
仕 様 書 

１ 業務名 

令和元年度避難場所運営研修運営等業務 

２ 業務の目的 

本研修は、区職員、学校職員及び地域住民の３者（以下、「受講者」という。）を対象

に、指定避難所である市立小中学校を会場として、災害時における避難所の開設、的確な

初動対応と基本的な行動の確認を行い、受講者の防災意識と災害対応力の向上を図ること

を目的とする。 

３ 実施日及び会場 

  市立小中学校（30校）を会場とし、実施校の夏期休暇及び冬期休暇中に実施する。 

  なお、実施日及び会場については委託者より資料５「令和元年度避難場所運営研修実施 

校一覧」を確認すること。 

４ 業務内容 

 （１) 避難場所運営研修の進行管理 

    研修開始から終了までの進行管理を行うこと。 

 （２）受講者の出欠確認 

    委託者が示す様式１「受講者確認表」へ、実施校ごとの受講人数及び見学人数を取 

りまとめること。 

 （３）各カリキュラムへの対応 

    受託者は資料１「令和元年度避難場所運営研修実施計画」、資料２「令和元年度避 

難場所運営研修実施要領」及び以下に示す内容に基づき、受講者に対しカリキュラム 

毎の対応をすること。 

   ア 学校施設の見学 

     「暗証番号キーボックス」、「受水槽」、「備蓄庫・備蓄物資」及び「太陽光電源 

板」の見学及び使用方法等の説明を受講者に対して行うこと。 

    また、（公財）日本公衆電話会が設置している特設公衆電話の説明を同会から行う 

ため、その時間等の調整を行うこと。 

なお、特設公衆電話にかかる資料一式については、全て同会が用意する。 

   イ 防災行政無線の取扱方法 

  受講者に対し、防災行政無線の取扱方法の説明を、資料３「防災行政無線の取扱 

方法」に基づき行うこと。 

 また、区職員及び地域住民の各１名を選抜し、通信訓練及び試験をそれぞれに実 

施させること。 

   ウ 避難所運営ゲーム（ＨＵＧ）の実施 

    （ア）班編成について 

       原則４班編制８人体制で進行し、必要に応じて班員等を増減させるなど、実 

施校ごとに対応すること。 



（イ）講師及び各班の進行役について 

       全て受託者において行い、講師は委託者から別途示す資料に基づき、避難所 

運営ゲームの進め方や様式２「イベント対応シート」及び様式３「避難所ルー 

ル」の記載方法等を受講者に説明すること。 

 各班の進行役はＨＵＧカードの読み上げや受講者からの質問に対応すると。 

    （ウ）講評について 

       講師は、各班が作成した様式３「避難所ルール」をそれぞれに発表させ、そ 

の講評を行うこと。 

 （４）参加者間での意見交換 

    避難所運営ゲームの班編成の状態で、様式４「意見交換シート」に基づき、参加者 

間で意見交換を行わせること。 

 また、その際の進行は、避難所運営ゲームで各班の進行役を務めた者が行うこと。 

 （５）アンケートについて 

    受講者に対し、様式５「アンケート（市職員用）」、様式６「アンケート（教職員 

用）」、様式７「アンケート（地域住民用）」の記入を依頼し、回収すること。 

 （６）会場の設営及び撤収について 

研修開始の前に研修会場内の設営、机上への資料配布を行うこと。 

また、設営にあたっては、実施校から提供を受けた長机・椅子の配置、映像資機材 

等の設定を行うこと。 

 （７）その他 

    委託者から研修カリキュラムの変更等がある場合は、その内容を踏まえて対応する

こと。 

５ 提供資料 

 （１）資料１「令和元年度避難場所運営研修実施計画」（PDF形式） 

 （２）資料２「令和元年度避難場所運営研修実施要領」（PDF形式） 

 （３）資料３「防災行政無線の取扱方法」（Word 形式） 

 （４）資料４「学校平面図」及び「敷地図」（PDF又は DocuWorks 形式） 

 （５）資料５「令和元年度避難場所運営研修実施校一覧」（Excel 形式） 

 （６）資料６「避難場所運営ゲーム（ＨＵＧ）説明用資料」（PowerPoint 形式） 

（７）様式１「受講者確認表」（Excel 形式） 

 （８）様式２「イベント対応シート」（Word 形式） 

 （９）様式３「避難所ルール」（Word 形式） 

 （10）様式４「意見交換シート」 

 （11）様式５「アンケート（市職員用）」（Word 形式） 

 （12）様式６「アンケート（教職員用）」（Word 形式） 

 （13）様式７「アンケート（地域住民用）」（Word 形式） 

 （14）ＨＵＧカード 15セット 



６ 成果品 

夏期研修終了時及び冬期研修終了時に次の資料等を実施校ごとに取りまとめ、成果品と 

して委託者に提出すること。 

（１）様式１「受講者確認表」 

（２）様式２「イベント対応シート」 

（３）様式３「避難所ルール」 

（４）実施校ごとに撮影した写真（４枚）及び撮影したデータ一式 

（５）実施校ごとに回収したアンケート原本（様式４～６） 

（６）アンケート集計結果 

   夏期実施分、冬期間実施分及び夏期・冬期実施分統合版の３点 

   なお、データ形式はexcel 又は word とする。 

（７）その他委託者が別途示すもの。 

７ 履行期間 

  契約締結日から令和２年２月28日（金）まで 

８ 支払方法 

  業務完了検査の合格後、一括で支払うものとする。 

９ その他 

 （１）この仕様の細部については、委託者と十分に打合せを行うこと。 

（２）本業務を行うにあたって知り得た情報等の取扱いに十分留意するとともに、その一 

の情報を漏らさないこと。 

 （３）その他、本契約履行にあたり疑義が生じた場合は、委託者と協議を行うこと。 

（４）受託者は研修に関する改善事項等の申し入れが委託者からあった場合は、適宜対応 

すること。 

（５）本業務の履行にあたっては、環境負荷の低減に努めること。 

10 業務担当者 

  札幌市危機管理対策室危機管理対策部危機管理対策課 林・金山 

  札幌市中央区北１条西２丁目 ℡211-3062/Fax218-5115 



令和元年度避難場所運営研修実施計画

危機管理対策室 

１ 目的 

  本研修は、基幹避難所である市立小中学校を会場に、区職員、学校職員及び地域住民の

３者を対象とし、施設確認や区職員及び学校職員による情報交換のほか、防災行政無線の

取扱い及び避難所運営ゲーム（ＨＵＧ）等を実施し、災害時の避難場所開設の的確な初動

対応と基本的行動の確認を行い、受講者の防災意識と災害対応能力向上を図ることを目的

とする。 

２ 実施回数 

年 30回（各区３回） 

３ 実施校及び実施日 

 （１）実施校 

区 小学校 中学校 

中央区 大倉山 伏見 啓明 

北 区 白楊 幌北 新琴似 

東 区 栄東 栄西 真栄 

白石区 菊水 上白石 米里 

厚別区 もみじの丘 もみじの森 厚別南 

豊平区 豊平 月寒 羊丘 

清田区 北野台 平岡南 北野 

南 区 南の沢 藻岩南 藻岩 

西 区 手稲宮丘 西野 手稲東 

手稲区 前田北 稲穂 稲積 

 （２）実施日 

    実施校の夏期及び冬期休暇中に行う。 

    ＜参考＞小中学校における令和元年夏期及び冬期休暇 

    【小学校】 

    ・夏期休暇 令和元年７月26日（金） ～ 令和元年８月19日（月） 

    ・冬期休暇 令和元年12月 26日（木） ～ 令和２年１月19日（日） 

    【中学校】 

    ・夏期休暇 令和元年７月26日（金） ～ 令和元年８月25日（日） 

    ・冬期休暇 令和元年12月 26日（木） ～ 令和２年１月13日（月） 
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４ 研修対象者 

（１）各区役所の避難所班等の職員     ８        名程度 

（２）研修実施校の学校職員（用務員含む） ６ 名程度 

（３）地域住民               12    名程度   

 計 26 名程度 

５ 研修内容 

各カリキュラムの実施時間及び参加者は下表のとおりとする。 

NO. 項  目 時間 参 加 者 

１
札幌市の防災体制及び避難所の開

設・運営の基本的な考え方 
10分 区職員、学校職員、地域住民 

２
暗証番号キーボックス、受水槽や備

蓄物資等の学校施設の確認 
30分 区職員、学校職員、地域住民 

３ 防災行政無線の取扱方法の説明 10分 区職員、学校職員、地域住民 

４ 避難所運営ゲーム（ＨＵＧ） 80分 区職員、学校職員、地域住民 

５ 参加者間での意見交換 20分 区職員、学校職員、地域住民 

６ その他 

（１）本研修の詳細については、「令和元年度避難場所運営研修実施要領」のとおりとす 

る。 

（２）実施校との調整や参加者等との調整は危機管理対策室が中心となり、それぞれを所 

管する各部署と調整を図る。 

（３）地域等から本研修に係る変更等の要望がある場合は、その実情に応じ、参加予定の 

３者（職員、学校職員及び地域住民）がより効果的に防災意識と災害対応能力向上を 

図ることが出来る内容に変更する。 

（４）その他必要事項等がある場合は、その都度修正及び連絡を行うこととする。 



令和元年度避難場所運営研修実施要領

危機管理対策室 

１ 研修内容 

 （１）札幌市の防災体制等について（10分） 

    危機管理対策室又は委託業者より、札幌市の防災体制に係る座学による講義を聴講 

し、本市の非常配備体制などの理解を深める。 

 （２）暗証番号キーボックス、受水槽などの確認（30分） 

    受講者は研修講師の案内に従い、以下の施設の確認を行う。 

   ア 暗証番号キーボックス 

   イ 受水槽 

   ウ 備蓄庫及び備蓄物資 

   エ 太陽光電源板（設置校に限る） 

（３）防災行政無線の取扱方法の説明（10分） 

   受講者は研修講師の案内に従い、実施校職員室に設置している防災行政無線の取扱 

方法の説明を受ける。 

 また、区職員及び地域住民は、それぞれを代表して１名～２名に区役所と危機管理 

対策室無線統制室との通信訓練を行う。 

【通信訓練の概要】 

別紙「防災行政無線の取扱方法」により訓練を行う。 

ア それぞれの区役所の防災行政無線との通信訓練 

イ 市役所12階危機管理対策室無線統制室との緊急通報による通信訓練 

 （４）避難所運営ゲーム（ＨＵＧ）（80分） 

    受講者は研修講師又は各班の進行役の指示に従い、研修を行うこと。 

   ア グループ編成 

     「札幌市の防災体制等について」を受講した際の席次でＨＵＧを行うこと。 

     途中参加や途中退席により人数が変更となった場合は、研修講師又は各班の進行 

役に従い座席移動への協力をお願いします。 

   イ ＨＵＧの進行 

     ＨＵＧの進行は全て各班進行役（委託業者）が行います。進行に際しての指示に 

従い、ＨＵＧを行ってください。 

資料２



ウ ＨＵＧを進めるにあたって 

  ＨＵＧカードに記されている避難所で想定される様々な事象への対応につ 

いて、各班の参加者同士で意見を出し合い、話し合いながら適切な対応を検討 

していきます。 

     エ 意見の取りまとめ 

       各班の進行役から取りまとめ役として氏名された受講者は、別紙「避難所ル 

ール」に班内ででた意見を取りまとめてください。 

ＨＵＧ終了後、本意見を発表いただき、講師からの講評と助言を行います。 

   （４）意見交換会（20分）  

      ＨＵＧの班編成の状態で、各班の受講者間で別紙「意見交換シート」に基づい 

た意見交換を行います。 

 なお、進行については、各班の進行役が行います。指示に従ってください。 

   （５）アンケート 

      研修終了後に行います。 

必ず、研修講師又は各班の進行役まで提出してください。 

２ 留意事項 

 （１）避難場所運営マニュアルについて 

    必要に応じて受講者単位で印刷し持参してください。 

（２）集合場所等について 

   研修当日は、実施校ごとに集合する場所が異なります。通知等での確認をお願いい 

たします。 

 （３）持参物について 

    筆記用具、職場のネームプレート、防寒具（冬期実施校のみ） 

    ※上履きについては、学校のスリッパを借りることができます。 

（４）その他 

   研修受講に伴う交通費（ＳＡＰＩＣＡ等）は、所属で受領してください。 



資料３

防災行政無線取扱方法 

１ 操作方法 

⑴ 通信前の確認事項 

① 「表示部」にアンテナマークの確認 

② 電源が入っているかの確認 

    ※電源ボタンを約２秒長押しすると、電源の「入・切」ができます。 

⑵ 個別通信の操作方法 

ア 相手を呼び出すとき 

   ① 「テンキー」で相手の番号を入力 

   ② 「採用」ボタンを押す 

     ※呼び出し音が鳴り、相手が出たら、通話可能です 

③ 通話終了後は、「電源」ボタンを押し、終了します。 

イ 相手から呼び出された場合 

   ① 呼出音（ピィ・ピィ・ピィ・・・・）が鳴ります。 

   ② 採用ボタンを押し、通話をします。 

ウ 緊急連絡が必要なとき 

   「緊急」ボタンを３秒間長押しすると、「緊急受付が完了しました」と、 

   表示されますので、市役所本庁舎にある無線統制室より連絡を待ちます。 

表示部

採 用

ボタン

緊 急

ボタン

電 源

ボタン



２ 交信要領 

⑴ 無線通信開始の連絡 

  防災行政無線を使用して、区役所の防災行政無線と通信します。

区役所 無線機番号 呼出し名称 区役所 無線機番号 呼出し名称 

中央 ０６０ ちゅうおうくやくしょ３ 豊平 ０７５ とよひらくやくしょ３

北 ０６３ きたくやくしょ３ 清田 ０７８ きよたくやくしょ３

東 ０６６ ひがしくやくしょ３ 南 ０８１ みなみくやくしょ３

白石 ０６９ しろいしくやくしょ３ 西 ０８４ にしくやくしょ３

厚別 ０７２ あつべつくやくしょ３ 手稲 ０８７ ていねくやくしょ３

呼 出 (各小・中学校) 応 答 (区役所) 

操作：区役所の無線機番号 ⇒ 採用ボタン 「○○区役所総務企画課です。」

「こちらは○○学校防災行政無線です。ただい

まから情報連絡訓練を実施しますので対応を

お願いします。」

「了解しました。」

「こちらの感度はいかがでしょうか」
「感度良好です。こちらの感度はいかがでしょ

うか」

「そちらも感度良好です。以上で試験を終わり

ます。」

⑵ 緊急通報による通信 

  防災行政無線を使用して、市役所本庁舎１２階にある無線統制室の統制台と通信します。

呼 出 (各小・中学校) 応 答 (無線統制室) 

操作：緊急ボタンを長押し（2秒程度） ※ 応答はありません

緊急ボタンの通信は、統制台に緊急の通報として登録され、統制台から折り返しの通信を受

信します。

呼 出 (無線統制室) 応 答 (各小・中学校) 

無線統制室からの呼出 操作：防災行政無線の着信音 ⇒採用ボタン

「こちらは、無線統制台１００番です。緊急の

通報を受信しましたので折り返しの通信を実

施しました。要件をどうぞ。」

「こちらは○○学校防災行政無線です。ただい

ま緊急通報の通話試験を実施しました。こちら

の感度はいかがでしょうか。」

「感度良好です。こちらの感度はいかがでしょ

うか。」

「そちらも感度良好です。以上で試験を終わり

ます。」



３ 携帯用アンテナへの変更方法 

通常時接続されているアンテナを携帯用に変更することで、外部に持ち出し通信することが

できます。 

※携帯用アンテナに変更した場合の交信は、建物などの影響を受けやすく、繋がりにくい場合

があるので、窓際や開けた場所に移動して交信を行ってください。 

通常時の状態 

通常時は、右写真のように外部アンテナが接続されています。 

非常時等に外部に持ち出して運用する場合は付属のヘリカルアンテナ

（下記写真）を取付けて使用します。 

携帯用 ヘリカルアンテナ(無線説明書と一緒に保管) 

アンテナ変更方法 

①左に回してケーブルを 

取り外す。 

②左に回してコネクタを 

取り外す。 

③右に回してアンテナを

取り付ける。 

④取付完成 

（電波状態の悪い場所では、圏外表示となり使用できない場合があります。） 
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令和元年度避難場所運営研修実施校一覧 資料５

実施日 時間 危機管理 地域安全 区職員 教職員 地域住民 見学

1 大倉山小学校 １月１４日（火） ９:３０～１２:００ ３階 多目的室

2 伏見小学校 １月１６日（木） ９:３０～１２:００ ２階 なかよしルーム

3 啓明中学校 7月30日（火） ９:３０～１２:００ ２階 多目的室２

4 白楊小学校 ８月９日（金） ９:３０～１２:００ ２階 視聴覚室

5 幌北小学校 ８月２日（金） ９:３０～１２:００ ３階 ふれあいルーム

6 新琴似中学校 ７月２９日（月） １４:００～１６:３０ ３階 ＬＬ教室

7 栄東小学校 １２月２６日（木） ９:３０～１２:００ ３階 はんのきルーム

8 栄西小学校 ８月１６日（金） ９:３０～１２:００ １階 コンピュータ室

9 東栄中学校 １２月２６日（木） １４:００～１６:３０ ３階 多目的室

10 菊水小学校 １月９日（木） ９:３０～１２:００ ４階 視聴覚室

11 上白石小学校 ７月２９日（月） ９:３０～１２:００ ４階 多目的室

12 米里中学校 １月７日（火） ９:３０～１２:００ １階 多目的室

13 もみじの丘小学校 ８月１日（木） １４:００～１６:３０ ３階 音楽室

14 もみじの森小学校 ７月２６日（金） １４:００～１６:３０ １階 理科室

15 厚別南中学校 ８月２１日（水） １４:００～１６:３０ ２階 多目的室

16 豊平小学校 １月１７日（金） １４:００～１６:３０ ３階 視聴覚室

17 月寒小学校 ８月１９日（月） ９:３０～１２:００ 確認中

18 羊丘中学校 １月１０日（金） ９:３０～１２:００ ２階 多目的室

19 北野台小学校 ８月５日（月） １４:００～１６:３０ ２階 フリールーム

20 平岡南小学校 １月９日（木） １４:００～１６:３０ １階 しらかばホール

21 北野中学校 ８月２３日（金） ９:３０～１２:００ ３階 視聴覚室

22 南の沢小学校 １月１５日（水） ９:３０～１２:００ ３階 第２音楽室

23 藻岩南小学校 １月８日（水） ９:３０～１２:００ ３階 視聴覚室

24 藻岩中学校 ７月２６日（金） ９:３０～１２:００ ３階 西多目的室

25 手稲宮丘小学校 ８月１日（木） ９:３０～１２:００ ２階 視聴覚室

26 西野小学校 ８月２日（金） １４:００～１６:３０ ２階 会議室

27 手稲東中学校 １月７日（火） １４:００～１６:３０ ２階 視聴覚室

28 前田北小学校 １月１４日（火） １４:００～１６:３０ ３階 ランチルーム

29 稲穂小学校 １月１７日（金） ９:３０～１２:００ ２階 視聴覚室

30 稲積中学校 ８月２２日（木） ９:３０～１２:００ ２階 会議室
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西区
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清田区

白石区

厚別区

北区

東区

実施校

中央区

日本公衆電
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NO. 区
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集合場所


