
　■自主防災会の結成

　　　１．自主防災組織名　　　　　千坂校下自主防災会

　　　２．結成年月日　　　　　　　　平成８年１１月２０日

　　　３．規模　　　　　　　　　　　　　3,590世帯　　　　10,294名

　■「千坂校下自主防災の集い」開催

　　　１．開催日時　　　　　　　　　　平成９年３月２７日(木）　１９時

　　　２．来賓　　　　　　　　　　　　　山出金沢市長　　　宮野金沢東警察署長

　　　３．会場　　　　　　　　　　　　　千坂公民館 　ホール

　■平成９年４月、各町会自主防災組織結成報告書の提出

　■防災訓練の実施

実施年月日 場所 訓　練　項　目 その他 人数 協力機関

第1回 H．９．８．３１（日） 千坂小学校運動場 1,027

市民震災訓練 （９時～11時）

第２回 H．10．８．３０（日） （１）情報収集訓練 起震車の実施体験 453 駅西消防署森本出張所

自主防災訓練 （９時～11時） （２）バケツリレー消火訓練（初期消火） 各町会ごとに班数のカンパンを供給 金沢市第二消防団千坂分団

（３）消火器取り扱い訓練

第３回 H．1１．８．２２（日） （１）情報収集訓練 起震車の実施体験 470 駅西消防署森本出張所

（９時～11時） （２）応急救護訓練 はしご車の試乗体験 金沢市第二消防団千坂分団

（３）煙中体験訓練 各町会ごとに班数のアルフア米を供給 金沢東警察署千木町交番所

（４）消火器取り扱い訓練 金沢東街頭推進隊千坂支隊

（５）食料供給訓練 校下各医療機関

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　千坂校下自主防災会の経過



第４回 H．1２．８．２０（日） （１）情報収集訓練 はしご車の試乗体験 557 駅西消防署森本出張所

（９時～11時） （２）応急救護訓練 各町会ごとに班数のアルフア米を供給 金沢市第二消防団千坂分団

（３）煙中体験訓練 金沢東警察署千木町交番所

（４）消火器取り扱い訓練 金沢東街頭推進隊千坂支隊

（５）食料供給訓練 校下各医療機関

千坂小学校

第５回 H．1３．８．１９（日） （１）情報収集訓練 はしご車の試乗体験 527 駅西消防署森本出張所

（９時～11時） （２）応急救護訓練 各町会ごとに班数のアルフア米を供給 金沢市第二消防団千坂分団

（３）負傷者搬送訓練 （参加者に試食用のアルフア米を供給） 金沢東警察署千木町交番所

（４）煙中体験訓練 金沢東街頭推進隊千坂支隊

（５）消火器取り扱い訓練 校下各医療機関

（６）食料供給訓練 千坂小学校

少年連盟（子ども消防クラブ）

第６回 H．１4．８．１８（日） 千坂小学校運動場 （１）情報収集訓練 起震車の実施体験 563 駅西消防署森本出張所

（９時～11時） （２）応急救護訓練 はしご車の試乗体験 金沢市第二消防団千坂分団

（３）負傷者搬送訓練 各町会ごとに班数のアルフア米を供給 金沢東警察署千木町交番所

（４）煙中体験訓練 参加者に試食用のアルフア米を供給 金沢東街頭推進隊千坂支隊

（５）消火器取り扱い訓練 校下各医療機関

（６）食料供給訓練 千坂小学校

少年連盟（子ども消防クラブ）

第７回 H．1５．８．３０（土） （１）情報収集訓練 起震車の実施体験 564 駅西消防署森本出張所

（19時～20時30分） （２）煙中体験訓練 各町会ごとに班数のカンパンを供給 金沢市第二消防団千坂分団

（３）消火訓練（消火器、濡れシ-ツ 金沢東警察署千木町交番所

　　　エアゾール、水袋 金沢東街頭推進隊千坂支隊

（４）食料供給訓練 校下各医療機関

千坂小学校

婦人会（女性防火クラブ）



実施年月日 場所 訓　練　項　目 その他 人数 協力機関

第８回 H．1６．８．２８（土） （１）情報収集訓練 起震車の実施体験 546 駅西消防署森本出張所

（19時～20時30分） （２）煙中体験訓練 照明電源車の借用 金沢市第二消防団千坂分団

（３）消火訓練（消火器、濡れシ-ツ 各町会ごとに班数のカンパンを供給 金沢東警察署千木町交番所

　　　エアゾール、水袋 金沢東街頭推進隊千坂支隊

（４）食料供給訓練 校下各医療機関

千坂小学校

婦人会（女性防火クラブ）

少年連盟（子ども消防クラブ）

第９回 H．１７．９．11（日） 千坂小学校運動場 雨天のため中止

（９時～11時）

第１０回 H．１８．８．２７（日） 千坂小学校体育館 （１）炊き出し訓練 10グループに分かれ、主要幹線道、大き 118 金沢市防災安全課

（15時～17時30分） （２）災害図上訓練 な建物、学校、公園など「現在の町の 駅西消防署森本出張所

（３）救命救急訓練 情報」を地図へ、マジックを使い書き込む 金沢第二消防団千坂分団

（４）食料供給訓練 地震や火災、洪水の場合、危険になると 千坂小学校

思われる場所などを書き込む。

５グループに分かれてＡＥＤ（自動体外式

除細動器）を使った訓練。

女性防火クラブが、炊き出し訓練で用意し

たアルフア米を、訓練参加者に供給。

.

第１１回 H．１９．９．２（日） 千坂公民館ホール ＜災害対策研修会＞ 講師： 53

（19時～2１時） テーマ： 金沢大学　大学院自然科学研究科専攻

地震災害に備えて、住民と地域の連携 　　　　村田　　晶　氏

（能登半島地震の調査報告、中越地震

などの教訓を交え、自主防災組織の果

たすべき役割について）



第１２回 H．２０．８．２４（日） 全町会 ■まちなか訓練(情報収集） 2,291

市民震災訓練 （9時～１１時） 千坂小学校体育館・ 　　　安否確認・情報収集訓練 (内、735人が拠点会場訓練に参加）

ピロテイ・運動場 ■まちなか総合訓練　「その１」

　「地域協力企業合同訓練」

　　１ 重量物排除訓練

　　２ 倒壊建物救出訓練

　　３ 救護訓練

■まちなか総合訓練　「その２」

　　１ 安否確認・情報収集訓練

　　２ 初期消火訓練

　　３ 助け合い訓練

　　４ 救護訓練

◇広報訓練

◇集団避難訓練

◇自主防災会訓練、本部開設運営訓練

◇避難所開設訓練

◇現地対策本部情報伝達訓練

◇災害伝言体験、特殊公衆電話訓練

◇健康相談訓練

◇手話情報伝達訓練及び手話体験

◇食糧供給訓練

◇浄水器取扱訓練

◇防災ヘリ救護物資搬送訓練

◇はしご車体験試乗

◇水パック投てき体験

◇角材早切り体験

◇応急ランプ作成体験

◇初期消火体験

◇煙中体験

◇ごみ収集訓練

◇避難所閉鎖訓練



実施年月日 場所 訓　練　項　目 その他 人数 協力機関

第１３回 H．２１．８．３０（日） 各町会で決められた ■まちなか訓練 全町会

（9時～　　） 公園等 　　１．安否確認・情報収集訓練

　　２．避難訓練

■炊き出し訓練

　　・１０町会で実施

①千田町　　②千田葵　　③千木親和 金沢市の備蓄用アルフア米を利用し、

④疋田町　　⑤横枕町　　⑥法光寺町 炊き出し訓練を行う

⑦千坂団地 ⑧百坂町　　⑨疋田新生会　　アルフア米＝５０食入り１０箱

⑩金市団地

■消火器訓練

　　・６町会で実施 消火器＝５０本

①今昭 ・千木  ②千木第二  ③柳橋町

④百坂町　 ⑤福久南　  　⑥福久町　　

■食糧供給訓練

　　・各町会へアルフア米の配布 町会班数×２＝町会配布数

第１４回 H．２２．８．２９（日） 全町会 ■まちなか訓練 196 金沢市駅西消防署森本出張所

（9時～　　） 千坂小学校体育館 　・安否確認・情報収集訓練 「避難・災害等情報集計表」を提出

　・避難訓練 金沢市第二消防団千坂分団

■炊き出し訓練 金沢市の備蓄用アルフア米を利用

■図上訓練 1９グループに分かれ、主要幹線道、大き

な建物、学校、公園など「現在の町の

情報」を地図へ、マジックを使い書き込む

地震や火災、洪水の場合、危険になると
思われる場所などを書き込む。
女性防火クラブが、炊き出し訓練で用意し
たアルフア米を、訓練参加者に供給。

■食糧供給訓練
　　・各町会へアルフア米の配布 町会班数×２＝町会配布数



第１５回 H．２３．８．２８（日） 各町会で決められた ■まちなか訓練

（9時～　　） 公園等 　　・安否確認　・情報収集訓練 全町会 金沢市第二消防団千坂分団

　　・避難訓練 「避難・災害等情報集計表」を提出

■炊き出し訓練

　　・１３町会で実施

①千田町　　②千田葵　　③今昭町 金沢市の備蓄用アルフア米を利用し

④千木町　　⑤千木第二 ⑥千木親和 炊き出し訓練を行う

⑦疋田　　　 ⑧柳橋町　　⑨横枕町　　

⑩百坂町　　⑪荒屋団地 ⑫福久南

⑬疋田新生会

＜災害対策研修会＞ 148

「東日本大震災から、地域防災組織 講師：

　　のあり方について」 金沢市危機管理課職員

■食糧供給訓練
　　・各町会へアルフア米の配布 町会班数×２＝町会配布数

第1６回 H．２４．８．２６（日） 各町会で決められた ■まちなか訓練

（9時～　　） 公園等 　　・安否確認　・情報収集訓練 全町会

　　・避難訓練 「避難・災害等情報集計表」を提出

■炊き出し訓練

　　・１３町会で実施 金沢市備蓄用アルフア米＝８００食分

①千田町　　②千田葵　　③千木親和

④疋田　　　 ⑤疋田第二 ⑥宮保町

⑦柳橋町　  ⑧法光寺町 ⑨千坂　　

⑩金市団地 ⑪百坂町　  ⑫荒屋団地

⑬疋田新生会

■図上訓練 1９グループに分かれ、主要幹線道、大き

な建物、学校、公園など「現在の町の

情報」を地図へ、マジックを使い書き込む

地震や火災、洪水の場合、危険になると 200

思われる場所などを書き込む。



実施年月日 場所 訓　練　項　目 その他 人数 協力機関

■図上訓練 1９グループに分かれ、主要幹線道、大き

な建物、学校、公園など「現在の町の

情報」を地図へ、マジックを使い書き込む

地震や火災、洪水の場合、危険になると 200

思われる場所などを書き込む。

■食糧供給訓練

　　・女性防火クラブが、炊き出し訓練で

　　　用意したアルフア米を、訓練参加者

　　　に供給

第1７回 H．２５．７．２１（日） 防災訓練 ＝ 千坂校下自主防災会・千坂小学校との合同訓練 金沢市駅西消防署森本出張所

（9時～　　） ■１次避難訓練 5,689 金沢市第二消防団千坂分団

◇町会ごとに、まちなか訓練 千坂校下交通安全推進協議会

　・安否確認　・情報収集訓練（各家庭では訓練用ひなん済み 千坂校下婦人会

　　カードを掲示し、町会で決められた公園等へ避難した。） 金沢市立千坂小学校

　☆安否状況をブログで報告、又は報告書で提出。 千坂小学校育友会

■２次避難訓練 1,540

◇まちなか訓練終了後、小学校へ避難。

　小学生及び保護者は、各教室に於いて防災士による防災につ

いての学習を行い、そのあと整理券に従い訓練に参加した。

◇各町会から体育館に避難し、整理券に従い訓練に参加した。

　訓練終了後、体育館に於いて防災についての学習を行った。

◇応急処置訓練（小学校２階会議室）

◇ＡＥＤ講習（小学校２階会議室）

◇起震車体験（公民館駐車場）

◇はしご車試乗体験訓練(公民館駐車場）

◇煙中体験訓練（運動場）



◇初期消火訓練（運動場）

◇避難所開設体験コーナー（体育館）

◇炊き出し訓練（小学校家庭室）

◇食糧供給訓練（体育館・教室）　

　・金沢市の備蓄品より、1,500食の提供

　・女性防火クラブ及び各町会の炊き出し訓練担当者が、

　　アルフア米の炊き出しを行い、参加者に配布した。

　　（内訳）

　　　・千坂小学校　　　　　　　1,049

　　　・金沢市駅西消防署　　 　  18

　　　・千坂分団　　　　  　　　　 　18

　　　・街頭交通推進隊　　　　　  18

　　　・本部役員関係者　　　　　  22

　　　・炊き出し訓練　　　　　　　  41

　　　　　 合 計　　　　　 　 　　1,540　　　

第1８回 H．２６．８．２４（日） 千坂小学校 防災訓練 ＝ 千坂校下自主防災会・千坂小学校との合同訓練 金沢市駅西消防署森本出張所

（8時～　　） ＜防災倉庫の点検＞ 金沢市第二消防団千坂分団

　・資機材の点検及び整理 千坂校下交通安全推進協議会

■１次避難訓練 5,686 千坂校下婦人会

全町会 ◇町会ごとに、まちなか訓練 金沢市立千坂小学校

　・安否確認　・情報収集訓練（各家庭では訓練用ひなん済み 千坂小学校育友会

　　カードを掲示し、町会で決められた公園等へ避難した。）

　☆安否状況をブログで報告、又は報告書で提出

（訓練会場）

小学校教室 ■２次避難訓練 1,427
体育館 ◇まちなか訓練終了後、小学校へ避難。

運動場 　小学生及び保護者は、各教室に於いて防災士による防災につ

公民館ホール いての学習を行い、そのあと整理券に従い訓練に参加した。



実施年月日 場所 訓　練　項　目 その他 人数 協力機関

公民館駐車場 ◇各町会から体育館に避難し、整理券に従い訓練に参加した。

　　訓練終了後、体育館に於いて防災についての学習を行った。

◇応急処置訓練（小学校２階会議室）

◇ＡＥＤ講習（小学校２階会議室）

◇起震車体験（公民館駐車場）

◇はしご車試乗体験訓練(公民館駐車場）

◇煙中体験訓練（運動場）

◇初期消火訓練（運動場）

◇図上訓練（公民館2階ホール）

◇避難所開設体験コーナー（体育館）

◇炊き出し訓練（小学校家庭室）

◇食糧供給訓練（体育館・教室）　

◇学童引き渡し訓練（小学校）　

　・金沢市の備蓄品より、1,６00食の提供

　・女性防火クラブ及び各町会の炊き出し訓練担当者が、

　　アルフア米の炊き出しを行い、参加者に配布した。

　　　・各町会　　　　　　　　　　　393

　　　・千坂小学校　　　　　　　　922

　　　・金沢市駅西消防署　　　  16

　　　・千坂分団　　　　  　　　　　23

　　　・街頭交通推進隊　　　　    8

　　　・本部役員関係者　　　　　  21

　　　・炊き出し訓練　　　　　　　  44

　　　　　 合 計　　　　　　　　　　1,427



実施年月日 場所 訓　練　項　目 その他 人数 協力機関

第1９回 H．２７．８．２３（日） ■１次避難訓練 5,416 金沢市駅西消防署森本出張所

（8時～　　） ◇町会ごとに、まちなか訓練 金沢市第二消防団千坂分団

　・安否確認　・情報収集訓練（各家庭では訓練用ひなん済み 千坂校下交通安全推進協議会

　　カードを掲示し、町会で決められた公園等へ避難） 千坂校下婦人会

　☆安否状況をブログで報告、又は報告書で提出 金沢市立千坂小学校

　※１次避難訓練参加者　　　 千坂小学校育友会

■２次避難訓練 1,398
◇まちなか訓練終了後、小学校へ避難。

◇各町会から体育館に避難し、整理券に従い訓練に参加

◇はしご車試乗体験（公民館駐車場）

◇煙中体験（運動場）

◇避難所開設体験（体育館）※町会のみ

　　講師：北陸学院大学准教授

　　　　　田中純一先生

◇学童引き渡し訓練（千坂小学校）

　※２次避難訓練参加者　　　　　　　

　　　・各町会　　　　　　　　　　417

　　　・千坂小学校　　　　　　　918

　　　・金沢市駅西消防署　　  19

　　　　　（千坂公民館２階ホール及び体育館）

◇初期消火訓練（消火器・バケツリレー）（運動場）　

◇小学生及び保護者は、各教室に於いて防災についての学習

◇消防ポンプ車（2台）の見学（公民館駐車場）

◇応急処置訓練（止血など）（小学校2階会議室） 

◇ＡＥＤ講習（小学校2階会議室）※町会のみ

◇避難所運営ゲーム「HUG」（ハグ）の体験



　　　・千坂分団　　　　  　　　　16

　　　・街頭交通推進隊　　　    5

　　　・本部役員関係者　　　　23

　　　　　 合 計　　　　　　　　1,398

実施年月日 場所 訓　練　項　目 その他 人数 協力機関

第２０回 H．２８．７．３１（日） ■１次避難訓練 5,517 金沢市駅西消防署森本出張所

◇各町会ごとに、まちなか訓練

　・安否確認　・情報収集訓練（各家庭では訓練用ひなん済み

　　カードを掲示し、町会で決められた公園等へ避難）

　※１次避難訓練参加者　　　

■２次避難訓練 1,349

◇まちなか訓練終了後、小学校へ避難。

◇各町会から体育館に避難し、整理券に従い訓練に参加

◇起震車体験（公民館駐車場）

◇はしご車試乗体験（公民館駐車場）

◇煙中体験（運動場）

◇避難所開設体験（体育館）※町会の
み
◇避難所運営ゲーム「HUG」（ハグ）の体
験
◇炊き出し訓練（小学校家庭室）

◇食糧供給訓練（体育館・教室）　

◇学童引き渡し訓練（千坂小学校）

　※２次避難訓練参加者　　　　　　　

　　　・各町会　　　　　　　　　　365

　　　・千坂小学校　　　　　　　875

　　　・金沢市駅西消防署　　  17

　　　・千坂分団　　　　  　　　　15

◇小学生及び保護者は、各教室に於いて防災についての学習

◇初期消火訓練（消火器・バケツリレー）（運動場）　

◇応急処置訓練（止血など）（小学校2階会議室） 

◇ＡＥＤ講習（小学校2階会議室）※町会のみ



　　　・街頭交通推進隊　　　    5

　　　・本部役員関係者　　　  25　　

　　　・炊き出し訓練　　　　　  47　　

           合　計                 1,349
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　千坂校下自主防災会の経過
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