
茨木市

と こ ろ

と き

市役所、指定避難所等を中心に市全域で実施

午前９時から正午まで

平成３０年１月２１日（日）

平成29年度

茨木市全域防災訓練実施要綱



１　目　　的

２　実施日時

　　平成30年1月21日（日）午前9時０0分から正午まで

３　実施場所

　　市役所、指定避難所等を中心に市全域で実施

　（訓練中止の判断等について）

４　訓練想定　

５　主　　催　茨木市

との想定で訓練を実施する。

　②強風等により会場で来場者の安全確保ができないなど、訓練を実施できない場合

　③茨木市外において災害が発生し、災害支援のため訓練を実施できないと判断され

　　る場合

○訓練実施中に中止する場合も上記の判断基準によるところとする。また、中止を決

　平成30年1月21日（日）午前９時に「有馬-高槻断層帯」を震源としたM8.0（市

　定した場合は、来場者及び参加者等の安全を確保する。

最大震度７）の地震が発生。ライフライン途絶、家屋倒壊などの甚大な被害が発生し

　安全・安心なまちづくりの実現に向けて、訓練を通して市の防災体制強化や防災関
係機関との連携強化を図るとともに、「自分たちの地域は自分たちで守る」ため、自
主防災組織と連携し地域での防災訓練を行うことで、防災コミュニティの推進及び市
全体の防災力向上を図ることを目的とする。

　に連絡することとする。

　　　と判断される場合

　①茨木市域において

○訓練の中止は、1月21日（日）午前６時００分に判断し、午前７時までに、関係者

○訓練中止の判断基準は、以下のとおりとする。

　　・大雨・洪水警報が発表されている場合

　　・震度４以上の地震が発生した場合

　　・大規模な事故又は危機管理事象が発生し、その対応により訓練を実施できない

　（午前７時までに連絡がない場合は、予定どおり実施するものとする。）



６　訓練組織（順不同）

＜茨木市＞

・総務対策部

　①総務班（総務課、〇危機管理課、法務コンプライアンス課、監査委員事務局、

　　選挙管理委員会事務局、公平委員会事務局）

　②秘書・広報班（〇秘書課、まち魅力発信課）

　③人事班（〇人事課）

　④被害調査班（市民税課、〇資産税課、収納課、政策企画課、財産活用課、

　　契約検査課）

　⑤財政班（〇財政課、会計室）

　⑥情報システム班（〇情報システム課）

　⑦議会班（〇議会事務局総務課、議事課）

・市民対策部

　①避難所・市民班（〇市民協働推進課、市民生活相談課、文化振興課、

　　スポーツ推進課、市民課、人権・男女共生課）

・民生対策部

　①福祉・安否確認班（〇福祉政策課、生活福祉課、障害福祉課、高齢者支援課、

　　介護保険課、福祉指導監査課）

　②公衆衛生活動班（〇保健医療課）

　③物資管理班（〇保険年金課）

　④物資調達・こども対策班（〇こども政策課、子育て支援課、保育幼稚園総務課、

　　保育幼稚園事業課、学童保育課）

・産業対策部

　①商工班（〇商工労政課）

　②農林班（〇農とみどり推進課）

　③農業委員会班（〇農業委員会事務局）

　④環境対策班（環境政策課、資源循環課、〇環境事業課）

・土木対策部

　①危険度判定班（〇都市政策課、居住政策課、審査指導課、北部整備推進課、

                           市街地新生課）

　②土木班（〇建設管理課）

　③道路交通対策班（用地課、〇道路交通課）

　④建築班（〇建築課）

　⑤公園緑地班（〇公園緑地課）

　⑥下水道班（下水道総務課、〇下水道施設課）

・文教対策部

　①教育政策班（〇教育政策課、学務課）

　②施設班（〇施設課）

　③物資輸送班（〇社会教育振興課、青少年課、中央図書館）

　④学校教育班（〇学校教育推進課、教職員課、教育センター）

・給水対策部

　①総務班（〇水道部総務課）

　②給水班（〇営業課、工務課、浄水課）

・消防対策部

　①総務班（〇消防本部総務課）

　②警備班（〇警備課）

　③予防班（〇予防課）

　④警防・救急救助班（〇警防課、救急救助課、各分署）



＜防災関係機関・協力機関＞

大阪府茨木土木事務所

陸上自衛隊第３６普通科連隊

茨木警察署

茨木市消防団

関西電力株式会社　高槻ネットワーク技術センター

大阪ガス株式会社　導管事業部北東部導管部

日本赤十字社大阪府支部

西日本電信電話株式会社大阪支店

一般社団法人　大阪府トラック協会河北支部　東三島輸送協議会

認定特定非営利活動法人　日本レスキュー協会

大阪府茨木保健所

一般社団法人　茨木市医師会

一般社団法人　茨木市歯科医師会

一般社団法人　茨木市薬剤師会

茨木市自主防災組織

社会福祉法人　茨木市社会福祉協議会

市民活動センター

立命館大学　大阪いばらきキャンパス

学校法人　藍野大学

阪神救助犬協会

ナルク・茨木摂津拠点

ivusa＜NPO法人国際ボランティア学生協会＞

防災共育サークル Attelle

学校法人追手門学院　追手門学院大学

神戸クロスロード研究会

減災チーム・トイレの備え

大和紙器株式会社

江崎グリコ株式会社

井村屋株式会社

西日本旅客鉄道株式会社

阪急電鉄株式会社

大阪高速鉄道株式会社

阪急バス株式会社

近鉄バス株式会社

大阪府茨木遊技業組合

有限会社ゆいまーる

茨木高等学校

YY防災ネット



(2) 訓練内容及び実施機関７　訓練内容について

・自主防災会
・市避難所要員

⑥地域独自の防災訓練

・市民
・市職員

⑩その他の取り組み
全域防災訓練にあわせて、防災週間
（１月１５日～１月２１日）に防災
意識向上のための取り組みを行う。

④避難所開設・受付訓練

対策部別の訓練（職員防災訓練）を
行う。

・大阪府茨木土木事務所
・レスキュー協会
・阪神救助犬協会
・陸上自衛隊第36普通科連隊
・関西電力㈱大阪北支社
・大阪ガス㈱導管事業部北東部導管部
・日本赤十字社大阪府支部
・西日本電信電話
・茨木警察
・大阪府トラック協会
・大阪府茨木保健所
・茨木市消防団 等

避難所を中心に車両展示・防災啓発
等を行う。

⑦災害ボランティアセンター
　運営訓練

避難者に避難者名簿を記入してもら
い、男女別・合計人数等の集計を行
う。

⑤避難者数確認訓練

災害ボランティアセンターの設置と
ボランティアの受け入れ、派遣を行
う。

（市全対策部）
・総務対策部
・市民対策部
・民生対策部
・産業対策部
・土木対策部
・文教対策部
・給水対策部
・消防対策部

市内指定避難所受付を開設する。
（全避難所７５か所）
地域で独自訓練を実施しない施設に
ついては、市避難所要員により受付
訓練等を実施する。

・自主防災会
・市避難所要員

・市民
・自主防災会
・市職員

地震が起きたときにとるべき３つの
行動を取る。
①まず低く、②頭を守り、③動かな
い

②シェイクアウト訓練

③避難所参集訓練
自宅から避難所まで、安全な道を選
び避難する。

・市民
・自主防災会
・市職員

種　目 内　容 実施機関

①情報伝達訓練
市内の屋外拡声器によるサイレン鳴
動・訓練放送を行う。

・市総務対策部（危機管理課）

⑧車両展示・防災啓発等

・自主防災会
・市避難所要員

⑨対策部別訓練
（職員防災訓練）

平成２９年９月３０日及び１０月１
日の「訓練指導レクチャー会」や１
１月１２日の「避難所再現訓練＋
（プラス）」を参考に訓練を実施す
る。

・茨木市社会福祉協議会
・市民活動センター 等



８  訓練時間割（標準）

時　　間

種　　目
（時間） （分）

①情報伝達訓練 09:00-
09:01 1

②ｼｪｲｸｱｳﾄ訓練 09:00-
09:01 1

③避難所参集訓練 09:00-
1100 120

④避難所開設・受付訓練 09:00-
11:00 120

⑤避難者数確認訓練 09:30-
12:00 150

⑥地域独自の防災訓練 09:30-
12:00 150

⑦災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ
　運営訓練

09:30-
12:00 150

⑧車両展示等 09:00-
12:00 180

⑨対策部別訓練
（職員防災訓練）

09:00-
12:00 180

⑩その他の取り組み

10:30

11:00

11:30

12:00

9:30

10:009:00

※防災週間（１月１５日～１月２１日）に実施



(1)シェイクアウト訓練（屋外スピーカー鳴動）

（訓練概要）

　市民や学校、事業所及び団体等と連携して、屋外スピーカーによる放送等を合図に、

　家・学校・職場など、それぞれの場所で、地震発生時の身を守る行動（姿勢を低く

　頭を守り、動かない）を約１分間実施する。

（屋外スピーカー設置一覧）　※80か所
小学校区 設置施設等 小学校区 設置施設等
茨　木 茨木小学校 大　池 大池小学校

茨木公民館 豊　川 豊川小学校
春　日 春日小学校 豊川中学校

西中学校 豊川コミュニティセンター
春日コミュニティセンター 豊川いのち・愛・ゆめセンター

春日丘 春日丘小学校 中　津 中津小学校
三　島 三島小学校 東中学校

三島中学校 高齢者活動支援センター　シニアプラザいばらき

三島コミュニティセンター 東 東小学校
中　条 中条小学校 東雲中学校

養精中学校 東市民体育館
玉　櫛 玉櫛小学校 水　尾 水尾小学校

玉櫛公民館 南中学校
安　威 安威小学校 郡　山 郡山小学校

北中学校 太　田 太田小学校
大字桑原（桑原自治会館敷地内） 太田中学校
大字大門寺（大門寺公園内北東） 太田公民館
大字生保（生保138番地付近） 天　王 天王小学校

玉　島 玉島小学校 天王中学校
平田中学校 蔵垣内会館
玉島公民館 葦　原 葦原小学校

福　井 福井小学校 南市民体育館
福井市民体育館 郡 郡小学校
福井多世代交流センター 庄　栄 庄栄小学校

清　溪 清溪小学校 沢　池 沢池小学校
清溪公民館 西陵中学校
大字泉原（泉原910番地付近） 畑　田 畑田小学校
大字佐保（佐保浄水場前） 山手台 山手台小学校
大字千提寺（千提寺集落センター内） 北陵中学校

忍頂寺 忍頂寺小学校 耳　原 耳原小学校
見山公民館 穂　積 穂積小学校
大字大岩１（大岩自治会館前） 白　川 白川小学校
大字大岩２（大岩児童遊園内） 白川公民館
大字車作（車作児童遊園南奥） 東奈良 東奈良小学校
大字安元（安元集会所横） 市民体育館
大字清阪（清阪浄水場前） 西 西小学校
大字下音羽（地蔵橋南） 西河原 西河原小学校
大字上音羽１（上音羽集会所前） 彩都西 彩都西小学校
大字上音羽２（上音羽天満宮） 彩都西中学校
大字銭原（銭原児童遊園内） 大字粟生岩阪（岩阪児童遊園内）
大字長谷（見山の郷駐車場）

※見山公民館は屋外スピーカーはなく、アンサーバック機能のみ

９　訓練詳細



(2)市避難所要員が受付訓練等を実施する避難所

小学校区分 避難所名 DVD 展示 啓発物品 合同して受付訓練等を実施

1 大池 1 大池小学校 × × × 大池地区自主防災会
2 福井小学校 ○ ○ ○ 福井地区自主防災会
3 福井多世代交流センター ○ ○ ○ 福井地区自主防災会
4 福井市民体育館 ○ ○ ○ 福井地区自主防災会

3 彩都西 5 彩都西中学校 ○ ○ ○
4 白川 6 白川公民館 ○ ○ ○

7 東雲中学校 ○ ○ ○
8 東市民体育館 ○ ○ ○
9 春日小学校 ○ ○ ○

10 西中学校 ○ ○ ○
11 春日丘高等学校 ○ ○ ○
12 茨木工科高等学校 ○ ○ ○
13 水尾小学校 ○ ○ ○ 水尾校区自主防災会
14 南中学校 ○ ○ ○ 水尾校区自主防災会
15 沢良宜いのち・愛・ゆめセンター ○ ○ ○
16 南市民体育館 × ○ ○
17 総持寺いのち愛ゆめセンター ○ ○ ○
18 三島中学校 ○ ○ ○
19 西河原多世代交流センター ○ ○ ○
20 三島コミュニティセンター ○ ○ ○
21 東奈良小学校 ○ ○ ○
22 市民体育館 × ○ ○
23 山手台小学校 ○ ○ ○ 山手台地区自主防災会
24 北陵中学校 ○ ○ ○ 山手台地区自主防災会
25 茨木公民館 ○ ○ ○
26 茨木高等学校 ○ ○ ○
27 ローズWAM ○ ○ ○

13 沢池 28 西陵中学校 ○ ○ ○
14 畑田 29 生涯学習センターきらめき ○ ○ ○
15 玉櫛 30 玉櫛公民館 × × ○ 玉櫛防災会

31 養精中学校 ○ ○ ○
32 市民総合センター（クリエイトセンター） ○ ○ ○
33 玉島小学校 × × ○ 玉島地区自主防災会
34 平田中学校 × × ○ 玉島地区自主防災会
35 玉島公民館 × × ○ 玉島地区自主防災会
36 北摂つばさ高等学校 ○ ○ ○
37 シニアプラザいばらき ○ ○ ○ 中津校区自主防災会
38 東中学校 ○ ○ ○ 中津校区自主防災会

19 清溪 39 清溪小学校 × ○ ○
40 太田小学校 ○ ○ ○ 太田小学校区自主防災会
41 太田中学校 ○ ○ ○ 太田小学校区自主防災会
42 太田公民館 ○ ○ ○ 太田小学校区自主防災会

21 春日丘 43 茨木西高等学校 ○ ○ ○
22 安威 44 北中学校 ○ ○ ○
23 庄栄 45 庄栄小学校 ○ ○ ○

46 天王小学校 ○ ○ ○
47 天王中学校 ○ ○ ○
48 蔵垣内会館 ○ ○ ○
49 豊川小学校 ○ ○ ○
50 豊川中学校 ○ ○ ○
51 豊川いのち愛ゆめセンター ○ ○ ○
52 豊川コミュニティセンター ○ ○ ○
53 忍頂寺小学校 ○ ○ ○
54 見山公民館 ○ ○ ○

※シェイクアウト訓練実施後、市避難所要員により、受付等設置する。

　避難者（訓練参加者）の受付等を行い、アンケートに答えていただいた方に啓発物品を配布する。

※一覧のうち「合同して受付訓練等を実施」に記載がない避難所は地域独自の訓練はなし。

6 春日

福井2

5 東

8

9

10

葦原

7 水尾

三島

東奈良

12

16

11 山手台

茨木

中条

玉島

26 忍頂寺

25 豊川

20

24

太田

天王

17

18 中津



(3-1)地域独自の防災訓練を実施する自主防災会（一覧）
　　 ※２９自主防災会（避難所：◎がメイン会場、〇がサブ会場）

自主防災会名 避難所名

1 大池地区自主防災会 ◎大池コミュニティセンター、〇大池小学校

2 郡さくら自治会自主防災会 ◎郡小学校　※郡校区自主防災会と合同実施

3 福井地区自主防災会
◎福井小学校、◎福井多世代交流センター、
◎福井市民体育館

4 郡山小学校区自主防災会 ◎郡山小学校

5 彩都西地区自主防災会 ◎彩都西小学校

6 白川小学校区自主防災会 ◎白川小学校

7 東小学校区自主防災会 ◎東小学校

8 春日地区連合防災会 ◎春日コミュニティセンター

9 耳原地区自主防災会 ◎耳原小学校

10 水尾校区自主防災会 ◎水尾小学校、◎南中学校

11 葦原地区自主防災会 ◎葦原小学校

12 三島地区自主防災会 ◎三島小学校

13 東奈良小学校区自主防災会 ◎東奈良小学校

14 山手台地区自主防災会 ◎山手台小学校、◎北陵中学校

15 郡校区自主防災会 ◎郡小学校　※郡さくら自治会自主防災会と合同実施

16 茨木地区自主防災会 ◎茨木小学校

17 沢池校区自主防災会 ◎沢池小学校

18 西地区自主防災会 ◎西小学校

19 畑田地区自主防災会 ◎畑田小学校

20 玉櫛防災会 ◎玉櫛小学校、〇玉櫛公民館

21 中条地区自主防災会 ◎中条小学校

22 玉島地区自主防災会 ◎玉島小学校、◎平田中学校、◎玉島公民館

23 穂積校区自主防災会 ◎穂積小学校

24 中津校区自主防災会
◎中津小学校、〇シニアプラザいばらき、
〇東中学校

25 清溪地区自主防災会 〇清溪小学校（泉原地区）

26 太田小学校区自主防災会 ◎太田小学校、◎太田中学校、◎太田公民館

27 西河原地区自主防災会 ◎西河原小学校

28 春日丘小校区自主防災会 ◎春日丘小学校

29 安威地区自主防災会 ◎安威小学校



(3-2)地域で独自の防災訓練を実施する自主防災会（詳細） （１／１５）

N0 1 （自主防災会名） 大池地区自主防災会

○受付 ～ （訓練項目）

○開会式 ～

～

○訓練会場

（訓練内容）

N0 2 （自主防災会名）郡さくら自治会自主防災会

○受付 ～ （訓練項目）

○開会式 ～

～

○訓練会場

（訓練内容）

①集合場所：大池小学校（受付会場）※8:45～9:40 避難所への誘導訓練
②大池コミュニティセンター（メイン会場）※9:40～

8:45

○シェイクアウト訓練 〇避難所開設運営訓練

○訓練
9:20 〇避難所参集訓練 ○避難所スペース体験

12:00 〇避難者数確認訓練 〇避難食試食体験

9:15

【大池小学校グラウンド】
●8:45　  グラウンドにて受付開始
●9:20　  シェイクアウト訓練
●9:40　  避難誘導訓練→大池コミュニティセンターへ移動
【大池コミュニティセンター】
●9:40　  訓練開始
　　　 　  ①避難所開設運営訓練（メイン）
　　　　   ②避難所設営訓練
                 （ブルーシートによる区割り・班長選出・スペース体験　等）
　　　 　  ③防災井戸水利用の説明
　　　　   ④炊き出し訓練（準備配置方法・分配方法　等）
●11:00　避難所試食体験
●11:35   閉会式
●11:40　記念品・啓発物品配布
●12:00　撤収

○避難所運営訓練

Ｎｏ．15 郡校区自主防災会参照

郡小学校

○訓練
　郡校区自主防災会と合同実施



(3-2)地域で独自の防災訓練を実施する自主防災会（詳細） （２／１５）

N0 3 （自主防災会名） 福井地区自主防災会

○受付 ～

○開会式 ～

～

○訓練会場

（訓練内容）

N0 4 （自主防災会名）郡山小学校区自主防災会

○受付 ～ （訓練項目）

○開会式 ～

～

○訓練会場

（訓練内容）

○避難所参集訓練 〇消火訓練

11:30 ○避難所開設・受付訓練 〇自主防災会資機材説明

9:10

9:30 ○シェイクアウト訓練 〇搬送訓練

9:00

9:40 ○シェイクアウト訓練 ○避難者数確認訓練

（訓練項目）

〇防災ＤＶＤ鑑賞

〇炊き出し訓練

①福井小、②福井市民体育館

③福井多世代交流センター、④福井公民館

●９：００　　シェイクアウト訓練
　　　　　　　自治会ごとに最寄りの避難所に避難訓練を実施
　　　　　　　１．福井小学校
　　　　　　　２．福井市民体育館
　　　　　　　３．福井多世代交流センター
　　　　　　　それぞれの避難所にて受付、避難者数確認訓練を実施
　　　　　　　⇒訓練が終了すれば、福井公民館（※指定避難所外）へ移動
福井公民館にて以下の内容を実施
●９：４０　　開会式
●９：４５　　訓練開始（ローテーション訓練：１５分×３回）
　　　　　　　①初期消火訓練
　　　　　　　②小型動力ポンプ取り扱い訓練
　　　　　　　③自主防災会資機材取り扱い訓練
●１０：４０　防災ＤＶＤ鑑賞
●１１：００　炊き出し配食・実食
●１１：３０　訓練終了

○訓練
（福井公民館）

9:40

●9:00　　屋外スピーカ鳴動
　　　　　 住民避難訓練、避難所受付訓練・安否確認訓練
　　　　 　一時避難所開設訓練（グラウンド）、体育館避難所の設営訓練
●9:30　　開会式（避難所開設式）→避難所運営訓練
●10:00　パートⅠ（２グループに分かれて実施）
　　　　　①プチ避難所運営訓練
　　　　　②災害時トイレ対応訓練
　　　　　③搬送訓練
　　　　　④救命訓練
●11:00　パートⅡ（２グループに分かれて実施）
　　　　　①バケツリレー・消火訓練
　　　　　②煙体験訓練
　　　　　③資機材取り扱い訓練（役員対象）
●11:40　閉会式
　　　　　アンケート実施、啓発物品配付
●12:00　解散

〇避難所運営訓練 〇消火訓練

郡山小学校 〇プチ避難所運営訓練 〇煙体験訓練

〇トイレ問題対応訓練

○訓練
9:30 〇避難所開設・受付訓練 〇救急救命訓練

12:00



(3-2)地域で独自の防災訓練を実施する自主防災会（詳細） （３／１５）

N0 5 （自主防災会名） 彩都西地区自主防災会

○受付 （訓練項目）

○開会式 ～

～

○訓練会場

（訓練内容）

N0 6 （自主防災会名） 白川小学校区自主防災会

○受付 ～ （訓練項目）

○開会式 ～

～

○訓練会場

（訓練内容）

○訓練
9:00 ○安否確認訓練 〇担架搬送訓練

12:00 〇避難誘導訓練 〇持ち出し品なぁに？クイズ

彩都西小学校 〇避難所開設・受付訓練 〇炊き出し訓練

〇避難者数確認訓練

10:30 ○シェイクアウト訓練 〇プチ避難所運営訓練

●9：00　  各ご家庭でシェイクアウト訓練
●9：05  　安否確認訓練　※自治会ごとに安否確認調査を実施
●9：45　  避難誘導訓練
　　　　　　※自治会ごとに一時集合場所へ集合
●10：00   炊き出し事前準備開始
●10：15   避難所の集計
●10：30  開会宣言→訓練の流れ説明
●10：40   個別訓練開始　※ローテーション訓練（２０分１コマ）
　　　　　　　①プチ避難所運営訓練
　　　　　　　②搬送訓練
　　　　　　　③持ち出し品なぁに？クイズ
●11：40　訓練終了
●11：45　訓練終了宣言
●11：50   アンケート配布・回収→炊き出しご飯、豚汁の提供
●12：00   終了

9:00

9:40 ○シェイクアウト訓練 ○消火訓練

○防災ＤＶＤ鑑賞

●９：００　　シェイクアウト訓練
　　　　　　　避難訓練、受付訓練
●９：４０　　開会式
●９：４５　　防災ＤＶＤ鑑賞
●１０：１５　ローテーション訓練（４班編成でローテーション訓練を実施）
　　　　　　　①消火・煙訓練、②救命訓練、③トイレ対応訓練、④搬送訓練
　　　　　　　随時：企業展示（江崎グリコ）・車両展示（消防団）
　　　　　　　随時：炊き出し訓練
●１１：３５　ローテーション訓練終了
●１１：４０　防災ジャンボかるた（３０分）※子ども対象
●１２：１５　閉会式　会長あいさつ
●１２：２０　アンケート配布・回収、炊き出し配布
●１２：３０　撤収

○炊き出し訓練 ○救命訓練

白川小学校 ○企業展示（江崎グリコ） ○搬送訓練

○防災ジャンボかるた ○トイレ対応訓練

○訓練
9:45 ○避難・受付・集計訓練 ○煙体験訓練

12:15

○車両展示（消防団）



(3-2)地域で独自の防災訓練を実施する自主防災会（詳細） （４／１５）

N0 7 （自主防災会名） 東小学校区自主防災会

○受付 ～ （訓練項目）

○開会 ～

～

○訓練会場

（訓練内容）

N0 8 （自主防災会名） 春日地区連合防災会

○受付 ～ （訓練項目）

○開会式 ～

～

○訓練会場

（訓練内容）

8:00

9:00 ○シェイクアウト訓練 ○小型動力ポンプ取扱い訓練

○訓練
9:45

11:50 ○避難所開設・受付訓練

○避難所参集訓練 ○防災グッズ作成訓練

○プチ避難所運営訓練

10:00 ○避難所参集訓練 〇震災体験講演

11:30

○災害時トイレ対応訓練

東小学校 ○避難者数確認訓練 ○救命訓練

○炊き出し訓練 ○防災ＤＶＤ鑑賞

〇避難所体験訓練

〇企業協力（井村屋(株)）

●9：00　　各ご家庭でシェイクアウト訓練
　　　　　　避難所開設・受付開始
●9：45　　開会式
●10：00　 訓練開始（どのブースでも自由参加）
　　　　　　　①避難所体験訓練
　　　　　　　②トイレの備え講演
　　　　　　　③震災体験講演（10時～10時45分）
　　　　　　　④救命訓練
　　　　　　　⑤救出訓練
　　　　　　　⑥資機材・持ち出し品展示
　　　　　　　⑦避難所運営DVD視聴
　　　　　　　⑧炊き出し訓練
●11：30　 閉会式
　　　　　　　→アンケート配布・回収
●12：30　 撤収

○避難所開設・受付訓練 〇救命・救出訓練

春日コミュニティセンター ○避難者数確認訓練 〇資機材・持ち出し品展示

○炊き出し訓練 〇DVD視聴訓練

●9：00　  各ご家庭でシェイクアウト訓練
　　　　　　避難所開設・受付開始
●9：45  　開会式
●9：50　  訓練開始（自由参加型の体験ブースを各所で実施　20分１コマ）
　　　　　　①プチ避難所運営訓練、②小型動力ポンプ取扱い訓練
　　　　　　③防災グッズ作成訓練（防災食の試食）
　　　　　　④災害時トイレ対応訓練、⑤救命訓練、⑥防災ＤＶＤ鑑賞
●11：25   訓練終了
●11：30　閉会式
●11：35　アンケート配布・回収→炊き出し配食・啓発品配付
●11：50   解散

9:00

9:45 ○シェイクアウト訓練 〇トイレの備え講演

○訓練



(3-2)地域で独自の防災訓練を実施する自主防災会（詳細） （５／１５）

N0 9 （自主防災会名） 耳原地区自主防災会

○受付 ～

○開会式 ～

～

○訓練会場

（訓練内容）

N0 10 （自主防災会名） 水尾校区自主防災会

○受付 ～

○開会式

～

○訓練会場

（訓練内容）

（訓練項目）
①水尾小学校
〇映像体験訓練
〇耐震啓発
〇プチ避難所運営訓練
〇トイレワーク

①南中学校
〇映像体験訓練 等

○訓練
10:00

12:00

（訓練項目）
①メイン
〇避難所運営訓練
〇炊き出し訓練
②プチ体験訓練
〇救命訓練
〇消火器体験
〇小型動力ポンプ
〇バケツリレー

〇防災啓発コーナー
〇パチリコーナー
〇防災資機材展示

9:30

10:00

耳原小学校

●9：30　　  受付開始
●10：00      開会式
●10：10 　  訓練開始
　　　　　　　①（メイン）避難所運営訓練、炊き出し訓練
　　　　　　　②（プチ体験）
　　　　　　　 〇救命訓練
　　　　　　 　〇消火器体験、小型動力ポンプ、バケツリレー
　　　　　 　　〇防災啓発コーナー（NTT、関西電力、大阪ガス）
　　　　 　　　〇パチリコーナー（NTT、大阪ガス、消防団車両）
　　　 　　　　〇防災資機材展示
●11：30      訓練終了
●11：35　　閉会式
●11：45　　炊き出し（豚汁、アルファ米）、アンケート配布・回収
●12：00　　撤収

9:05

（水尾小学校）
●８：４５　開会
●９：００　水尾小学校にてシェイクアウト訓練
●９：０５　受付訓練を実施
●９：２０　映像体験訓練、耐震啓発  等（茨木土木事務所）
●１０：００　プチ避難所運営訓練とトイレワークを随時実施
●１１：００　訓練終了

（南中学校）
●８：４５　開会
●９：００　南中学校にてシェイクアウト訓練
●９：０５　受付訓練を実施
●９：１５　映像体験訓練 等
●１０：００　中締め　映像体験訓練のみ引き続き実施
●１１：００　終了

①水尾小学校

②南中学校

○訓練
9:00

11:00



(3-2)地域で独自の防災訓練を実施する自主防災会（詳細） （６／１５）

N0 11 （自主防災会名） 葦原地区自主防災会

○受付 ～

○開会式 ～

～

○訓練会場

（訓練内容）

●11:00 炊き出し配食・実食

●12:00 訓練終了

N0 12 （自主防災会名）三島地区自主防災会

○受付 ～ （訓練項目）

○開会式 ～

～

○訓練会場

（訓練内容）

10:40～11:00

避難所運営訓練について説明

以下の訓練をローテーション実施
①簡易トイレ設営訓練
②ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙﾍﾞｯﾄﾞ・間仕切り設置訓練

避難所運営訓練

9:00

9:30 ○シェイクアウト訓練

〇救援物資輸送訓練

●９：００　　シェイクアウト訓練
　　　　　　　〇避難所参集訓練（自宅→一時避難場所）
　　　　　　　〇安否確認訓練（黄色いボード作戦）
　　　　　　　〇避難所参集訓練（一時避難場所→葦原小学校（指定避難所））
　　　　　　　〇避難所開設・受付訓練・避難者数確認訓練
●９：３０　　開会式
　　　　　　　グラウンドにてシェイクアウト訓練
●10：00　　体育館にて避難所運営訓練と防災体験プログラムを実施

葦原小学校 ○避難所開設・受付訓練

○避難者数確認訓練

各役割に分かれて避難所運
営訓練・救援物資輸送訓練
を実施

防災体験プログラム

○訓練
10:00

11:00 ○避難所参集訓練

〇避難所運営訓練

〇簡易トイレ設営訓練

〇ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙﾍﾞｯﾄﾞ・間仕切り設置訓練

9:30 〇消火訓練

○訓練
9:40 ○避難所参集訓練 〇救出・救助訓練

11:40

○シェイクアウト訓練

　（大阪府トラック協会）

10:00～10:20

10:20～10:40

●９：００　　屋外拡声器鳴動→各家庭でシェイクアウト訓練、避難所参集訓練
●９：１５　　避難所開設・受付訓練
●９：３０　　開会式→シェイクアウト訓練
●９：４０　　ローテーション訓練開始
　　　　　　　①消火訓練（水消火器の使い方）
　　　　　　　②救出・救助訓練（倒壊家屋からの救出・救助訓練）
　　　　　　　③搬送訓練（応急担架の作成方法、搬送法）
　　　　　　　④ロープワーク（ロープの結束方法）
　　　　　　　⑤クロスロード（災害時に求められる選択）
　　　　　　　その他　炊き出し訓練
●１１：４０　訓練終了
●１１：４５　閉会式
●１１：５０　アンケート配布、回収、
　　　　　　　炊き出し配布、啓発物品配布→撤収

（訓練項目）

○安否確認訓練

○避難所開設・受付訓練 〇搬送訓練

三島小学校 ○避難者数確認訓練 〇ロープワーク

○炊き出し訓練 〇クロスロード

9:15



(3-2)地域で独自の防災訓練を実施する自主防災会（詳細） （７／１５）

N0 13 （自主防災会名） 東奈良小学校区自主防災会

○受付 ～

○開会式 ～

～

○訓練会場

（訓練内容）

N0 14 （自主防災会名） 山手台地区自主防災会

○受付 ～

○開会式 ～

～

○訓練会場

（訓練内容）

9:00 （訓練項目）

○シェイクアウト訓練 ○特設公衆電話取扱い訓練

〇災害伝言ダイヤル説明

9:30

東奈良小学校 ○避難者数確認訓練

●９：00　  シェイクアウト訓練
                  〇東奈良小学校避難所運営支援マニュアルに沿って訓練開始
　　　　　　〇受付訓練実施
　　　　　　〇避難者数確認訓練
　　　　　　〇自主防災会資機材倉庫の資機材点検実施
　　　　　　〇特設公衆電話取り扱い訓練
　　　　　　〇災害伝言ダイヤル説明・操作確認実施

●10：00　訓練終了

9:10

○訓練
9:00 ○避難所参集訓練

10:00 ○避難所開設・受付訓練

○訓練
9:00

（訓練項目）
〇シェイクアウト訓練
〇安否確認訓練
〇避難所参集訓練
〇避難所開設・受付訓練
〇避難者数確認訓練

12:00

●９：００　　シェイクアウト訓練（住民一人ひとり）
　　↓　※安否確認訓練
●９：１０　  受付訓練
●９：３０　  開会宣言
（①山手台小学校）
●９：４０　  訓練開始
 〇映像体験訓練（１０分）→〇ハザードマップ確認訓練（茨木土木事務所）（６０分）
●１１：００　訓練終了→啓発物品配布
　　　　　　　※希望者のみ防災資機材確認や防災啓発展示見学を行う。
●１１：３０　解散
●１２：００　撤収・終了
（②北陵中学校）
●９：４０　   訓練開始（ローテーション）２０分×３
 ①映像体験訓練等（２０分）、②ハザードマップ確認訓練（２０分）、③トイレワーク（２０分）
●１１：００　訓練終了→啓発物品配布
●１１：３０　解散
●１２：００　撤収・終了

①山手台小学校

②北陵中学校

〇映像体験訓練
〇ハザードマップ確認訓練
〇トイレワーク
（※山手台小は展示のみ）



(3-2)地域で独自の防災訓練を実施する自主防災会（詳細） （８／１５）

N0 15 （自主防災会名） 郡校区自主防災会

○受付 ごろ

○開会式

～

○訓練会場

（訓練内容）

N0 16 （自主防災会名）茨木地区自主防災会

○受付 ～

○開会式 ～

～

○訓練会場

（訓練内容）

郡小学校 ○避難者数確認訓練

9:30 （訓練項目）

－ ○シェイクアウト訓練 〇家庭内での訓練

〇各自治会内での訓練

〇避難所運営訓練
○訓練

9:00 ○避難所参集訓練

12:00 ○避難所開設・受付訓練

9:00　訓練開始
●家庭内での訓練
　「身の安全確保」、「火元確認」、「初期消火」
　「家族や近所の安否確認」、自治会内の「一次避難所」に集合。
　※各世帯毎「避難者名簿」に名前など記載して持参。
　※一次避難所のない場合・不明の場合は指定避難所「郡小学校」に避難。
●各自治会内での訓練
　① 一次避難所で「安否確認」、「救出用具の確認、点検」を実施。
　② 「救出活動」があれば、救出チームは残り、それ以外の住民は、そろって郡小学校に避難。
●郡小学校にて避難所運営訓練
　防災リーダーが、避難してきた住民の協力を得ながら避難所運営訓練を実施。
　①避難者受付訓練：訓練参加者は、当日「避難者名簿」持参し、自治会毎に受付に提出。
　　※一般参加者は、その後「非常食」を受け取り解散。
　②避難者集計訓練：避難者数を、男女、高齢者、要支援者などの集計。⇒本部、情報班に届ける
　③情報通信訓練：情報班は、避難所数など一欄表「避難者数の通知」を茨木市に校長室の防災無
　　線にて通知する。（無線交信：郡校区自主防災会⇔市職員）
　④炊出し・配食班と物資班は、非常食（わかめご飯）などを参加者に配布する。
　⑤準備品のかたづけ、清掃

9:00

●７：３０　役員等集合、役割確認、訓練準備開始
●９：００　屋外スピーカー吹鳴→シェイクアウト訓練
●９：３０　開会式
●９：４５　◆ローテーション訓練開始
　　　　　　　①応急救護訓練、②トイレワーク、③消火訓練、④搬送訓練、
　　　　　　　⑤防災啓発ブース（防災資機材展示等）
　　　　　　　その他、炊き出し訓練も実施
　　　　　　◆関係機関による訓練等
　　　　　　　①災害ボランティアセンター運営訓練、②救援物資輸送訓練
　　　　　　　③車両展示、その他防災啓発
●１１：４０　訓練終了・閉会式（あいさつ・講評）
　　　　　　　アンケート、炊き出し試食、啓発物品配布
●１２：００　撤収、解散

※災害ボランティアセンター運営訓練：社会福祉協議会、市民活動センター 等
※救援物資輸送訓練：大阪府トラック協会
※車両展示：茨木警察車両、自衛隊車両、消防団車両
※防災啓発：茨木保健所、日本赤十字社大阪府支部 等

○訓練
9:45

12:00

（訓練項目）
〇シェイクアウト訓練
〇応急救護訓練
〇トイレワーク
〇消火訓練
〇搬送訓練
〇防災資機材展示
〇炊き出し訓練

〇災害ボランティア
　センター運営訓練
〇救援物資輸送訓練
（大阪府トラック協会）
〇車両展示（茨木警察、
　自衛隊、消防団）
〇防災啓発ブース
（茨木保健所、日赤）

9:30

茨木小学校



(3-2)地域で独自の防災訓練を実施する自主防災会（詳細） （９／１５）

N0 17 （自主防災会名） 沢池校区自主防災会

○受付 ～

○開会式 ～

～

○訓練会場

（訓練内容）

N0 18 （自主防災会名） 西地区自主防災会

○受付 ～ （訓練項目）

○開会式 ～

～

○訓練会場 ○炊き出し訓練

（訓練内容） 　（大阪府トラック協会）

9:30 （訓練項目）

9:45 ○シェイクアウト訓練 〇災害時トイレ対応訓練

〇災害用生活物資備蓄拠点見学

○救命訓練

○訓練
9:50 ○避難所参集訓練

11:00 ○避難所開設・受付訓練

沢池小学校 ○避難者数確認訓練

●9：00　　シェイクアウト訓練
●9：30　　避難所開設・受付開始
●9：45　　開会式
●9：50　　訓練開始
　　　　　　 災害時トイレ対応訓練
　　　　　　 避難スペースレイアウトの検討
　　　　　　 災害用生活物資備蓄拠点見学（沢池小学校３階）
●11：00　 閉会・訓練終了

8:45

●８：００　　役員訓練会場に集合、役割確認、準備開始
●８：４５　　受付開始
●９：００　　サイレン鳴動
●９：１５　　開会式　訓練の趣旨説明→中庭へ移動
●９：３０　　シェイクアウト訓練を実施
　　　　　　　災害救助犬について講演
●９：４５　　訓練開始
　　　　　　　①防災ＤＶＤ鑑賞
　　　　　　　②避難所運営訓練・救援物資輸送訓練
　　　　　　　③炊き出し訓練
　　　　　　　④救命訓練・応急救護訓練
●１１：００　訓練終了
●１１：０５　閉会式
●１１：１５　アンケート配布、回収、炊き出し、啓発物品を配布
●１１：３０　解散

9:15

西小学校 （阪神救助犬協会）

○救援物資輸送訓練 ○車両展示（消防団）

○訓練
9:30 ○防災ＤＶＤ鑑賞 ○応急救護訓練

11:00 ○避難所運営訓練 ○災害救助犬について講演

○シェイクアウト訓練



(3-2)地域で独自の防災訓練を実施する自主防災会（詳細） （１０／１５）

N0 19 （自主防災会名） 畑田地区自主防災会

○受付 ～ （訓練項目）

○開会式 ～

～

○訓練会場

（訓練内容）

N0 20 （自主防災会名） 玉櫛防災会

○受付 ～ （訓練項目）

○開会式

～

○訓練会場

（訓練内容）

畑田小学校 ○避難者数確認訓練

9:00

9:45 ○シェイクアウト訓練

○訓練
9:50 ○避難所参集訓練

10:45 ○避難所開設・受付訓練

11:00 ○避難所開設・受付訓練

○炊き出し訓練

●８：００　　役員集合
●９：００　　サイレン鳴動→シェイクアウト訓練
●９：３０　　受付訓練開始・避難者数確認訓練
●９：４５　　開会式
●９：５０　　ローテーション訓練
　　　　　　　①プチ避難所運営訓練
　　　　　　　②搬送訓練
　　　　　　　③応急救護訓練
　　　　　　　随時：炊き出し訓練
●１０：４５　訓練終了
●１０：５０　閉会式
　　　　　　　アンケート配布・回収、炊き出し・啓発物品配布

9:30

○シェイクアウト訓練 〇避難所体験訓練

○避難者数確認訓練

●９：００　　屋外拡声器鳴動→シェイクアウト訓練、避難所参集訓練
●９：３０　　受付訓練
●１０：００　開会式
●１０：００　訓練開始
　　　　　　　①避難所体験訓練
　　　　　　　②防災グッズ作成訓練
　　　　　　　※紙食器を作成、炊き出しの容器として活用
　　　　　　　③炊き出し訓練
●１１：００　訓練終了
　　　　　　　アンケート配布・回収、啓発物品配布
●１２：００　撤収

○プチ避難所運営訓練

○搬送訓練

○応急救護訓練

①玉櫛小学校

②玉櫛公民館 〇炊き出し訓練

○訓練
10:00 ○避難所参集訓練 〇防災グッズ作成訓練



(3-2)地域で独自の防災訓練を実施する自主防災会（詳細） （１１／１５）

N0 21 （自主防災会名） 中条地区自主防災会

○受付 ～

○開会式 ～

～

○訓練会場

（訓練内容）

N0 22 （自主防災会名） 玉島地区自主防災会

○受付 ～ （訓練項目）

○開会式

～

○訓練会場 ①玉島小学校 ③玉島公民館

②平田中学校 ④目垣ほか集会所（指定避難所外）

（訓練内容）

9:30

10:00

○訓練
9:00

12:00

（訓練項目）
〇シェイクアウト訓練
〇避難訓練
〇受付訓練
〇消火訓練（水消火器）
〇搬送訓練
〇応急救護訓練
〇トイレワーク

〇非常持ち出し品袋づくり
〇炊き出し訓練

●９：００　　屋外拡声器鳴動→シェイクアウト訓練、
　　　　　　　安否確認・避難所参集訓練
●９：３０　　受付訓練
●９：５０　　開会式→シェイクアウト訓練
●１０：００　①避難所運営訓練
　　　　　　　②トイレワーク
●１１：３０　訓練終了
　　　　　　　アンケート配布・回収、啓発物品配布
●１２：００　撤収

○避難所開設・受付訓練
○訓練

9:50 ○安否確認・避難所参集訓練 〇トイレワーク

11:30

●９：００　　屋外スピーカー鳴動
●９：３０　　受付開始（校門から入る）
●１０：００　開会式
　　　　　　　◆グラウンド　①消火訓練（２０分）、②搬送訓練（２０分）
　　　　　　　◆体育館　　　北側　持ち出し品袋づくり（子ども対象）
　　　　　　　　　　　　　　南側　③応急救護訓練（２０分）
　　　　　　　　　　　　　　　　　④トイレワーク（２０分）
　　　　　　　※⑤炊き出し訓練も実施（豚汁、アルファ米）
　　　　　　　→訓練終了
　　　　　　　→閉会式
　　　　　　　→アンケート配布・回収、炊き出し・啓発物品配布
●１２：００　撤収、解散

9:30

〇シェイクアウト訓練 〇避難所運営訓練

中条小学校



(3-2)地域で独自の防災訓練を実施する自主防災会（詳細） （１２／１５）

N0 23 （自主防災会名）

○受付 ～

～

～

○訓練会場 穂積小学校

（訓練内容）

N0 24 （自主防災会名）

○受付 ～

○開会式

～

○訓練会場 （メイン会場）①中津小学校

（サブ会場）　②東中学校、③シニアプラザいばらき

（訓練内容）

9:30 （訓練項目）
○シェイクアウト訓練
○避難所参集訓練
〇避難所開設・受付訓練
〇避難者数確認訓練
〇映像体験訓練

※メイン会場（中津小学校）
では左記訓練項目に加えて、
搬送訓練、消火訓練、行方不
明者捜索訓練（レスキュー
ドッグ訓練：日本レスキュー
協会）を実施する。

（訓練項目）
〇シェイクアウト訓練
〇避難訓練
〇受付訓練
〇簡易担架搬送訓練
〇防災資機材取り扱い訓練
〇応急手当ワークショップ

10:00

穂積校区自主防災会

9:30

中津校区自主防災会

○訓練
10:10

11:30

●９：００　　シェイクアウト訓練
●９：３０　　避難所開設訓練　受付開始
●１０：００　オリエンテーション
●１０：１０　訓練開始（以下ローテーション）
　　　　　　　①簡易担架搬送訓練
　　　　　　　②防災資機材取り扱い訓練
　　　　　　　③応急手当ワークショップ
●１１：３０　訓練終了

オリエンテーション

（メイン会場）中津小学校
●９：００　　シェイクアウト訓練
●９：３０　　受付開始
●１０：００　開会式
●１０：１０　映像体験訓練（避難所運営についてのDVD視聴）
●１０：３０　ローテーション訓練（２０分×２）
　　　　　　　①搬送訓練
　　　　　　　②消火訓練
●１１：１５　行方不明者捜査訓練（レスキュードッグ訓練）（２０分）
●１１：３５　終了→閉会式
●１１：５０　アンケート実施→防災啓発物品配布
●１２：００　解散

※サブ会場の東中学校とシニアプラザいばらきは、開会式は行わず、映像体験訓練
と展示のみとし、１１：００に終了する。

○訓練
（メイン会場）

10:00

12:00

10:00



(3-2)地域で独自の防災訓練を実施する自主防災会（詳細） （１３／１５）

N0 25 （自主防災会名） 清溪地区自主防災会

○受付 （訓練項目）

○開会式

～

○訓練会場 ※泉原・佐保・千提寺のそれぞれの集合場所から避難経路を確認

→避難経路確認後、清溪公民館に集合

（訓練内容）

N0 26 （自主防災会名）

○受付 ～ （訓練項目）

○開会式

～

○訓練会場

（訓練内容）

〇避難経路、危険個所の確認訓練

○訓練
9:00 〇映像体験訓練

11:30

　●９：００　　泉原・佐保・千提寺のそれぞれの集合場所に集合
　　　　　　　　①泉原：清溪小学校、②佐保：免山、③千提寺：集落センター
　　　　　　　　・安否確認（参加者の確認）
　　　　　　　　・避難経路、危険個所確認
　　　　　　　　・一時避難場所の確認
　●１０：３０　訓練終了し、清溪公民館に移動
　●１１：００　清溪公民館に集合
　　　　　　　　・映像体験訓練
　●１１：３０　撤収

9:00

○訓練
9:30

11:00

太田小学校区自主防災会

○シェイクアウト訓練 〇防災展示

○避難訓練 〇映像体験訓練

○受付訓練

●９：００　　各ご家庭でシェイクアウト訓練→避難訓練
●９：００　　受付訓練
　　　　　　　・防災展示
　　　　　　　　①太田公民館（防災グッズ）
　　　　　　　　②太田小学校（防災資機材）
　　　　　　　　③太田中学校（非常持ち出しリュック）
　　　　　　　・映像体験訓練（DVD視聴）（約２０分）
●１１：００　訓練終了、撤収

①太田公民館

②太田小学校

③太田中学校



(3-2)地域で独自の防災訓練を実施する自主防災会（詳細） （１４／１５）

N0 27 （自主防災会名） 西河原地区自主防災会

○受付 ～

○開会式 ～

～

○訓練会場

（訓練内容）

N0 28 （自主防災会名） 春日丘小校区自主防災会

○受付 ～

○開会式 ～

～

○訓練会場

（訓練内容）

9:30

10:00

（訓練項目）
〇避難訓練
〇受付訓練
〇シェイクアウト訓練
〇応急救護訓練
〇防災資材説明
〇搬送訓練

〇消火訓練
〇煙体験訓練
〇炊き出し訓練
（小学生対象）
〇防災クイズ

○訓練
10:00

12:00

9:30

9:45

西河原小学校

（訓練項目）

○シェイクアウト訓練 ○救命訓練

●９：００　　屋外拡声器鳴動→シェイクアウト訓練、避難所参集訓練
●９：３０　　受付訓練
●９：４５　　開会式→シェイクアウト訓練
●１０：００　ローテーション訓練開始（２０分×４）
　　　　　　　①救命訓練（AED）
　　　　　　　②搬送訓練
　　　　　　　③消火訓練
　　　　　　　④バケツリレー
　　　　　　　※炊き出し訓練も実施
●１１；４０　閉会式
●１１：５０　炊き出し、アンケート配布
　　　　　　　アンケート回収、啓発物品配布
●１２：００　撤収

春日丘小学校

○訓練
10:00

11:40

○避難所参集訓練 ○搬送訓練

○避難所開設・受付訓練 ○消火訓練

○避難者数確認訓練 ○バケツリレー

○炊き出し訓練

●９：００　　屋外拡声器鳴動→避難訓練
●１０：００　開会式→シェイクアウト訓練
●１０：１０　ローテーションにより訓練開始（各２５分×３）
　　　　　　　①応急救護訓練
　　　　　　　②防災資機材説明、搬送訓練
　　　　　　　③-1 消火訓練
　　　　　　　③-2 煙体験訓練
　　　　　　　〇（小学生対象）防災クイズ（大学生）
　　　　　　　※同時に炊き出し訓練（アルファ米、豚汁）
●１１：１５　閉会式→アンケート配布
　　　　　　　※啓発物品（ぼうさいのカレー）配布
●１１：３０　炊き出し試食
●１２：００　終了、撤収



(3-2)地域で独自の防災訓練を実施する自主防災会（詳細） （１５／１５）

N0 29 （自主防災会名） 安威地区自主防災会

○受付 ～

○開会式 ～

～

○訓練会場

（訓練内容）

（訓練項目）
〇避難訓練
〇受付訓練
〇シェイクアウト訓練
〇避難所運営訓練（日赤）
〇応急救護訓練（日赤）
〇搬送訓練
〇ロープワーク

〇トイレワーク
〇防災資機材説明

（メイン会場）安威小学校
●　８：３０　受付開始
●　９：００　屋外拡声器鳴動→シェイクアウト訓練
●　９：０２　開会式
●　９：２０　受付訓練（体育館前）
●　９：３０　ローテーション訓練開始（各２０分×４）
　　　　　　　①避難所運営訓練（日赤）
　　　　　　　②応急救護訓練（日赤）
　　　　　　　③搬送訓練、ロープワーク
　　　　　　　④トイレワーク、防災資機材説明
●１０：５０　ローテーション訓練終了
●１１；００　閉会式→アンケート配布・回収、啓発物品配布
●１１：５０　撤収
●１２：００　終了

安威小学校

○訓練
9:00

12:00

8:30

9:02



(4)災害ボランティアセンター運営訓練

（訓練概要）
　大災害が起こった場合、被災地の復旧・復興に向け、市内外の多くのボランティアの活
動が期待されるが、それには災害ボランティアセンターの迅速な設置・運営が求められ、
スムーズな運営をしていくためには日頃からの訓練が必要になる。
　そこで、市内ボランティア活動者や地域住民、各種関係機関の協力を得ながら、ボラン
ティア受付、送り出しといった災害ボランティアのコーディネートを中心とした訓練を実
施する。

（実施場所）
　茨木市立茨木小学校（片桐町８番４０号）

（参加関係機関）
　茨木市社会福祉協議会、茨木市（福祉政策課、避難所要員）
　茨木地区自主防災会、市民活動センター、ナルク・茨木摂津拠点
　＜その他協力機関＞
　茨木市消防本部、茨木市消防団、茨木保健所
　茨木警察、自衛隊、日本赤十字社大阪府支部
　立命館大学、追手門学院大学、茨木高等学校　他

（訓練イメージ）

○茨木地区自主防災会

○茨木地区自主防災会

○茨木地区自主防災会

茨木小学校体育館

救援物資輸送訓練

○大阪府トラック協会



(5)対策部別訓練 （１／２）

1 総務対策部

1-1 総務班
庁舎使用不能な場合の仮設の災害対策本部の設
営

庁舎の被災、電力の遮断、電話の不通状態の想定による仮設の災害対策本部を設営する
ことで、設営手順を理解するとともに、必要な資機材を整理し、不足する機能の代替手
段検討の一助とする。

1-2 秘書・広報班 災害広報
①災害対策本部から収集した情報の市民提供の方法等を検証する
②他班との連携、想定される市長等の予定の管理をシミュレーションする
③記者会見の実施方法について検証、報道提供などによる情報提供方法を検証する

1-3 人事班
①職員の安否確認
②他機関からの応援職員の配分
③職員への給食

①各班の職員の安否状況を、職員安否確認表を基に確認する
②付与される情報に応じて、他機関からの応援職員について、適切な人員の配分を行う
③付与される情報をもとにマニュアルに応じて職員への給食の配分方法を検討する

1-4 被害調査班
①被害家屋等の調査と報告
②被災に関する証明の発行

付与される情報をもとに、マニュアルに応じて、市内の被災家屋に関する情報を収集・
整理する。
情報に応じて、被害認定調査体制を確立する。
家屋被害認定調査をもとに、被災者台帳の作成、罹災証明書の発行のための準備を行
う。

1-5 財政班
①被害状況及び今後の必要経費の把握
②金融機関と連絡体制を確保し、必要な資金
（現金）を調達する。

今後の必要経費（概算）を把握し、予算執行や補正予算の措置等について検討する。
金融機関と連絡体制を確保し、必要な資金（現金）の調達等について検討する。

1-6 情報システム班 庁内・庁外ネットワークの安全確認 緊急時の対応について、マニュアルに記載されている手順に沿って実施する。

1-7 議会班 議員の安否確認 付与される情報をもとに、マニュアルに応じて、議員の安否確認を実施する。

2 市民対策部

2-1 避難所・市民班
①避難所の開設
②遺体の収容及び火葬
③市民相談窓口の対応

①メール及び防災行政無線等による避難所開設連絡
②遺体安置所の開設及び、火葬業務体制を整える
③市民災害相談窓口の開設

3 民生対策部

3-1 福祉・安否確認班
①災害ボランティアの受入と派遣
②避難行動要支援者の安否確認
③福祉避難所の開設

①社会福祉協議会が実施する災害ボランティアセンター運営シミュレーション訓練に参
加する
②安否確認サポートシステム端末機設置課（福祉政策課、障害福祉課、高齢者支援課、
介護保険課）で避難行動要支援者名簿を出力する（出力方法の確認）。また、訓練用名
簿を使用して、民生委員（モデル地区：天王）に電話で地区内の避難行動要支援者の安
否確認を依頼する
③市が指定する福祉避難所の中から要配慮者の受入れが可能な施設を選定し、要配慮者
を移送できるよう手配する

3-2 公衆衛生活動班 公衆衛生活動班の初動体制の確立

①保健医療センターの被害状況の確認と職員の安否確認を行い、災害時の初動体制確立
までの手順を検証する
②公衆衛生活動班本部を立ち上げ、班内会議を実施して、参集職員の役割分担を確認す
る
③防災行政無線、衛星携帯電話による情報収集を実践するとともに、広域災害救助医療
情報システム（ＥＭＩＳ）の模擬入力を行う

3-3 物資管理班 物資輸送拠点の開設・運営
付与された状況をもとにマニュアルに応じて、物資集積拠点の立ち上げ、救援物資の受
入・払出等の手順を、物資調達・こども対策班、物資輸送班及び商工班と連携してシ
ミュレーションする

3-4 物資調達・こども対策班
①職員・家族の安否確認
②所管施設の被害状況確認
③救援物資の調達・受入調整

①幼稚園・保育所等の施設の被害状況の収集手段の検証を行う
②救援物資の具体的な調達手順を商工班と連携してシミュレーションする

4 産業対策部

4-1 商工班
①商工業関係被害調査と報告
②食料及び救援物資の調達要請

①参集人員に応じた地区割りを行ったうえで、マニュアルに基づいた調査を実施すると
ともに、調査結果の取りまとめと報告を行う
②物資調達・こども対策班からの要請に基づき、市内企業に救援物資提供の要請を行う
とともに、提供された物資の受入や搬送について、物資管理班や物資輸送班と連携して
シミュレーションする

4-2 農林班 被害調査及び応急対策
マニュアルに応じて、被害状況等の情報収集・整理・報告を実施し、問題点の把握、た
め池施設等の点検・応急・復旧方法等、必要な対応を検討する

4-3 農業委員会班 － －

4-4 環境対策班
①がれき処理方法の検討と初期対応
②ごみ・し尿の運搬

①状況付与をもとに、マニュアルに応じて、がれきの発生量、仮置き場の場所、処理の
ために必要な処分場や協力事業者を検討する
②付与状況をもとに、マニュアルに応じて、ごみ・し尿の運搬の優先順位やルートを検
討する

対策部／対策班 ①訓練の対象とする災害対応 ②訓練概要

部長：総務部長
副部長：企画財政部長、会計管理者

部長：市民文化部長

部長：健康福祉部長
副部長：こども育成部長

部長：産業環境部長



(5)対策部別訓練 （２／２）

5 土木対策部

5-1 危険度判定班
①建築物応急危険度判定
②被災宅地危険度判定

危険度判定班の職務内容・役割分担を研修方式により確認
①建築物応急危険度判定本部及び作業スペースの設置（縮小して実際に必要な作業ス
ペースを設置）、判定区域図の作成、地元判定士への連絡体制の確認
②被災宅地危険度判定本部及び作業スペースの設置（縮小して実際に必要な作業スペー
スを設置）、判定実施計画の策定、参集計画等の策定、判定調査方法等の確認及びガイ
ダンスの検討

5-2 土木班
道路パトロールによる道路被災調査、交通規則
の実施、道路被災情報の取りまとめ

道路交通対策班と協力して道路パトロール車による被災調査パトロールを実動訓練とし
て実施し、被災想定箇所から防災行政無線を使用して状況報告を行うとともに、本部に
おいて報告箇所を図上に記録し、取りまとめる。また、被災想定箇所においては、応急
対応を模擬実施する。

5-3 道路交通対策班
道路パトロールによる道路被災調査、交通規則
の実施、建設関係業者への連絡、応急復旧

土木班からの情報をもとに、被災想定箇所へ急行し、無線にて状況把握を実施するとと
もに、応急復旧に必要な対策を講じる

5-4 建築班
①市営住宅の被害状況調査及び応急対策
②応急仮設住宅の建設

①状況付与をもとにマニュアルに応じて被災状況を取りまとめるとともに、応急復旧対
策を検討する
②状況付与をもとにマニュアルに応じて仮設住宅必要戸数と建設候補地を検討する

5-5 公園緑地班 公園の被害調査及び応急対策
道路情報等の状況付与をもとに現地を巡回し、情報の取りまとめと必要な対応を検討す
る。公園施設の被害状況に応じて、必要な応急措置と復旧対応を検討する。

5-6 下水道班 市単独で対応できない下水道被害への対策

下水道ＢＣＰに基づき下水道対策本部を立ち上げ、被害状況の想定及び、支援要請内容
を検討し、近畿２府７県の下水道事業における相互支援体制「近畿ブロック支援に関す
る申し合わせ」による支援要請を行う。なお、当日は、発災時、通信手段確認の結果、
インターネット利用可能と想定し、下水道班役を下水道施設課、大阪府役を下水道総務
課として情報伝達訓練を行う。

6 文教対策部

6-1 教育政策班
①初動時の対応
②教育関係の災害対策及び被害調査

①被災状況において発生する課題を確認し、その対応策を遂行するために必要な実施体
制の構築方法を検討する
②被災状況において発生する課題を確認し、情報のとりまとめと必要な対応（臨時休校
措置、学校給食対策）を検討する

6-2 施設班
①教育施設の被害調査と応急教育の実施
②文教施設の応急復旧対策

状況付与をもとにマニュアルに応じて、教育施設及び文教施設の被害状況の報告のとり
まとめと必要な対応を検討する。

6-3 物資輸送班 救援物資の集積・搬送
公共施設、文化財の被害状況の取りまとめを行うとともに、状況付与をもとに、生活物
資備蓄拠点から各避難所への備蓄物資の搬送、物資集積拠点から各避難所への配送手
段、配送ルート等を検討する。

6-4 学校教育班
①避難所の開設・管理・運営の補助
②学校園の災害準備

状況付与をもとにマニュアルに応じて、小中学校と防災行政無線（同報系）を用いて情
報収集を行うとともに、Ｅメールを用いて小中学校との情報伝達を行う。

7 給水対策部

7-1
7-2

災害による応急給水活動
①上中条分室の給水口から給水車へ、給水車からウォーターバルーンへの給水訓練
②やまぶき低区配水池での応急給水栓設置訓練

8 消防対策部

8-2

①消防職団員の動員に関すること
②消防隊の運用に関すること
③警備本部の設置及び運営に関すること
④応援要請及び受援体制に関すること

災害発生時における指揮本部機能の検証

8-3
①消防広報に関すること
②避難誘導に関すること

災害発生時における指揮本部機能の検証

8-4 自主防災組織の指導に関すること 訓練指導（自主防災会）

部長：建設部長
副部長：都市整備部長

部長：教育総務部長
副部長：学校教育部長

部長：水道部長

総務班
給水班

部長：消防長

予防班

警防・救急救助班

①訓練の対象とする災害対応 ⑤訓練概要

警備班

対策部／対策班



１０　その他の取り組み

（所管）学務課
（詳細内容）
　小学校給食において震災献立を実施（おにぎり、牛乳、豚汁、乾パン）
（場所）市内公立小学校
（期間）平成３０年１月１７日

（所管）人権・男女共生課・危機管理課（共催）
（詳細内容）
　防災イベント：「家族で防災」（事前申込制）
　①防災食をつくろう
　　親子で乾物を作った防災食づくり
　②防災ずきんをつくろう
　　バスタオルを使った簡単防災ずきんづくり
（場所）男女共生センター ローズWAM
（期間）平成３０年１年２１日 ①１０：００～１３：３０  ②１４：００～１６：００

（所管）中央図書館
（詳細内容）
　防災関連本の特集展示（一般書・児童書）の実施
（期間）一般：平成２９年１２月２０日から
　　　　児童：平成３０年１月５日から
（場所）中央図書館

（詳細内容）
　①防災関連本の特集展示（児童書）の実施
　②防災関連おはなし会を実施し、参加者に啓発品（ビスケット又は「ぼうさい童子」プラ
　　バンを配布する。
（期間）①児童：平成３０年１月５日から
　　　　②おはなし会：平成３０年１月２０日
（場所）中条図書館

（詳細内容）
　防災関連本の特集展示（一般書）の実施
（期間）一般：平成２９年１２月２０日から
（場所）水尾図書館

（詳細内容）
　防災関連本の特集展示（一般書・児童書）の実施
（期間）一般・児童書：平成３０年１月１２日から３月５日
（場所）穂積図書館

（詳細内容）
　防災関連本の特集展示（一般書・児童書）の実施
（期間）一般・児童書：平成２９年１２月２０日から平成３０年１月末
（場所）豊川・白川・天王・玉島・彩都西分室

（所管）危機管理課・文化振興課・子育て支援課（共催）
（詳細内容）
　防災イベント：「子育て世代防災講座　防災食 たべくらべ」（事前申込制）
　①防災絵本よみきかせ（自由参加）
　②講座
（場所）市立生涯学習センター
（期間）平成３０年１年２１日 ①１０：００～１０：３０  ②１０：３０～１２：３０


