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令和３年度 飯山市役所消防訓練の開催について 

 

飯山市役所庁舎消防計画に基づき、火災等が発生した場合に備え、人的組織力、消防用設備等

を効果的に使用して消防活動等が迅速かつ有効的に行われ、人的、物的損害を最小限にとどめる

ために消防訓練によって技術の練磨を図ることを目的として実施します。 

 

１ 実施日時  令和３年 11月 26日（金） 

       午後 1時 30分～午後 3時 00分（予定） 雨天延期 

２ 訓練場所  飯山市役所庁舎内 

３ 避難場所  庁舎東側公用車駐車場 

４ 訓練参加予定職員数 

新型コロナウイルス感染症拡大防止等のため、庁舎内職員（R3.4.1現在）248名中 66名（約 26％）

の職員により消防訓練を行う。 

５ 主な訓練の内容 

（1）通報連絡訓練 

（2）消防隊本部設置訓練 

（3）屋内消火栓による消火訓練 

（4）防護扉閉鎖訓練（耐火書庫・階段ドア） 

（5）避難誘導訓練（通路避難） 

（6）救助袋による避難誘導訓練 

（7）消火器による消火訓練 

 

※ 詳細は添付の実施要綱をご確認ください。 

＜担当課＞ 
飯山市 総務部 庶務課 
（課長）田中 良則 （担当者）丸山 英記 
住 所： 飯山市大字大字飯山 1110-1 
電 話： 0269-67-0720 
ファクシミリ： 0269-62-5990 
電子メール： abcdefg@city.iiyama.nagano.jp 
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令和３年度 飯山市役所消防訓練 実施要綱 

令和 3年 11月 9日作成 庶務課 

１ 目 的 

   飯山市役所庁舎消防計画に基づき、火災等が発生した場合に備え、人的組織力、消防用設備等を

効果的に使用して消防活動等が迅速かつ有効的に行われ、人的、物的損害を最小限にとどめるため

に消防訓練によって技術の練磨を図ることを目的とする。 

 

２ 実施日時  令和３年 11月 26日（金） 午後 1時 30分～午後 3時 00分（予定） 雨天延期 

 

３ 会  場  飯山市役所庁舎内 

 

４ 避難場所  庁舎東側公用車駐車場 

 

５ 参集職員  部課長全員 21名 各課等職員 45名 総数 66名 

 

６ 訓練実施方針 

  本年度の訓練は、新型コロナウイルス感染症拡大防止等のため、庁舎内職員（R3.4.1現在）248

名中 66名（約 26％）の職員により、庁舎自衛消防組織の消防隊（班）の消防訓練を行う。 

 

７ 訓練想定 

   令和 3年 11月 26日（金）午後 1時 30分、2階機械室から出火。消火器及び屋内消火栓により消

火を行い消火はできたが、煙が充満している状況。エレベーターは自動停止。1階の職員、来庁者

等は正面玄関または南側出口より避難。2階の職員、来庁者等は南階段を使用し南側出口より避難。 

3階以上の階の職員、来庁者等は 2階部分の階段が煙のため使用できず逃げ遅れたため、3階設

置の救助袋により避難。 

 

８ 主な訓練の内容 

（1）通報連絡訓練 

（2）消防隊本部設置訓練 

（3）屋内消火栓による消火訓練 

（4）防護扉閉鎖訓練（耐火書庫・階段ドア） 

（5）避難誘導訓練（通路避難） 

（6）救助袋による避難誘導訓練 

（7）消火器による消火訓練 

 

９ 消防隊の組織（飯山市役所庁舎消防計画から引用） 

（1）消防隊長  総務部長 

（2）消防副隊長 民生部長、経済部長、建設水道部長、教育部長、議会事務局長、文化振興部長 

（3）消防隊本部 部 長 庶務課長 

（4） 同上   副部長 企画財政課長 
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10 各班等の訓練概要 

各班等 
担当課 

要員人数（部課長除く） 
訓練内容 

消防隊本部 
庶務課 5人 
企画財政課 1人 

・庁舎東側駐車場に机 2台及び椅子やマイク等を設

置し本部とする。 

・本部長（庶務課長）は各班からの避難情報等を収

集し消防隊長（総務部長）に報告。消防隊長（総

務部長）は理事者に報告。 

・訓練進行等 

通報連絡班 庶務課（避難誘導班兼務） 
・消防署（119）への通報  

・庁内非常放送(電話交換室 新日本警備保障㈱) 

避難誘導班 

 通路避難 

 1階・2階 

会計課 1人 
市民環境課 3人 
保健福祉課・地域包括支
援センター4人 
商工観光課・広域観光推
進室 3人 
上下水道課 3人 

・1階のトイレ等個室の残留者を確認し、正面玄関

または南側出口から避難場所に避難。 

・2階もトイレ等確認し南側階段を使用し南側出口

から避難。また、来庁者役の職員を避難場所に避

難誘導する。 

・エレベーターは使用しない。 

・避難する際はハンカチ等で口元を覆う。 

・避難場所において、3階救助袋避難者の介助を行

う。 

避難誘導班 

 3階救助袋避難 

 3階以上 

子ども育成課・スポーツ
推進室・人権政策課 3人 
議会事務局・監査事務局
1人 
危機管理防災課 1人 
企画財政課・公民連携推
進室・事業戦略室 2人 
庶務課・選管事務局 4人 

・2階への階段は使用できない想定。 

・3階以上の階のトイレや会議室及び委員会室等の

残留者も確認し、3階教育委員会共有スペースに

一旦避難し、救助袋により避難する。 

消 火 班 

税務課 3人 
農林課・農委事務局 3人 
移住定住推進課 2人 
まちづくり課 2人 
道路河川課 3人 

・消火器の設置場所の確認（南北階段踊り場付近消

火栓ボックス） 

・2階屋内消火栓（北側設置）ホースを 2階更衣室

窓から雁木上に出して放水を行う。（実際に水を

出す） 

・避難場所において、訓練用消火器により火元に見

立てた的に向けて消火器訓練。（実際に水を出す） 

防護安全班 

避難誘導班と兼務 
会計課 
保健福祉課・地域包括支
援センター 
上下水道課 
危機管理防災課 
議会事務局・監査事務局 

・会計課内の耐火書庫の扉を閉める。 

・1階南側の耐火書庫の扉を閉める。 

・2階階段ドアを閉める。 

・3階階段ドアを閉める 

・4階階段ドアを閉める 

記録 事業戦略室 1人 ・記録写真 

計 45名  
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11 スケジュール 

   

各班等 訓練場所 内容 
予定時間 

13:30    14:00   14:30 

出火 2階機械室 
テスコ社員出火確認 

非常ベル（約 10秒） 
13:30       

通報連絡班 

3階事務室 119通報 13:31       

電話交換室 庁内放送 13:31       

消防隊本部 避難場所 本部設置 13:35       

消火班 

1階 2階消火

栓ボックス 
消火器の確認 13:45       

2階屋内消火

栓 
消火栓放水 13:45       

防護安全班 

1階耐火書庫

2ヵ所 

2階・3階・4

階階段 

耐火書庫の扉閉 

2階・3階・4階南側階段

ドア閉 

14:00       

避難誘導班 

 通路避難  

1階・2階 

避難場所 

トイレ等の個室確認 

来客者役避難誘導 
14:00       

救助袋避難者介助 14:15       

避難誘導班 

 3階救助袋避難 
3階以上 

会議室等個室確認 14:15       

救助袋避難（教育委員会

共有スペース） 
14:15       

消火班 避難場所 訓練用消火器 14:30       

講評 避難場所 
市長 

岳北消防本部 
14:45       

 

12 訓練参加の服装等（実際に火災が起きた場合の服装を想定） 

（1）通常勤務している際の服装。訓練のために作業服に着替えは不要。 

（2）履物はシューズ又は靴。 

（3）救助袋避難者は服が袋に擦れてしまうため出来れば作業服。 

（4）長靴、災害用ベスト、腕章、ヘルメットの着装等不要。 

（5）当日の外気温が低い場合もあるため必要に応じて防寒具。 

 

13 その他 

各班の訓練シナリオ等は別途各課等へ通知します。 


