜間などでもすぐに入れる状況？、など 

 防災倉庫、備蓄倉庫 鍵は誰が保有している？、すぐに開けられる状態になっている？、中

には何がある(資機材名・数量・保存状態など)？、など 

受水槽、高架水槽 容量は？、構造は？、形式は？、どのように活用する？、など 

 消火器 町会の管理？、区の管理？、管理番号は？、次の交換はいつ？、消火

器の種別（粉末、強化液、など）は？、腐食などはない？、すぐに使

用できる状態になっている？、わかりやすい場所に設置されてい

る？、表示はある、など 

 小型消防ポンプ 管理状態は？、すぐに使用できる？、鍵は誰が保有している？、など

 防火水槽、プール 防火水槽などの周りに倒壊・転倒・落下の恐れのあるものがある？、

路上駐車など、消防活動の障害になるものが多い？、など 

消火栓 消火栓の周りに倒壊・転倒・落下の恐れのあるものがある？、路上駐

車など、消防活動の障害になるものが多い？、など 

一時集合場所、公園・駐車場などの

オープンスペース 

一時集合場所はどこ？、車などがある？、何もないオープンスペー

ス？、災害時に利用できそう？、水道やトイレはある？、など 

 防災無線拡声装置 取付状態は良好？、聞こえづらくない？、など 

 無線機 誰が保有している？、すぐに利用できる？、報告等ルールは？、など

 その他 地震時に役に立ちそうなものが他にもある？、店舗（食料品、飲料、

日用品、薬、ガソリンスタンド、など）、医療機関（近くに医療機関・

診療所等はある？、どんな診療科？、など）、AED の設置場所（どこ

にある？、誰が扱える？、など）、公衆電話（どこにある？）、など 



マンション内の点検項目と点検内容 

点検項目 点検内容 

インタビュー(地震時に役に立ちそうなものを中心に) 

家庭等で保有している防災資機材 担架、チェーンソー、無線機、発電機、投光機、リヤカー、テント、

エンジンポンプ、消火器、バール、など 

特殊技能をもつ人 建築士、消防士、医者、看護師、重機を扱える人、など 

 その他 地震時に役に立ちそうなものなどについてインタビュー 

マンション内ウォッチング 

①災害時に注意すべきところ(緊急対応行動に影響を及ぼしそうなもの) 

 避難障害になるところ 避難通路・避難階段・ベランダ通路・避難はしごなどの管理状態は？、

避難経路をふさぎそうなものはある？、防火扉の変形、など 

 エレベータ 管理会社は？、連絡先は？、インターフォンの連絡先は？、震災時の

通話の可能性は？、地震時管制運転装置はついている？、など 

 その他 緊急対応や避難に障害になりそうなものが他にもある？ 

②災害時に役立つもの(緊急対応行動などに役立ちそうなもの) 

 消火器 管理番号は？、次の交換はいつ？、消火器の種別（粉末、強化液、な

ど）は？、腐食などはない？、すぐに使用できる状態になっている？、

わかりやすい場所に設置されている？、表示はある、など 

屋内消火栓 管理状態は？、どのように使用する？、どこまでホースが届く？、な

ど 

 その他消防用設備 連結送水管・放水口(断水時に上層階への給水に活用できる？)、スプ

リンクラー設備、火災感知器、非常用照明、非常電話などの管理状態

は？、災害時にも利用可能？、など 

 避難器具等 管理状態は？、すぐに利用できる？、使用方法は？、など 

 救助用器具等 管理状態は？、すぐに利用できる？、使用方法は？、など 

 その他 地震時に役に立ちそうなものが他にもある？ 

 
 





Ｎ

防災
倉庫

3号棟

5号棟

6号棟

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

改善すべきところ

注意すべきところ

防災に対して良いところ

ポイント番号

消火器

消火器(使用不可)

凡例

避難通路を塞いでいるものも
あるため改善が必要

ベランダの洗濯機

5

車椅子用スロープが途中で
途切れている

スロープ

4

災害時に倒れる可能性がある

公園の樹木

3

避難する際に注意が必要

急な階段やL字階段

109

避難の妨げとなる可能性が
あるため注意が必要

通路の私物

8

転倒の可能性があるため
注意が必要

ロッカー

7

歩道の幅が狭いため
注意が必要

狭い歩道

6

チェーンソー、リアカー、脚立、救急箱などを収納

8号棟防災倉庫

チェーンソー、タンカー、リアカー、脚立などを収納

5号棟防災倉庫

2

エレベーター前に誰でも使える
車椅子が置いてある

車椅子

1

○Ｌ字階段や勾配の急な階段に注意が
　必要
○ベランダに避難経路を塞ぐものを置
　かないように注意が必要
○車椅子の方を避難させることを想定
　した訓練が必要

作成メンバー：日下清人　高木利子　松原弘房　小暮やす
工学院大スタッフ：杉山志乃　磯野茉莉東地区6号棟



EV

公園

駐輪場

北側駐輪場

南側駐輪場

バイク置き場

南側非常階段

西側入口

中央口

商店スペース

商店スペース

10号棟

Ｎ

1階

1

2

3

4

5
6

防災に対して良いところ

凡例

改善すべきところ

注意すべきところ

ポイント番号

消火器

消火器(使用不可)

私物を置かないなどの
対策が必要

北側非常階段4

災害時に避難の妨げとなる可能性
があるため改善が必要

北側駐輪場3

・スロープの勾配が急なため改善が必要
・手すりが片側のみ

中央口2

避難の妨げとなる可能性があるため改善が必要

南側駐輪場1

スロープの幅が狭い

スロープ5

・エレベーター２基
・ホールが広い

エレベーターホール6

○通路の鉢植えや自転車が避難の障害
　とならないように注意が必要
○バリアフリーに対する配慮が必要
　（特に車椅子）

東地区10号棟① 作成メンバー：早坂眞一　和田勝　川井はり子　酒井
工学院大スタッフ：鍛冶貴義　渡邉行範



EV

北側非常階段

南側非常階段

2階～（住居）

10号棟

Ｎ

1

2

3

防災に対して良いところ

凡例

改善すべきところ

注意すべきところ

ポイント番号

消火器

消火器(使用不可)

通路の私物（植木、自転車など）

避難の妨げとなる可能性があるため注意が必要

2階 6階 12階

・各階通路に2本ずつ設置
・各住居で1本所有

消火器

ホースの長さは40ｍ

消火栓3

非常灯を常に確認
している

中央階段2

2ヶ月に1度点検を行っている

エレベーター1

作成メンバー：早坂眞一　和田勝　川井はり子　酒井
工学院大スタッフ：鍛冶貴義　渡邉行範東地区10号棟②



1階集会所

Ｎ

29号棟
1

2

2

3

4

改善すべきところ

注意すべきところ

防災に対して良いところ

ポイント番号

消火器

消火器(使用不可)

凡例

・幅0.8ｍ(人は通れない)
・前後が柵で覆われている

棟の間4

集会所周辺3

防火水槽

標識がないのでわかりにくい

空き缶の回収箱

転倒の危険ありがあるため
注意が必要

物置

転倒防止のため固定されている

通路周辺2

自転車置き場・バイク置き場通路の段差

避難時などに注意が必要

消火器

改善の必要な消火器

・期限切れのものの交換
・設置場所の見直しが必要

階段周辺1

ガス管・水道管

配管が壊れると危険

階段

踊り場や階段の幅が狭く（1.03ｍ）、手すりが片側のみ

○階段の踊り場が狭く手すりが片側
　だけのため注意が必要
○期限切れ消火器の交換や設置場所
　の見直しが必要
○災害時に役立つものの場所を明確
　に表示（防火水槽、消化器など）

西地区29号棟 作成メンバー：加藤順子　小出千史　岩井英子　橋本喜美子
工学院大スタッフ：村松信彦　武田孝大



ホッパー室

Ｎ

1階

1

2

3

4

5

6

凡例

防災に対して良いところ

改善すべきところ

注意すべきところ

ポイント番号

消火器

消火器(使用不可)

改善の必要な消火器

・期限切れのものの交換が必要
・消火器の前に自転車を置かないようにする

・消火器3本設置
・古い消火器のため改善が必要

6 集会室

・災害時に役立つもの（脚立）
・環境衛生用の掃除具

5 物置
防火水槽

4

火災報知機

火災用電話が設置されている

3

送水口・採水口

1 2

○建物内部のすべての備品のチェックが必要
○消火器の前に自転車や物を置かないように
　注意が必要
○正常に動かない防火扉の改善が必要

西地区30号棟① 作成メンバー：吉岡恒男　大木美智子　若月宏子　小池実
工学院大スタッフ：坂井健大　矢沢雄太



14階

Ｎ

1

2

3

4

5

6

改善すべきところ

注意すべきところ

防災に対して良いところ

ポイント番号

消火器

消火器(使用不可)

凡例改善の必要な防火扉

・正常に作動しない状態なので改善が必要
・金具で止めてあるためいざという時に役に立たない

4 5 6

階段

・階段の幅が狭い（1.2ｍ）
・天井も低い

3

火災受信機

火災用電話が設置されている

2 2

ホース格納物（14階）

1

消火栓

ホースあり（11階～14階）ホースなし（3階～10階）

西地区30号棟② 作成メンバー：吉岡恒男　大木美智子　若月宏子　小池実
工学院大スタッフ：坂井健大　矢沢雄太



Ｎ

12号棟

1

2

3

4

5

6

ポイント番号

消火器

消火器(使用不可)

改善すべきところ

注意すべきところ

防災に対して良いところ

凡例

住民の理解のもと置いてあるが
注意が必要

通路の荷物

6

障害物がなく避難しやすい

廊下②

障害物がなく避難しやすい

廊下①

災害時に活用できる

チェーンソー

5

障害物がなく避難しやすい

エレベーターホール

4

緊急時に連絡可能

エレベーターの電話機

3

災害時に活用できる

水道・ホース

2

消火栓

1

消火器

○消火器の使用期限は問題なし
　（平成24年まで）
○通路には災害時に障害となりえるものがなく
　避難しやすい
○エレベーター前には物を置かないようにする

作成メンバー：相馬　須賀　皆井
工学院大スタッフ：河野健司　菅原佑太南地区12号棟



Ｎ

1階

11号棟

1

2

3

4
5

6

7
8

凡例

ポイント番号

消火器

消火器(使用不可)

防災に対して良いところ

改善すべきところ

注意すべきところ

交換の必要あり

改善の必要な消火器
（1階）

非常出口（1階）

死角に入っており
見つかりにくい

5

南外階段 南外階段3階中央階段

階段は特に問題なし

6 7 8

学習館事務室

確認できた設備等
　・消火器
　・火災報知機
　・非常用放送設備
　・防火、排煙設備制御盤
　・防火扉連動制御盤
　・身体障害者用トイレ

4

東ベランダ（3階）

3

火災報知機受信機（1階）

2

送水口、採水口
（1階玄関入口）

1○使用期限の切れた消火器の交換が必要
○いざというときのため非常電話の使用
　方法を知っておくとよい
○防災設備の場所の表示を明確にする

作成メンバー：関口　小林　渡辺　石井　小沢　川鍋　岩瀬
工学院大スタッフ：福田達郎　長谷川翔南地区11号棟①



2階～14階

11号棟

Ｎ

1

2

3

4

5
6

7 8
9

凡例

ポイント番号

消火器

防災に対して良いところ

改善すべきところ

注意すべきところ

消火器(使用不可)

消火栓の扉が開かない

改善の必要な消火栓
（14階）

6

非常出口（14階）

扉が壊れているため
注意が必要

1

注意の必要な消火栓

住民は使用方法がわからない

7

14階

8

10階

9

14階

給水管（14階）

5

火災連動操作盤（4階）

4

消火器（14階）廊下（10階）

3

非常出口（2階）

2

南地区11号棟② 作成メンバー：関口　小林　渡辺　石井　小沢　川鍋　岩瀬
工学院大スタッフ：福田達郎　長谷川翔



21号棟

Ｎ
1

2

3

4

6

5

防災に対して良いところ

凡例

改善すべきところ

注意すべきところ

ポイント番号

消火器

消火器(使用不可)

物置

鍵の管理者が不明

期限切れの消火器

交換が必要

ハンドホール（マンホール）

蓋が壊れているため修理が必要

6

避難金物（各戸ベランダ）

ベランダに設置されているが
ロープが設置されていない

階段

勾配が急なうえ幅も狭い（1ｍ）

5

避難通路（各戸）

物がおいてあると役に立たないため
注意が必要

消火栓

4

防火水槽

消防水利

3

掲示板

情報の周知に活用できる

2

広場

災害時に集合できる

1○掲示板を活用し情報周知
　を行っていく
○階段の勾配が急で幅が狭
　いため注意が必要
○避難通路を物で塞がない
　ように注意が必要

北地区21号棟 作成メンバー：小玉　本沢　小島　増渕　谷崎
工学院大スタッフ：松原音糸　横山亮　梅澤拓也



EVEV

南側非常階段

中央非常階段

Ｎ

１階

34号棟

35号棟

1

2

3

4

5

6
7

8
防災に対して良いところ

凡例

改善すべきところ

注意すべきところ

ポイント番号

消火器

消火器(使用不可)

期限切れのため交換する必要あり

改善の必要な消火器

前方の茂みを取り除く必要がある

送水口

2

段差があるため改善が必要

スロープ

1

たばこの煙などによる誤作動に
注意が必要

煙感知器

8

地震時にずれる可能性がある
ため注意が必要

ジョイント部分

7

火災時に使用できるので住民も
使い方を知っておくとよい

消火栓

3

火災時に火が広がるのを防ぐ

防火扉

6

火災時にサイレンが鳴り住民へ
知らせる

警報機

5

火災時に消防が使用可能

送水口、採水口

4

○1階にピロティがあり2階以上の
　建物の形状は同じ
○使用期限の切れた消火器の交換
　が必要
○警報機が鳴った際の通報を自動
　で行えるとよい

作成メンバー：島貫　鶴岡　渡辺　松崎
工学院大スタッフ：豊田洋彰　伊藤慎太郎北地区35号棟①



EVEV

中央非常階段

南側非常階段

Ｎ

14階

34号棟

35号棟

1

1

1

1
1

2

3
4

4

44

5

凡例

ポイント番号

消火器

消火器(使用不可)

防災に対して良いところ

改善すべきところ

注意すべきところ

地震時にずれる可能性がある
ため注意が必要

ジョイント部分

5

消火栓

住民は使用方法がわからない

4

・屋上に設置
・屋上のタンクから水を出す

送水口（屋上）

14階

煙感知器（14階各戸内）

13階、14階の各戸内に設置してある 中廊下に数箇所設置

煙感知器（中廊下）

1

・火災の発生場所を知らせる
・通報は住民で行うため自動でできるとよい

警報機

2

3

放水口

中廊下に数箇所設置

消火器

北地区35号棟② 作成メンバー：島貫　鶴岡　渡辺　松崎
工学院大スタッフ：豊田洋彰　伊藤慎太郎



訓練全体 東：６、１０号棟、　西：２９、３０号棟 左以外の全マンション 戸山３丁目南 民生委員

東戸山小学校 南：１１、１２号棟、北：２１、３５号棟 （東西南北全地区） （1～5組ブロック、6～12組ブロック）

開始時間 訓練内容 訓練内容 訓練内容 訓練内容　(別紙3) 訓練内容

8:00 会場準備 被災看板設置（マンション内・壁など） 被災看板設置（地区内・電柱など） 被災看板設置（地区内・電柱など）

8:30

発災対応型訓練 マンション内点検・発災対応訓練 マンション内点検訓練 まちなか点検・発災対応訓練 安否確認訓練

（マンション内 　フロアリーダー：フロア点検訓練 　フロアリーダー：フロア点検訓練 　ブロックリーダー：まちなか点検 　要援護者の安否確認訓練

　 または、まちなか） 　　　各戸確認、避難者数・被災状況把握 　　　各戸確認、避難者数把握 　　　被災状況把握

　発災対応：火災→初期消火（消火器） 　避難訓練：非常階段利用、フロアリーダーの誘導で 　発災対応訓練：火災→初期消火（消火器、水入りバケツ）

　 　　　　　　　負傷者→救護活動（止血・骨折処置など） 　　　　　　　　１階集合場所へ 　　　通行障害→迂回路を使う

　避難訓練：非常階段利用、フロアリーダーの誘導で 　マンションリーダー：マンション点検訓練 　　　建物被害→要救助者・救出活動（バール、ジャッキ）

8:40 　　　　　　　１階集合場所へ 　　　各階から報告確認、避難者数把握

　 　マンションリーダー：マンション点検訓練 まちなか点検・発災対応訓練

　　　各階から報告確認、避難者数・被災状況把握 　マンションリーダー：まちなか点検 避難訓練：ブロックリーダーの誘導で

　　　被災状況把握 　　　　　　　地区内の一時集合場所へ

避難訓練：マンションリーダーの誘導で 　発災対応：火災→初期消火（消火器）

　 　　　　　　地区内の一時集合場所へ 　　　　　　　　通行障害→迂回路を使う 　 　

避難訓練：マンションリーダーの誘導で

　 　 　　　　　　地区内の一時集合場所へ 　 　

8:50 地区点検・ 地区または一時集合場所リーダー：地区点検訓練 安否確認報告

安否確認訓練 　マンションリーダーからの報告、地区内の被災状況確認、避難者数の確認、民生委員からの報告確認 　地区・一時集合場所

（一時集合場所） 情報伝達訓練：避難所本部に状況報告（無線機利用） 　リーダーに状況報告

9:10 開会式 被災マップ・リスト作成・被災情報集約訓練（多目的室） 安否情報集約訓練

体験型訓練 　安否確認表を作成

　初期消火訓練

　応急救護訓練

　煙体験、その他

（東戸山小学校） 　代表世話人に報告

9:30 体験型訓練

　体験型訓練（校庭など）へ参加

　マンション・まちなか点検マップ（パネル、WebGIS）、被災マップなどの見学（多目的室）

10:40
(予定)

訓練終了・片付け、閉会式

2008年度戸山地区防災訓練による訓練内容と流れ

避難訓練：地区・一時集合場所リーダーの誘導で避難所（東戸山小学校）へ移動

地域本部への情報伝達訓練：避難者数、被災情報、要援護者の安否確認情報を地域本部に報告（防災無線利用）

訓練地震発生　（東京湾北部地震　M7.3を想定）

　マンションリーダー：各フロアの情報整理・確認、代表世話人・役員へ報告

　地区リーダー・一時集合場所リーダー：地区内の情報整理・確認、被災マップ作成、代表世話人・役員へ報告

　代表世話人・役員：各地区の情報集約、東戸山地区・被災状況等一覧表作成

その他の住民：体験型訓練へ参加（校庭など）
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東戸山小学校

看板未発見

報告なし

消火済

消火済

消火済

消火済

消火済

消火済

消火済

消火済

報告なし

救助済

救助失敗

29号棟
3階　火災（消火済）
3階　負傷者（報告なし）

30号棟
2階　火災（消火済）
3階　負傷者（救護済）

10号棟
4階　火災（消火済）
2階　負傷者（救護済）

6号棟
1階　火災（消火済）
3階　負傷者（救護済）

35号棟
2階　火災（消火済）
2階　負傷者（救護済）

21号棟
2階　火災（消火済）
2階　負傷者（救護済）

12号棟
2階　火災（報告なし）
3階　負傷者（報告なし）

11号棟
3階　火災（報告なし）
4階　負傷者（報告なし）

火災

建物被害

通行障害

看板設置場所

火災

建物被害

通行障害

住民による情報



2009/1/24

1

平成20年度平成 年度

東戸山防災ワークショップ・防災訓練

報 告 会

防災ワークショップ

実施日時 2008年9月28日（日） 8：30～14：30

実施会場 東戸山小学校

参加者 114名 （自治会57名 大学・新宿区他57名）参加者 114名 （自治会57名、大学・新宿区他57名）

実施内容

①まちなかの防災資源・危険箇所の点検

②マンション内の防災資源・危険箇所の点検

③まちなか・マンション内点検マップ作成

（地域点検マップ作成支援システム、紙地図の利用）

④講評会、地域の防災上の課題等について意見交換



2009/1/24

2

まちなか・マンション内の防災点検
1)インタビュー(家庭等の防災資機材、特殊技能をもつ人など）

2)まちなか防災点検

①災害時に注意すべきところ

狭い道路 袋小路 沿道の工作物等の倒壊 転倒の恐れなど狭い道路、袋小路、沿道の工作物等の倒壊・転倒の恐れなど

②災害時に役立つもの

避難所、防災倉庫・備蓄倉庫、受水槽・高架水槽、消火器、小型消

防ポンプ、防火水槽・プール、一時集合場所・オープンスペース、防災

無線拡声装置など

3)マンシ ン内防災点検3)マンション内防災点検

①災害時に注意すべきところ

避難障害になるところ、エレベータ

②災害時に役立つもの

消火器、屋内消火栓・消防用設備、避難器具、救助用器具など



2009/1/24

3

まちなか・マンション内の防災点検

まちなか・マンション内点検マップづくり



2009/1/24
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完成したまちなか点検マップの例

完成したマンション内点検マップの例



2009/1/24

5

デジタル化したマンション内点検マップの例

講評会、地域の防災上の課題など



2009/1/24

6

講評会、地域の防災上の課題など
(1)まちなか点検マップ

・街頭消火器などの災害時に役立つものの表示がわかりにくい

・避難所・一時集合場所の周知が足りない

・戸山ハイツ西地区では樹木の倒木や石垣の倒壊による避難経路

の遮断、戸山三丁目南では道路幅や電柱の倒壊に注意が必要

などの課題や意見があった

(2)マンション内点検マップ

・避難経路やベランダに置いてある障害物に関すること

・老朽化した防火扉等の消防設備

・期限切れの消火器の交換

・マンション内の消防設備の役割や使用方法がわからない

などの課題や意見があった

意見交換・議論

○参加者の感想

○今後の点検マップの活用、運用について

・残りのマンション内の点検

・点検マップの精度の向上、点検項目の追加

・地域点検マップ作成支援システムの運用

・配布物としての点検マップ作成

・点検マップの配布・情報共有

・災害時要援護者情報 など



2009/1/24
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配布物としての点検マップ（八王子・中野町甲和会）

防災訓練
実施日時 2008年11月9日（日） 8：30～11：00

参加者 約1100名（自治会約800名、大学他約300名）

主な訓練内容

①マンション・まちなか被災状況等把握、発災対応訓練など① ンション まちなか被災状況等把握、発災対応訓練など

（フロアリーダー、マンションリーダー、民生委員）

フロア状況確認・発災対応、避難、マンション内状況把握、

まちなか発災対応・状況把握、要援護者の安否確認 など

②地区内状況把握、情報伝達（避難所本部）など

（マンションリーダー、地区リーダー、民生委員）

時集合場所への避難 まちなか発災対応 地区内状況把握一時集合場所への避難、まちなか発災対応、地区内状況把握、

要援護者の安否把握、避難所本部への情報伝達（無線機）

③東戸山地区の被災状況等の集約、情報伝達（地域本部）など

（代表世話人・役員、マンションリーダー、地区リーダー、民生委員）

被災マップ作成、東戸山地区の情報集約、地域本部への情報伝達

④避難所運営訓練、会場型防災訓練
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フェーズ１：マンション・まちなか被災状況等
把握、発災対応訓練、要援護者の安否確認

戸山ハイツ（東地区、西地区、北地区、南地区）

○フロアリーダー：フロア状況確認、発災対応（初期消火、応急救○フ アリ ダ フ ア状況確認、発災対応（初期消火、応急救

護）、1階集合場所へ避難誘導、マンションリーダーへ状況報告

○マンションリーダー：マンション内状況把握、一時集合場所へ避

難誘導、発災対応（初期消火、閉塞した道路の迂回）

○民生委員：要援護者の安否確認

戸山3丁目南戸山3丁目南

○ブロックリーダー：ブロック内状況確認、発災対応（初期消火、

倒壊家屋からの救助、閉塞した道路の迂回）、一時集合場所

への避難誘導

○民生委員：要援護者の安否確認
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発災対応訓練の様子

発災対応訓練結果
地区 設置場所 看板内容 看板発見 対応完了 対応

火災 8:29 8:33 消火済
負傷者（骨折） 8:28 8:31 救護済

火災 8:32 8:33 消火済
負傷者（出血） 8:30 8:32 救護済

まちなか 火災 8:35 8:38 消火済
火災 8:26 8:30 消火済

負傷者（骨折） 8:28 - 救護失敗
火災 消火済

戸山ハイツ
東地区

6号棟

10号棟

戸山 イツ

29号棟

火災 8:30 8:31 消火済
負傷者（出血） 8:36 8:36:30 救護済

火災 8:30 8:31 消火済
通行障害 - - -
火災 8:33 8:34 消火済

負傷者（出血） 8:31 8:32 救護済
火災 8:17 8:21 消火済

負傷者（骨折） 8:20 8:23 救護済
火災 8:45 8:46 消火済
火災 8:30 8:33 消火済
火災 8:42 8:45 消火済

負傷者（骨折） 8:38 8:39 救護済
火災 8 33 8 34 消火済戸山 イツ

21号棟

戸山ハイツ
南地区

12号棟

11号棟

まちなか

戸山ハイツ
西地区

30号棟

まちなか

戸山3丁目南・

西ブ ク火災 8:33 8:34 消火済
負傷者（出血） 8:31 8:31 救護済

火災 8:33 8:36 消火済
火災 消火失敗
火災① 8:31 8:35 消火済
火災② 8:35 8:39 消火済

建物被害
（要救助）

8:32 - 救助失敗

火災① 8:31 8:33 消火済
火災② 8:36 8:37 消火済

建物被害
（要救助）

8:30 8:32 救助済

戸山三丁目
南地区

まちなか
東ブロック

まちなか
西ブロック

戸山ハイツ
北地区

35号棟

まちなか

西ブロック
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フェーズ２：地区内状況把握、情報伝達、
避難所への避難

戸山ハイツ（東地区、西地区、北地区、南地区）

○マンションリーダー：地区リーダーへ状況報告（被災・避難状況）○マンションリ ダ ：地区リ ダ へ状況報告（被災・避難状況）

○民生委員：地区リーダーへ要援護者の安否情報の報告

○地区リーダー：地区内状況把握（被災・避難状況、要援護者安

否情報）、避難所本部へ情報伝達（無線）、避難所へ避難誘導

戸山3丁目南

○ブロックリーダー：地区リーダーへ状況報告（被災・避難状況）

○民生委員：地区リーダーへ要援護者の安否情報の報告

○地区リーダー：地区内状況把握（被災・避難状況、要援護者安

否情報）、避難所本部へ情報伝達（無線）、避難所へ避難誘導

今回利用した被災情報等報告用紙(表)



2009/1/24

11

今回利用した被災情報等報告用紙(裏)

被災情報・避難情報の収集(一時集合場所)



2009/1/24

12

フェーズ３：東戸山地区の被災状況等の集約、
全体像の把握、情報伝達

○マンションリーダー：マンション内の情報整理

○地区リーダー：地区内の情報整理、被災マップの作成○地区リ ダ ：地区内の情報整理、被災マップの作成

→代表世話人・役員へ報告

○民生委員：要援護者の安否確認情報の集約、安否確認表

の作成

○代表世話人・役員：東戸山地区の被災状況・避難状況等

の集約 確認 全体像把握の集約・確認、全体像把握

（→地域本部へ情報伝達（防災無線））

被災マップの作成、被災情報等の集約
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被災マップ作成結果

被災情報等
の集約結果

避難所へ避難 在宅避難 件数 対応状況 件数 対応状況

1 2
2 2
3 21
4 4
5 16
6 20 1 消火済 1 救護済
7 8 43
8 8 38
9 11
10 43 158 1 消火済 1 救護済
11 25 142 1 消火済 1 救護済
12 11 47 2 消火済 1 救護済

地区内被災状況・対応状況
要援護者の対応状況

避難者数 火災発生・対応状況 負傷者発生・対応状況
棟地区

火災発生件数：
対応状況：

火災発生件数：
対応状況：

通行障害発生箇所：
要援護者の安否確認状況：

戸山ハイツ
東地区

13 6
14 2
15 13
16 6 31 1 消火済
17 10
18 15
19 5 41
20 18 51
21 30 81 1 消火済 1 救護済
22 19 0
23 10 20
24 0 0
25 23 85 1 消火済
26 14 47
34 19 80

戸山ハイツ
南地区

戸山ハイツ
北地区

通行障害発生箇所：
要援護者の安否確認状況：

火災発生件数：
対応状況：

通行障害発生箇所：
要援護者の安否確認状況：

34 19 80
35 166 166 1 消火済 1 救護済
27 20
28 18
29 15 88 1 消火済
30 35 221 1 消火済 1 救護済
31 7
32 5
33 67 11 1 消火済

避難所へ避難 在宅避難 件数 対応状況 件数 対応状況

50 4 全て消火済 2 1件救助失敗

火災発生件数：1
対応状況：

通行障害発生箇所：

要援護者の安否確認状況：

戸山三丁目南地区

戸山ハイツ
西地区

避難者数
地区

火災発生・対応状況 建物被害発生・対応状況 地区内被災状況・対応状況
要援護者の対応状況

要援護者の安否確認状況：
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フェーズ４：避難所運営訓練、会場型防災訓練

フェーズ４：避難所運営訓練、会場型防災訓練
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参考：超高層建築・工学院大学新宿キャンパス
地震防災訓練の事例

実施日時 2008年10月22日（水） 13：30～16：00

参加者 約1000名

主な実施内容および実施場所主な実施内容および実施場所

①超高層ビルの発災対応型訓練・傷病者対応訓練・体験型訓練

（工学院大学新宿校舎）

②新宿駅西口地域本部の災害情報受発信訓練

（工学院大学新宿校舎）

③駅周辺滞留者 災害時要援護者の避難誘導 受入れ訓練③駅周辺滞留者・災害時要援護者の避難誘導・受入れ訓練

（新宿駅西口地下広場、西口イベントコーナー、新宿ファースト

ウェストビル前→工学院大、都庁議会棟１階→新宿中央公園）

④学生ボランティア活動・体験型訓練

（新宿中央公園、都庁議会棟１階）
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意見交換・議論
○参加者の感想（各リーダー、民生委員、代表世話人等）

○次年度の防災訓練、今後の体制づくり

・フロアリーダー、マンションリーダー、地区リーダーなど、フ アリ ダ 、マンションリ ダ 、地区リ ダ など、

組織的な対応・情報収集体制（既存の体制をベース）

・各種情報の集約方法（報告・集約シートの設計など）・

集約体制（本部が2つ？）

・次年度の訓練実施(？)、訓練内容の見直し（発災対

応型訓練、情報収集・伝達訓練など）

・災害時要援護者への対応（住民・民生委員・区・事業者等

が連携した安否確認・情報収集体制、平時の孤独死対策

との連携） など





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「平成 20 年度若松地区合同防災訓練」企画運営等業務委託報告書 別冊 
 

平成 21 年 1 月 
 

工学院大学 
 
 
 

連絡先：〒163－8677 
東京都新宿区西新宿 1－24－2 
工学院大学建築学科 
久田 嘉章，村上 正浩 
電 話：03-3340-3442（久田），03-3340-3116（村上） 
メール：hisada@cc.kogakuin.ac.jp（久田） 
    murakami@cc.kogakuin.ac.jp（村上） 




