本日の発表内容
１．施設の防災設備、環境

避難誘導訓練の取り組み
特別養護老人ホーム韮山・ぶなの森
防災委員会

２．防災委員会の活動内容
３．避難誘導訓練の実施、改善
４．今後の課題・目標
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1.施設の防災設備、環境
1.施設の防災設備、環境

2. 防災委員会
防災委員会の活動内容
活動内容
開催日時：

毎月2水曜日14:00～14:20 避難訓練
14:20～15:00 防災会議

訓練内容：

■日中想定 参加者：全フロア入居者・職員
各フロア非常口付近まで避難誘導
出火元は伝えず、避難口を判断する
■夜間想定 参加者：出火フロア入居者・職員
夜勤者・宿直者役5名で協力し避難誘導
出火元は伝えず、避難口を判断する
■総合訓練(年2回)、消火器・消火栓訓練、他

会議内容：

避難誘導訓練の反省
次月避難誘導訓練の計画
防災情報の伝達、勉強会、

■避難想定人員
利用者人数：特別養護老人ホーム 70名
70名
ショートステイ
10名
10名
デイサービス
25名定員
25名定員
※入居者 :平均介護度 4．1
平均年齢
87歳
平均年齢
87歳1か月
職員人数：90
名
職員人数：90名
日勤帯勤務者数
夜間帯勤務者数
来訪者：１日平均13
名
来訪者：１日平均13名

約55名
55名
5名
(夜勤4
夜勤4名、宿直1
名、宿直1名)

扉

韮山・ ぶなの森
■ 日程 (想 定日時) ： 平成25年 7月19日(金) 昼間(午後2:00)想定
場所： １階フロア避難訓練
■ 防災 委員役割：
訓練担当/１階防災委員
タイムキーパー/ 3 階防災委員 写真/ 2 階防災委員

特別養護老人ホーム
平成25年度

韮山・ぶなの森

自主防災訓練

自衛消防訓練計画、報告書
フロア見守り/ 4 階防災委員

全館放送/ デイ委員

ユニット・各 部署の動き

予定 時刻

事務所の動き

午 前中 ◇訓練準備 (大 原) 防災頭巾・ヘルメット・カメラ確認、当日フロア職員に避難訓練の説明

年間計画

13:45 ◇訓練事前 説明( 大原) １階エレベーター前に避難 訓練参加職員 (1 階：渡邊 2階： 杉山 3 階；増田 4階；飯 塚) 集合

◇消防司令(0558-75-0119)に訓練の連絡(杉本)

13:55 ◇全館放送 (ディ ：深澤) 訓練開始の連絡

日程
(14：00～)
4月19日(金)
5月17日(金)
6月21日(金)

4階
全階

夜間想定避難誘導訓練

佐藤・小泉

夜間想定避難訓練

渡辺・佐野
浅川

水消火器訓練
緊急連絡網訓練

杉本

避難誘導訓練を行います。１階職員以外も、

出火元の確認をお願いします。」(×2)

参加職員
＜１階フロア職員の動き＞

4階出勤職員・防災委員

職員通常業 務

＜非常放送設備操作・放送内容＞

＜他部署・ユニット
の動き＞

＜(事務所、本部)の動き＞
施設長、後藤、三橋、高橋、石上

通常 業務

感 知器に火を近づけ報知機 を起 動( 杉本)

表示 盤を必 ず確認。

表 示盤を必ず確認。

8月16日(金)
9月20日(金)

1階
2階

避難誘導訓練(デイも)

守屋・大原
深澤

避難誘導訓練

後藤・杉山

水消火器訓練
3階

避難誘導訓練

特養・ショート出勤職員

フロア職 員は最寄の表 示板を確認する。
火元を確認する

防災委員

①出火元の フロア職員

施設全職員

②出火元以 外のフロア職員

非常電話右 下の■ボタンを押す

事務所職員 に非常電話( 赤) で1 19番通報をお願いする。

非 常電話( 赤) で119 番通報( 石上)

4階

避難誘導訓練

全階

避難誘導訓練

自動音声が流れ、ベルが鳴ったら
受話器を取る。

出火 元へ消火器を持ち向う 。（渡邊、萩野）

「避難訓練です。」と必ず最初に伝える
消防隊の質問にﾏﾆｭｱﾙを見て答える

1階出勤職員・防災委員
ヘルメ ット ・防災頭 巾を着 用

2階出勤職員・防災委員

※他 フロアの職員 は

火 災を施設全体に非常 放送で伝達

●火災ボタン→○一斉 (通 常) ボタン

訓練 終了まで安心

「１階 ○○○より火災発生、119番通報しました。

する声掛けをする。

初期消火開始します。全館避難誘導に
うつって下さい。」

初期消火失 敗( 事務所に失敗 の連絡をする）

増田・小太刀

＜全館放送＞
防災委員：深澤

14:00 火災報知機 が鳴る

初期消火実 施 ( 消火器 15秒程度 )

7月19日(金)

「午後2時より、１階フロア、ディサービス

報知機がなったら、表示盤を見て

防災委員会
担当者
( はリーダー)

訓練内容

「初期消火失敗、○○非常口より避難開始します。」

途中で報知 機を止 める(杉 本)

3階出勤職員・防災委員

緊 急連絡網に連 絡をする。※訓練なの で内線で実施

※入居者・利用者への影響の為

「緊急連絡網です。施設○○○から火災発生し、119番通報

10月18日(金)

佐藤・小泉

4階出勤職員・防災委員

しました。至急、応援をお願いします。」

避難誘導開 始 火元から遠い非常口付近まで誘導
点呼し、施設 長に直接報告

11月15日(金)
12月×日(×)
1月17日(金)

渡辺・佐野
浅川

水消火器訓練
緊急連絡網訓練(抜き打ち)
1階
2階

夜間想定避難誘導訓練

杉本
守屋・大原
深澤

夜間想定避難誘導訓練

施 設長は報告を受ける

特養・ショート・デイ出勤職員
防災委員

14:15 訓練終了

施設全職員・防災委員

14:40 防災委員会 開始

全 館放送 訓練終了の連絡

「避難誘導訓練は、無事終了しました。
御協力ありがとうございました。」(×2)

15:00 防災委員会 終了
(訓 練後の報告、評価)

施設長

1階出勤職員・防災委員
(平成

年

月

日 担当：

記載)

2階出勤職員・防災委員

３.避難誘導訓練の実施、改善

特別養護老人ホーム 韮山・ぶなの森

火災発生時 避難誘導マニュアル
火災発見。火災報知機が鳴る。

確認

■スタッフルームの表示盤を確認(出火元がどこか確認)。

通報

■出火階の職員は、非常放送設備で施設全体(夜間は宿直者・夜勤者)

伝達

■出火階の職員は、火元を目視で確認する。
■職員同士は大声で伝達する。

表示盤

に伝達。
「○○で火災。事務所職員(夜間：宿直者)は 119 番通報してください。
(夜間：夜勤者は全員○階に集合してください。)」
◎事務所職員(宿直者)は 119 番通報。緊急連絡網。
■夜間帯は、夜勤者全員が出火階に集まり協力し対応する。

初期

■消火器で消火。(消火器 1 本 15 秒)。
■炎が天井まで達したら諦めて避難誘導に移る。

消火

■非常放送設備で施設全体に初期消火失敗を伝達。

避難

■火元から遠い階段(防火扉)へ避難する。

誘導

■火元に近い入居者から避難誘導する。
■移動手段として車椅子を活用する。
■命を最優先する。
■ヘルメット、防災頭巾を着用する。

最終避難場所：施設東側駐車場

■点呼し施設長に報告。
【予備情報】

・通報から消防車(田方北消防署)の到着はおよそ 5 分です。
・1 フロア 20 名を職員 4 名で、ユニット外への避難誘導におよそ 7 分かかります。
・はしご車を使用した場合、施設 4 階窓から 1 名避難するのに約 3 分要します。

３.避難誘導訓練の実施、改善

３.避難誘導訓練の実施、改善

防火管理者

３.避難誘導訓練の実施、改善

夜間想定訓練

夜間想定訓練

非常放送設備取扱い訓練

非常放送設備取扱い訓練

非常放送設備取扱い訓練

119番通報訓練
119番通報訓練
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119番通報訓練

掛け布団利用の避難方法

119番通報訓練
119番通報訓練

掛け布団利用の避難方法

掛け布団利用の避難方法

掛け布団利用の避難方法

出火元・避難口を判断する訓練

出火元・避難口を判断する訓練

出火元・避難口を判断する訓練

出火元・避難口を判断する訓練

訓練参加職員の見分け

訓練参加職員の見分け

田方北消防署と合同訓練

田方北消防署と合同訓練

田方北消防署と合同訓練

4.今後の課題・目標
4.今後の課題・目標
・毎月の訓練を継続すること
・全職員が避難マニュアルを把握すること
・全職員が119番通報ができる体制を作るこ
と
・地域との連携体制、避難人員受入体制を整
えること

ご清聴ありがとうございました

