
避難所運営委員会対象避難所運営訓練（ＨＵＧ：ハグ）最終報告 

 

１ 目  的  避難所運営ゲーム（HUG）を用いた「避難所運営訓練」を通じて、避難所運営
上の諸問題や課題などを見出し、行政と地域とが一体となって避難所を運営するこ

との重要性の再確認、及び課題解決に向けた体制づくりを行う。 
        また、複数人で考え・決定していくことへのストレスを感じ、避難所運営が大変

であることの認識を持ち、今後発展していく訓練の第一段として、一般的な避難所

をベースに用いて訓練を行うことを目的に、実施しました。 

 

２ 日  時  平成 26年 1月 25日（土）、2月 1日（土）、3月 29日（土） 
午前の部  9:30～12:00  午後の部 14:00～16:30 
 

３ 場  所  勤労会館 3階 大会議室 
 

４ 内  容  避難所運営訓練（ＨＵＧ：ハグ）の実施 

 

５ 訓練日程 

平成 26年 1月 25日（土） 
第 1部 9:30～12:00 太洋中学校 平塚工科高校 平塚農業高校 

神田中学校 大野中学校 金旭中学校 

城島小学校 旭小学校 土沢中学校 

第 2部 14:00～16:30 高浜高校 なでしこ小学校 平塚江南高校 

八幡小学校 中原小学校 相模小学校 

大住中学校 松延小学校 みずほ小学校 

 

平成 26年 2月 1日（土） 
第 1部 9:30～12:00 平塚競輪場 大磯高校 崇善小学校 

神明中学校 大原高・平塚中等教 神田小学校 

豊田小学校 勝原小学校 東海大学 

第 2部 14:00～16:30 港小学校 富士見小学校 江陽中学校 

大野小学校 大原小学校 平塚湘風高校 

岡崎小学校 山城中学校 金目中学校 

吉沢小学校   

 

平成 26年 3月 29日（土）  
第 1部 9:30～12:00 花水小学校 春日野中学校 松原小学校 

真土小学校 中原中学校 横内中学校 

金田小学校 山下小学校 土屋小学校 

第 2部 14:00～16:30 浜岳中学校 平塚商業高校 横内小学校 

松が丘小学校 南原小学校 旭陵中学校 

金目小学校 萩園中学校、中島中学校 

  



６ 訓練の様子 

訓練前に避難についての話 

避難者の配置等、みんなで考え決める様子 

豊田小学校の６年生４人。ＨＵＧは２回目 

訓練後、被災地の避難所の様子を紹介 

 

【ＨＵＧのポイント】 

 

 １ 正解のない訓練である 

 ２ みんなで考えることの重要性 

 ３ ＨＵＧによる効果の確認 

 

   治に居て乱を忘れず 

 平穏無事のときも、万一のときを考えて 

備えを怠らない。 

 

 【避難所とは・・・】 

 

 避難所を運営する上での役割分担 

 

 ○地域の役割 

  主体となり避難所を運営する 

 ○学校などの施設の役割 

  学校機能と避難所機能の調整 

 ○市職員の役割 

  災対本部、避難所間等との連絡調整 

 

市が、地震、津波や風水害などの災害時における

地域住民の避難先として指定し、避難者の生活の場

として開設された施設を「避難所」と言います｡ 

避難所の入所者は、家屋が大破または倒壊したり

余震による二次災害の危険性が高い方々で、被害が

軽微または二次災害の危険性が低い方々が入所す

る必要はありません。 

しかし、電気・ガス・水道といったライフライン

が使えない状況下にあっては給食、給水、物資配給

等は避難所で行うことが考えられます。 

このことは、公園、空き地等での避難生活者も同

様で、避難所は地域と連携しながら運営していく必

要があります｡ 

 

 今回の避難所運営訓練「ＨＵＧ：ハグ」には、 

豊田小学校から４人の生徒さんも参加しまし

た。「自分達の学校のことを一番よく知ってい

るのは自分達なので、本当に災害が起こった時

には、地域の一員として、今日の訓練の様にで

きるといいと思ました」という言葉が印象的で

した。 



 

７ アンケート結果（３日間の述べ参加人数） 
 

○対象避難所55箇所、施設管理者53人、自治会292人、市配備職員174人 

○アンケート回収486人／519人（回収率：93.6％） 
 

 

 

質問１ ＨＵＧに参加したのは何回目ですか。 

3回目
2人, 0%

初めて
452人，93%

2回目
32人, 7%

初めて

2回目

3回目

それ以上

 
 
 
 

質問２ ＨＵＧを体験してみてどうでしたか。 

悪かった
1人, 0%

よかった
459人, 95%

どちらともいえない
25人, 5%

よかった

悪かった

どちらとも
いえない

その他

 
  

「参加回数」 

「ＨＵＧの体験」 



 

○「ＨＵＧを体験してみてどうでしたか」の主な理由 
  ・ペット、病気の人、障害のある人への対応の難しさが改めて認識できた。 
  ・想定外のケースが連続、または同時に起こり実際の避難所運営に近い経験ができた。 
  ・机上でも様々な考えや意見がありまとまらないのに、実際に災害が起こったらもっとまとま

らず、もめごとになってしまうかもしれない。考える人は 1人から多くても 3人程度が良い
と感じました。 

  ・ゲーム感覚で取り組みやすく、シミュレーションですが、実際に懸念される運営側のパニッ

クが体験できたため。 
  ・疑似体験でも何を決めるべきか優先順位も含め、司令塔機能の重要性を感じた。 
  ・ここの避難所で何かあった時に誰がどういう発言や考えを持つ人なのか、という部分が少し

見えました。普段、年に 1～2 回お会いするくらいでしたが、一緒に作業することは有意義
だと感じます。 

  ・避難の難しさを痛感した。実際の災害時に運営委員の確保が不安（3.29） 
   ・特に終了後に他班の配置等を見ることがとても参考になりました。（3.29） 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

質問３ ＨＵＧについて（訓練の目的や運営方法など）理解できましたか。 

理解できなかった4
人, 1%

その他
1人, 0%

理解できた
439人, 91%

どちらともいえない
41人, 8%

理解できた

理解できな
かった

どちらとも
いえない

その他

 
 

全体的に、①避難所運営について具体的に何をどうすればいいのかを、今までイメージで

きていなかったものが、このＨＵＧを通じて明らかになったという意見が多かったです。 

特に、②ペット・病気の人・障害のある人等への対応について、改めて協議しなければな

らないという意見や、③次々に避難してくる避難者への対応には、即断・即決が重要になる

という意見が多くありました。 

また、④3者が合同で訓練できたことが非常に有意義だったという意見や、⑤他の避難所

がどのような方針で避難所運営をしていくのかを見ることができて、非常に参考になったと

いう意見もあり、このＨＵＧのねらいでもある、他の避難所間とのつながり（連携）の大切

さということを少しでも伝えることができたのではないかと思います。 

「ＨＵＧの理解」 



 

○「ＨＵＧについて（訓練の目的や運営方法など）理解できましたか」の主な理由 

  ・ＨＵＧの意味は分かったが、運営・活用面、まだまだ理解まではいかない。 
  ・進行が速すぎるように思ったが、本番はもっと混乱した中で運営していくので、これくらい

でいいのかなと思った。 
   ・具体的な事例（カードなど）を使っていたので、分かりやすかった。 
  ・こういう訓練を継続して毎年行ってほしい。説明もわかりやすく、この訓練にみんなが集中

して取り組むことができた。 
  ・課題を見つける部分ではよく理解できた。様々な意見が交わされるので、何が必要で、何が

不必要か、取捨選択を考えさせられました。 
  ・役割分担、指揮系統などを明確にしないと難しい。（事前の分担設定などに時間をかけたい） 
  ・多少理解できたと思うが、実現場の小学校の下水道の配管等、どこに何を設置するか、事前

検討が必要。 
  ・避難所運営本部などの場所などを早めに表示する。掲示板の係り、受入名簿に職業などを記

入するといい。（3.29） 
  ・実際に、人と接した時にどうなるかまだ不安。（3.29） 
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

質問４ 今後避難所運営委員会でＨＵＧを実施することはできそうですか。 

できない
7人, 1%

その他
14人, 3%

できる
254人, 53%どちらともいえない

206人, 43%

できる

できない

どちらとも
いえない

その他

 

 ＨＵＧの訓練手法については、①概ね理解できたという人が多かったですが、それを②実

災害に照らし合わせると、机上で想定したように動けるかは不安があるという傾向でした。 
 具体的には、訓練の中で配置したとおりに、③実際の避難所に配置をしてみないと判断で

きないや、理解はできたが、④実際に瞬時の判断ができるかが課題というように、本番を気

にする声が多かったですが、逆にとらえれば、皆が、このＨＵＧを通じて、そのねらいや効

果というものを十分に感じた結果であるとも考えられます。 
 想定の図面で実施しましたが、⑤自分の避難所をイメージしながら、カードの避難者では

なく、実際の避難者に置き換えて考えたからこそ生まれた疑問や問題点、感覚なのではない

でしょうか。 

「今後の実施」 



○「今後避難所運営委員会でＨＵＧを実施することはできそうですか。」の主な理由 

  ・自分たちだけでやることは難しい。災害対策課の方で避難所ごとに調整して行ってほしい。 
  ・他の地域（近隣避難所）と合同で行えたらと思う。 
  ・大変さをまず体験してもらいたい。 
  ・やるべきだが、協力と時間の確保が難しそう。（毎年変わる自治会長さんと協力が難しそう） 
  ・すでにシミュレーションも行っており、可能。 
  ・運営委員がもっと訓練しないといけない。 
  ・大規模で実施し、他の避難所がどう考えたかを比較できた方が効果的と思います。一方で、

各避難所の図面を使った方が良いとも思います。（3.29） 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

質問５ ＨＵＧについて自由意見  

 ○正直、最初はやる意味が分からなかったけど、とてもためになった。今後は実際の学校に照ら

し合わせてできればよりいい訓練になると思います。ありがとうございました。 

 ○市・自治会・学校と話をする機会が持て、有効な訓練だったと思います。 

 ○何度も体験する必要を感じました。自治会の方々とアクシデントや避難者の対応等、共通の認

識を持っていきたいです。 

 ○本日の研修でなおさら避難所運営をするには、マンパワーが必要だと感じた。運営委員会の力

を向上させるにもこの研修は必要である。 

 ○他のグループの工夫を見るのが大変参考になった。各グループのリーダーなどの役目を決めて

からスタートしてはどうか。 

 ○災害が発生し、避難者が多数の場合、避難所に受入の可否の判断が困難になりそう。家屋の大

破・倒壊だけの基準で良いのか。（3.29） 
 ○実際の避難所運営委員の本部の設置がすぐにできない現実がある。それまでの運営をどうして

いくかが大切か。（3.29） 
 

８ まとめ 

  今回計画したＨＵＧを実施するにあたり、年末年始の御多忙の中で調整をいただいたことにま

ずは感謝するとともに、降雪のために年度末に日程変更させていただいた、避難所運営委員会の

皆様には、大変申し訳なく思っております。 

  しかし、無事に３日間の訓練を実施することができ、指定避難所５５ヶ所すべての参加をいた

だけました。訓練を実施する前の説明だけでは理解できないという方も、一連のプログラムを終

えた後では、やって良かったとか、本当に人を目の前にしたら、このＨＵＧでやったように落ち

ついてできるか不安など、実災害を見据えた意見を多くいただきました。 

  災害対策課としましても、こういった貴重な意見を今後の訓練に取り入れ、より実戦に近い形

での訓練を計画・実行していきたいと考えていますので、よろしくお願いします。 

 この質問では、地域で訓練ができるという人に対して、どちらともいえないという人も約

半数をしめたことから、①避難所運営側がもう少し経験（訓練）を積まなければ、地域住民

を巻き込むことは難しいということが分かりました。 
 中には、地域で訓練する時に、②災害対策課が訓練指導してほしいという意見もあり、そ

の時は少し手法を変えて、③一つの事例（イベントカードなど）に対して深く考えるような

訓練形態にすることも、非常に効果がありそうだと感じました。 


