
 
～地域で育む共助の力～ 

地区合同防災訓練を行います！ 
１１月２３日（金・祝）、杉戸小学校地区（自主防災会等１９団体）で、下記のとおり地区合同防災訓

練を行います。 

大規模な災害が起きた場合、行政による手立ての限界が予測され、地域の自主防災組織等の活動によ

る「共助」が、被害を軽減するうえで大きな役割を果たすことが期待されています。 

そこで、隣接する自主防災組織間の連携を強化し、より一層の地域防災力の向上を目的として、地区

合同防災訓練は実施されるものです。 

 

※杉戸町には、町内全域、４９の自主防災会が組織されており、各地域で防災意識の高揚等を図るた

め、定期的に地区防災訓練等を実施しています。 

 

記 

■地区合同防災訓練開催概要 

１ 日  時  １１月２３日（金・祝）９時３０分～１２時３０分            

２ 会 場  杉戸町立杉戸小学校 校庭・体育館（雨天時は体育館のみで実施） 

（所在地：杉戸町内田２丁目９番２８号 ☎0480-32-0042） 

３ 参加者数  約５３０名（予定） 

４ 参加団体 第８－１区自主防災会、第８－２区自主防災会、第８－３区自主防災会、 

第９－１区横町防災会、第９－２区防災会、第１０区自主防災会、 

第１１区フレッシュ防災会、第１２区河原町防災会、第１３区愛宕町防災会、 

第１４区寿町防災会、第１５－１区本町防災会、 

第１５－２区内田団地防災会、第１６区新町防災会、第１７区防災会、 

第１８区防災会、第１９区中妻防災会、第２２区倉松防災会、 

第２３区自主防災会、杉戸町障がい者協議会（合計１９団体）、 

杉戸町防災士及び協力機関・団体等 

５ 主 催 地区合同防災訓練実行委員会 

実行委員長（第１７区防災会会長） 髙橋 明 

事務局：杉戸町 くらし安全課 消防・防災担当 奥貫・中村 

 

■その他 

添付資料 【資料１】開催要項 【資料２】ポスター 【資料３】プログラム 

 

杉 戸 町 記 者 発 表 資 料 

○平成３０年１１月２０日（火） 

○担当課名  くらし安全課 

○担当者職名 奥貫・中村 

○電話 0480-33-1111 内線 288 



平成３０年度 地区合同防災訓練開催要項 

１ 目的 

大規模災害時には、行政による手立ての限界が予測され、地域の自主防災組織等の活動

による共助が被害を軽減するうえで大きな役割を果たすことが期待されています。そのた

め、隣接する自主防災組織間の連携を強化し、地域防災力の向上を目的に地区合同防災訓

練を実施します。 

 

２ 開催日時及び会場 

  日時：11月 23日（金・祝） 午前 9時 30分開会（終了予定：午後１時） 

  会場：杉戸町立杉戸小学校 校庭・体育館（雨天時は体育館のみ） 

    （杉戸町内田２丁目９番２８号 TEL：0480-32-0042） 

 

３ 参加予定自主防災組織等 

 第８－１区自主防災会、第８－２区自主防災会、第８－３区自主防災会、第９－１区横町

防災会、第９－２区防災会、第１０区自主防災会、第１１区フレッシュ防災会、第１２区河

原町防災会、第１３区愛宕町防災会、第１４区寿町防災会、第１５－１区本町防災会、第１

５－２区内田団地防災会、第１６区新町防災会、第１７区防災会、第１８区防災会、第１９

区中妻防災会、第２２区倉松防災会、第２３区自主防災会、杉戸町障がい者協議会、杉戸町

防災士 

４ 参加方法 

  避難誘導訓練を兼ね、徒歩で会場まで参集する。（杉戸小学校地区以外の参加者は、自転

車や自家用車での参加可）また、必要に応じて災害時要援護者支援訓練（避難誘導等）を

行う。 

①各自主防災会で参加者の参集場所を事前に決めておく。（集会所などの一時集合避難場

所） 

②参加者が集合した後に、避難経路や想定される被災状況を確認しながら会場となる小

学校へ一斉に徒歩で避難する。（杉戸小学校地区以外の参加者は、自家用車に乗り合わ

せのうえ杉戸中学校、商工会館の駐車場に集合し、徒歩で会場へ避難する。） 

 

５ 訓練内容（予定） 

場所 訓 練 内 容 

自 宅 
◎防災行政無線の放送にて、地震から身を守ります（シェイクアウト訓練）。 

◎その後、徒歩にて地域ごとに参集します（避難訓練）。 

参加する自主防災会をグループに分け、以下の訓練に順番で参加する。 

校 庭 

◎初期消火訓練    ◎煙体験       ◎地震体験 

◎間仕切り作成訓練  ◎ロープ結索訓練   ◎飲料水給水訓練 

◎炊出し訓練     ◎大声出し訓練    ◎土のう積み訓練 等 

体育館 

◎救命救護訓練    ◎搬送訓練       ◎防災グッズ展示 

◎防災への取組み紹介  ◎耐震診断相談コーナー ◎災害時伝言ダイヤル実演  

◎住宅用火災警報器ＰＲ  等 

６ その他 

 ■雨天の場合は一部訓練が中止となります。 

 ■体育館内は土足禁止のため、下足を入れるビニール袋、スリッパ、上履きを参加者各自

で持参願います。 
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※8：30に防災無線で地震発生の放送をします。実際の避難を想定して会場までお越しください。 

 

▼災害時に役立つ様々な訓練を行います。 

区 分 校庭 体育館 

訓練内容 

ロープ結索訓練 

初期消火訓練 

大声出し訓練 

煙体験 

地震体験 

飲料水給水訓練 

土のう積み訓練 

炊出し（豚汁・ご飯）等 

防災への取組の展示 

災害時伝言ダイヤルの実演 

防災関連・グッズの展示 

救命救護訓練 

搬送訓練 

木造住宅の耐震相談 

杉戸町メール配信サービス「すぎ

めー。」登録説明 等 

  ※スリッパをご持参ください。 

※雨天時は、体育館のみ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問合せ】杉戸小学校地区合同防災訓練実行委員会事務局  

杉戸町くらし安全課 消防・防災担当 ℡33-1111（内線 288） 

地区合同防災訓練 

“あなた”の命を守るのは“あなた”です 
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平成３０年度 

杉戸小学校地区合同防災訓練 

プログラム 
 

    
                     杉戸町マスコットキャラクター「すぎぴょん」 

 

ロープ結索訓練       煙体験            救命救護訓練       炊き出し訓練 

※写真はイメージです。 

 

 

日時：平成３０年１１月２３日（金） 

開会式 午前９時３０分 

場所：杉戸小学校 校庭・体育館 

主催：杉戸小学校地区合同防災訓練実行委員会 
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想定地震 茨城県南部を震源とする M７．３の地震が発生し、町内で最大 

震度６強の揺れを観測した。町内に甚大な被害が発生している。 

 

訓練スケジュール 

※地震体験については、ローテーションには含まれておりませんので、各自体験してください。 

※（＊）印の訓練は、雨天中止。 

※シェイクアウト訓練とは地震から身を守るための安全行動を 

取る訓練です。 

 

訓練ローテーション 

 訓練時間 訓 練 項 目 訓練場所 

１ 8:30～ 
防災行政無線にて訓練開始放送 ※シェイクアウト訓練 

各自、杉戸小学校へ歩いて避難 
自宅等 

２ 9:30～ 
開会式（委員長あいさつ等） 

各自主防災会ごとに整列 
校庭 

３ 

 

9:40～ 

 

炊出し訓練（自衛隊及び赤十字社指導のもと炊き出しの技術を習得する） 校庭 

ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
で
実
施 

初期消火訓練(＊)、大声出し訓練(＊) 校庭Ａ 

土のう積み訓練(＊)、飲料水給水訓練(＊)、段ボール仕切り訓練 校庭Ｂ 

煙体験(＊)、ロープ結索訓練 校庭 C 

救命救護訓練、搬送訓練、防災グッズ展示、防災への取組み紹介、耐震診

断相談コーナー、災害時伝言ダイヤル実演、住宅用火災警報器ＰＲ 等 
体育館Ｄ 

４ 11:50～ 閉会式（消防団長講評等） 校庭 

５ 12:00～ 炊出しの配給 校庭 

グル

ープ 
自主防災会名等 

9：40～

10：10 

10：10～

10：40 

10：40～

11：10 

11：10～

11：40 

1 

（青） 

８－１区、８－２区、８－３区 

９－１区、９－２区、１０区 
Ａ訓練 Ｄ訓練 Ｃ訓練 Ｂ訓練 

2 

（赤） 

１１区、１２区、１３区 

１４区、１６区、１７区 
Ｂ訓練 Ａ訓練 Ｄ訓練 Ｃ訓練 

3 

（黄） 

１５－１区、１５－２区、 

１８区、１９区 
Ｃ訓練 Ｂ訓練 Ａ訓練 Ｄ訓練 

4 

（緑） 

２２区、２３区 

一般参加者 
Ｄ訓練 Ｃ訓練 Ｂ訓練 Ａ訓練 

5 

（桃） 
町障がい者協議会 Ａ訓練 Ｄ訓練 Ｃ訓練 Ｂ訓練 



 

 

 



H３０協力機関等一覧 

敬称略（順不同） 

【協力機関等】 

NO 名称 内 容 

１ 陸上自衛隊第３２普通科連隊重迫撃砲中隊 炊出し（豚汁）・ロープ結索の実施 

２ 杉戸町赤十字奉仕団 炊出し（ご飯）の実施 

３ 東京電力ﾊﾟﾜｰｸﾞﾘｯﾄﾞ株式会社春日部支社 防災への取組展示 

４ ＮＴＴ東日本－関信越 「災害用伝言ダイヤル１７１」体験コーナー開設 

５ 株式会社ＮＴＴドコモ 防災への取組展示 

６ 中央理化工業株式会社 埼玉支社  防災への取組展示 

７ 
一般社団法人埼玉県 LPガス協会 

北東武支部杉戸宮代地区 
炊き出しへの協力、防災への取組展示 

８ 東彩ガス株式会社 防災への取組展示 

９ コカ・コーライーストジャパン株式会社 防災への取組展示 

10 株式会社リンテック２１ 防災への取組展示 

11 ＪＡ埼玉みずほ農業協同組合 食材の提供（精米５０㎏） 

12 一般社団法人 埼玉建築士会 杉戸部会 木造家屋の耐震診断・相談 

13 杉戸警察署 交通・防犯 

14 杉戸町福祉ボランティア連絡会 訓練補助 

15 杉戸町民生委員・児童委員協議会 訓練補助 

16 杉戸町社会福祉協議会 訓練補助 

17 杉戸町立杉戸小学校 PTA  

18 杉戸町立杉戸中学校  

19 杉戸町立杉戸中学校 PTA  

20 杉戸町自主防災組織連絡協議会  

 

【実行委員会】 

第８－１区自主防災会、第８－２区自主防災会、第８－３区自主防災会、第９－１区横町防災会、第９－２区防災

会、第１０区自主防災会、第１１区フレッシュ防災会、第１２区河原町防災会、第１３区愛宕町防災会、第１４区

寿町防災会、第１５－１区本町防災会、第１５－２区内田団地防災会、第１６区新町防災会、第１７区防災会、第

１８区防災会、第１９区中妻防災会、第２２区倉松防災会、第２３区自主防災会、各防災会代表者 

杉戸町障がい者協議会 杉戸町防災士 埼玉東部消防組合消防局 

杉戸町立杉戸小学校 杉戸町消防団  

 

 


