
例　10:00～10：30 初期消火訓練（消火器） 体験５０名

※実施計画書等がありましたら別紙で添付をお願いいたします。

備考

消防署が
指導する

訓練

　　　□　スタンドパイプ操法訓練
　　　□　Ｄ級可搬消防ポンプ操法訓練
　　　□　通報連絡訓練
　　　□　救出救助訓練〔希望内容：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     　　　　 〕
　　　□　応急救護訓練〔 □ 三角巾包帯法　　□ 心肺蘇生法（ＡＥＤ　□ 必要 　□ 不要 ）〕

　　　□　無　　□　同日に避難訓練を実施〔避難場所：　　　　　　　　　開始時間：　　　時　　　分 〕

○タイムスケジュール
時間 内容 備考

〔提出方法〕　郵送またはFAXでご送付いただくか、窓口にご提出ください
〔締め切り 〕　訓練実施日の前月５日まで
　※裏面もございます、必ずご確認ください。

裏面有り

避難訓練の有無

実施
団体

名称
参加人数
（予定）

訓
　
練
　
項
　
目

地震体験
訓練

　・体験人数〔　　　　　　人〕
　　　□　地震体験車（大型：なまず号）　※雨天時は実施できません

初期消火
訓練

　・体験人数〔　　　　　　人〕
　　　□　消火器訓練
　　　□　バケツ投水訓練

煙中
避難訓練

　・体験人数〔　　　　　　人〕
　　　□　屋外　（訓練用テントで実施）　※雨天時は実施できません
　　　□　屋内　〔訓練用テント　□ 必要　　□ 不要　〕

DVD上映
　・希望内容〔番号：　　　題名：　　　　　　　　　　　　　　　　〕　〔上映用機器　□ 必要　　□ 不要　〕
　・貸出希望日〔　　　／　　　～　　　／　　　〕 ※機器(ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰとﾌﾟﾚｲﾔｰ)は北沢支所で受渡し

資機材
操作訓練

　・体験人数〔　　　　　　人〕
　・希望項目
　　　□ 発電機 （□ ガソリンタイプ　 □ ガスボンベタイプ　）　　□ 仮設トイレ
　　　□ 灯油バーナー       　　　　□ 炊き出し訓練       　　　　□ 応急給水訓練
　　　□ その他 〔　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　    　　　〕

人　

担当者名 連絡先
電話）　　　　　　－　　　　　　－
ＦＡＸ）　　　　　　－　　　　　　－

北沢地域 防災教室(訓練)実施申込書

日時

実施予定 　　令和　　　年　　　月　　　日（　　　）　　　　時　　　分　～　　　時　　　分
受付印

雨天時
　　□　実施
　　□　中止（延期の場合は、中止の決定後に再申込みとなります）

実施
場所

名称

住所 　　世田谷区　　　　　　　　   　　　　　　丁目　　　　　　　　　番　　　　　　　　　号
↑受付けの時点で押印し、FAX
にて返送いたします。
内容の調整等で別途ご連絡す
る場合もございます。

訓練車両
駐車場所



※区役所処理欄（ここから下は、記入しないでください）

訓練連絡 　□無　　□委託業者（シ）　　　／　　　□委託業者（ネ）　　　／　　　□消防署（　　　　　）　　　／

R5.4

公園使用申請 　□無　　□有〔　申請日：　　　／　　　　　　　許可書受理　　　　　／　　　　〕

道路使用申請 　□無　　□有〔　申請日：　　　／　　　　　　　許可書受理　　　　　／　　　　〕

その他

     実施団体において、手指消毒や換気、三密の回避等の基本的な感染対策をお願いします。

【申込み先・問合せ先】
　北沢総合支所地域振興課　地域振興・防災担当
　住　所：〒155-8666　世田谷区北沢２－８－１８　北沢タウンホール８F
　電　話：０３－５４７８－８０２９  　ＦＡＸ ：０３－５４７８－８００４
※訓練内で怪我をされた場合等も、上記連絡先までご連絡ください。

○防災教室（訓練）実施時の留意事項

○訓練実施場所

※学校・保育園・幼稚園等で訓練を行う場合は、校庭・園庭のどの位置で行うかをご記入ください。
　 また、訓練車両の駐車場所についてもご記入お願いいたします。

○注意事項
　　① 雨天等の訓練中止連絡は訓練実施日前日（日曜・月曜の場合は金曜日。連休の場合は、連休前の
　　　  平日）の１６時までにお願いします。
　　② 消防署が指導する訓練は、緊急出動により来られなくなる場合がありますのでご了承下さい。
　　③ 訓練場所の確保は、実施団体が行ってください。
　　　　◎ 地震体験訓練（１０ｍ四方の固くて水平な場所が必要です）
　　　　　　　高さ約３.５ｍ × 　長さ約６.９ｍ × 　幅約２.３ｍ   車重約７.０ｔ
　　　　　　　・訓練場所によっては、道幅・高さ制限により入れない場合があります。
　　　　　　　・雨天時は、起震装置が故障しますので小雨の場合でも運行できません。
　　　　◎ 煙中避難訓練
　　　　　　　・１００Ｖの電源（コンセント）を確保してください。
　　　　　　　・屋内の場合は、消防用設備（火災報知機、防火扉、排煙装置）等の一部作動を止めてくださ
い。



防災教室訓練内容の説明
項　　　目　　 内　　　　　容

地震体験
訓練

地震体験車
（なまず号）

震度２～７の揺れを体験し、地震から身を守る方法を学ぶ訓練

煙中避難
訓練

屋外 煙を充満させたテント内で火災の疑似体験を行い、避難行動を学ぶ訓練

屋内 煙を充満させた施設内で火災の疑似体験を行い、避難行動を学ぶ訓練　

初期消火
訓練

消火器訓練
訓練用の水消火器を使用して、消火器の使用方法を学ぶ訓練
　※体験人数が多い場合は、水と電源の確保が必要

バケツ投水訓練 火災を想定し、バケツリレーや標的への投水を行う訓練　

ＤＶＤ上映 DVD
区が所有している貸出用ＤＶＤの上映
　※上映に必要な機器（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ、DVDﾌﾟﾚｲﾔｰ）の貸出しも可能

資機材
操作訓練

発電機
区が備蓄している発電機の操作方法を学ぶ訓練
　※「ガソリンタイプ」「ガスボンベタイプ」２種類の発電機で訓練可能

仮設トイレ
ﾏﾝﾎｰﾙﾄｲﾚが整備されている公園・学校で、仮設ﾄｲﾚの設置方法を学ぶ訓練
※訓練用の仮設トイレを使用し、組み立てのみの訓練も可能

灯油バーナー
区が備蓄しているバーナーの操作方法を学ぶ訓練
　※電源の確保が必要

炊き出し訓練
アルファ米などを用いて炊き出しを行う訓練
　※アルファ米（５０人分／箱）の提供や説明が可能

応急給水訓練
避難所に配備している応急給水栓に、
スタンドパイプ等を使用し、操作手順や設置方法を学ぶ訓練

　・緊急出動などにより、実施ができなくなる場合があります。
　・訓練によっては、消火栓や道路などの使用申請が必要になるため、１ヵ月以上前にご相談くださ
い。
　・区による指導は行っておりません。

模擬電話を使用して、火事や緊急時の適切な通報方法を学ぶ訓練

救出救助訓練 救出救助用資機材を操作し、救出方法を学ぶ訓練

応急救護訓練
事故や災害に備えて、正しい応急手当を学ぶ訓練
・三角巾包帯法：三角巾を使用して、簡単な包帯方法・止血方法を学ぶ訓練
・心肺蘇生法：人形を使用して、人工呼吸、心臓マッサージ等を学ぶ訓練

【消防署が指導する訓練を申し込む際の注意】

消防署が
指導する

訓練

※以下の
　 　注意事項

　を参照

スタンドパイプ
操法訓練

スタンドパイプの操作方法を学ぶ訓練
　※スタンドパイプ：消火栓から水を汲みあげ、放水する資機材

Ｄ級可搬ポンプ
操法訓練

Ｄ級可搬ポンプの操作方法を学ぶ訓練
　※Ｄ級可搬ポンプ：防火水槽やﾌﾟｰﾙなどから水を汲みあげ、放水する資機材

通報連絡訓練



番号 題　　　　　名 内　　　　　容 時間

1 地震だ！その時どうする？－自分を守り、みんなで助け合おう。－ 震災対策の知識を分かりやすく学習できます。（小学校高学年向けの「ＤＶＤ」） １８分

2 ふせごう　－家具等の転倒防止対策－ 家庭内でできる震災対策として家具の転倒防止対策を学べます。（DVD) ２１分

3 地域で減災！－あなたが力みんなが力－ 「自助」「共助」について学べます。地域コミュニティの重要性を再認識（DVD）【2008】 ２４分

4 幸せ運ぼうー阪神・淡路大震災から学ぶ- 神戸市などが震災の記憶と記録を伝えるために制作。（DVD）

5 震災復興のあゆみ　－あの時と今－ 神戸市長田区野田北部地区の復興のあゆみをまとめた記録（DVD） ３３分

6 もし今、地震が起きたら　－命を守る備えと退避行動－ 東日本大震災の経験を踏まえ、いま求められる地震時の心得、備え（ＤＶＤ） １９分

7 防災の備えと意識１０カ条　－東日本大震災が残した教訓－ 東日本大震災や阪神大震災から学ぶ、防災の備えと意識を分かりやすく解説（ＤＶＤ） ２２分

8 サル太郎　地震には負けないぞ！－地震への備え大作戦－ 幼児・小学校低学年向け防災アニメーション（ＤＶＤ） １５分

9 災害だ！帰宅困難者対策を急げ！－防災管理者Ａ部長奮戦記－ ある会社の防災管理者Ａ部長が帰宅困難者対策を進めていくドラマ（ＤＶＤ） ３０分

10 地震や津波で死なないために－心に刻む５つのこと－ 地震や津波の事例と対策を５つポイントから紹介（ＤＶＤ） １５分

11 ３．１１　その時、保育園は　－いのちをまもる　いのちをつなぐ－ ２０１１年３月１１日の時の保育園の検証および証言をまとめた記録（ＤＶＤ） １８４分

12 避難所の開設・運営　－　その時、皆さんの力が必要です　－ 避難所の役割、開設・運営の流れ、東日本大震災で得られた教訓など（ＤＶＤ） １７分

13 東日本大震災　－　宮城県の記録　－ ２０１１年３月１１日の宮城県の記録映像（ＤＶＤ）

14 災害時の食支援　～東日本大震災からの学び～ 東日本大震災で活動した管理栄養士や医師の報告、災害時の食の問題をまとめた記録（ＤＶＤ） １０３分

15 Ｄ級可搬ポンプ　スタンドパイプ操作説明 Ｄ級可搬ポンプ、スタンドパイプの操作方法を紹介（ＤＶＤ） １８分

16 あっ地震だ津波は？じぶんの命はじぶんで守る 地震・津波・防災に関する知識を分かりやすく学習できます。（幼児・小学校低学年向けのＤＶＤ） １４分

17 熊本地震から学ぶ　こんな対策があなたを救う ２０１６年４月に起きた熊本地震から得られた教訓を専門家による解説などを交え紹介しています。（ＤＶＤ） ２６分

18 ズッコケ三人組の防災教室　地しんから身を守ろう 地震・防災に関する知識を分かりやすく学習できます。（幼児・小学校低学年向けのＤＶＤ） １４分

19 相次いで大きなゆれが！～熊本地しんの特ちょうをしっておこう～ 小学校高学年向け。地震全般についての説明・解説（DVD) ２０分

20 目指せ！災害に強いまち 近年起こった様々な災害を基に発災時の正しい対応について解説（DVD) ２１分

21 深刻化する気象災害～どう身を守る？どう備える？ 豪雪豪雨等の気象災害に対する対応策を解説。（DVD) ２５分

22 ハローキティとまなぼう！ぼうさいくんれん 幼児・小学校（低学年）向け防災アニメーション（ＤＶＤ） １４分

23 地震・水害から命を守る 地震・水害への備えや自助・共助について分かりやすく学べます。 ２４分

24 うしわかまるのじしんとかじからじぶんをまもる！ タイムスリップして現代に来た主人公が地震や津波、火事について学んでいく。（幼児・小学生向け）１０分

25 災害から一人の命も取り残さないために　要配慮者の備えと避難行動 要配慮者自身に求められることや地域の人たちにできることを探っていく。 ２７分

26 巨大台風が上陸　早めに避難準備をしよう 台風に対する対応策を解説。（小学生・中学生向け) １９分

27 自然災害への備え　いのちを守る７か条 自然災害から身を守るために必要な備えを学ぶ。（一般向け） ２０分

※VHSの貸し出しを希望の場合は、北沢総合支所地域振興課地域振興・防災までご連絡ください。

貸出用ＤＶＤ一覧


