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訓練種別 救出・救護訓練 日　時 ○月○日　9時～ 11時

場　所 ○○公園広場

指導者 ○○消防署員３名、日赤静岡県支部２名

参加者 全員

目　的

１　倒壊家屋の下敷きになっている人の救出方法の習得
２　心肺蘇生法とＡＥＤ取り扱いの習得
３　負傷者の正しい搬送方法の習得
４　応急包帯法の習得

実施要領
想定

突発地震が発生し、数人が倒壊家屋の下敷きになっている。その他にも負傷者が
多数いる。

内容
１　救出方法と心肺蘇生法等を○○消防署の指導で行う。
２　応急包帯法を日赤静岡県支部の指導で行う。

備　考 参加者はできるだけ活動しやすい服装をしてくること。



時　間 項　目 内　　容
 9：00 ～ 9：10 訓練開始 会長の挨拶、テーマ、目的を説明
 9：10 ～ 9：30 防災講話 地震による火災被害の講話を聞く
 9：30 ～ 10：00 初期消火訓練 消火器による初期消火訓練
10：00～ 10：15 バケツリレーによる初期消火訓練
10：15～ 10：45 可搬ポンプによる消火訓練
10：45～ 11：00 訓練終了 副会長挨拶、講評

時　間 項　目 内　　容
 9：00 ～ 9：10 訓練開始 会長の挨拶、テーマ、目的を説明
 9：10 ～ 10：00 救出訓練 倒壊家屋からの救出、クラッシュ症候群の説明
10：00～ 10：50 救護訓練 心肺蘇生法、ＡＥＤ取扱訓練
10：50～ 11：20 搬送訓練 簡易担架づくり、けが人の搬送
11：20～ 11：30 訓練終了 副会長挨拶、講評



時　間 項　目 内　　容
9：00～ 9：10 訓練開始 会長の挨拶、テーマ、目的を説明
9：10～ 9：20 ビデオ上映 阪神・淡路大震災等ビデオ視聴

9：20～ 11：30
災害図上訓練

（Ｄ
デ ィ グ

ＩＧ）※

Ｄ
デ ィ グ

ＩＧの実施

　被害想定、参加者の立場を説明

　主な道路や河川を地図に記入

　被害状況を地図に記入

　課題を与え、グループで話し合い

　　家屋下敷き者の救出・応急手当

　　火災発生への対応等の作戦を考える

　発表
11：30～ 11：40 訓練終了 副会長挨拶、講評

時　間 項　目 内　　容
 9：00 ～ 9：10 訓練開始 会長の挨拶、テーマ、目的を説明
 9：10 ～ 9：30 避難訓練 自宅から避難場所までの訓練
 9：30 ～ 10：00 安否確認訓練 災害時要援護者宅に行き、安否を確認
10：00～ 11：00 避難支援訓練 避難が必要な要援護者を避難場所まで避難させる
11：00～ 11：30 車椅子の体験
11：30～ 11：40 訓練終了 副会長挨拶、講評



時　間 項　目 内　　容
16：30～ 16：40 訓練開始 会長の挨拶、テーマ、目的を説明
16：40～ 17：40 炊き出し訓練 とん汁等の調理
16：40～ 17：00 簡易トイレ設営 簡易トイレの設営訓練
17：40～ 18：10 夕食 とん汁等の試食

18：10～ 20：10 避難所運営訓練 避難所運営ゲーム「避難所Ｈ
ハ グ

ＵＧ」※
20：10 ～ 21：00 宿泊訓練 寝る場所の設置

21：00 就寝
6：30 起床

 6：30 ～ 7：20 朝食 非常食の試食
 7：20 ～ 7：30 訓練終了 副会長挨拶、講評

時　間 項　目 内　　容

18：00以前 家庭内訓練 家庭内Ｄ
デ ィ グ

ＩＧの実施
非常用持ち出し品の確認

18：00 地震発生
18：00～ 18：15 避難誘導・避難訓練 広域避難所への避難誘導及び避難
18：15～ 18：25 夜間照明訓練 発電機より投光機を点灯
18：25～ 18：30 訓練開始 会長の挨拶、テーマ、目的を説明

18：30～ 18：40

本部設置
訓練

対策本部テントの設営
各種台帳、地図等の準備

避難生活
訓練

避難者テント設営
一斗缶、ドラム缶等により暖房確保

18：40～ 19：15
避難生活
訓練

ろ水機の操作訓練
仮設トイレの設営
簡易担架作り、三角巾使用講習

19：15～ 19：30 ビデオ放映 地震防災啓発ビデオの視聴
19：30～ 19：50 炊き出しの試食 炊き出し訓練で調理したものを試食
19：50～ 20：00 訓練終了 副会長挨拶、講評



時　間 項　目 内　　容
9：00 地震発生

9：01～ 9：20 避難誘導・避難訓練 津波避難ビルなど安全な場所への避難誘導及び避難
9：20～ 9：30 情報収集訓練 住民の安否確認
9：30～ 9：40 訓練開始 会長の挨拶、テーマ、目的を説明

9：40～ 11：30 災害図上訓練 津波Ｄ
デ ィ グ

ＩＧ

11：30～ 11：40 訓練終了 副会長挨拶、講評







時　間 項　目 内　　容
9：00 東海地震発生 家庭内の安全確認
9：02 救出・救助訓練 倒壊家屋からの救出、搬送
9：04 本部設置訓練 自主防災組織本部設置
9：05 初期消火訓練 火災発生①
9：08 初期消火訓練 火災発生②
9：09 救護・搬送訓練 けが人発生、応急手当後、救護所へ
9：20 情報収集訓練 情報班長は被害状況をとりまとめ

9：25 避難訓練
避難が必要な場合は、各班ごとに集合、人員確認、
避難場所へ

9：35 情報訓練 人員確認後、本部長に報告



時　間 項　目 内　　容
9：00～ 9：30 避難誘導訓練 避難所までの避難
9：30～ 10：00 災害防止訓練 土のうを作る

10：02 河川の氾濫
10：05～ 10：20 情報収集訓練 住民の安否確認




