
 

 

 

 

 

平成２１年８月２６日 

内閣府（防災担当） 

 

平成２１年度「防災の日」総合防災訓練について 

 

1  本年度の政府における総合防災訓練の内容                                    

     各省庁における具体的な災害応急活動を点検し、政府として防災組織体制

の機能の確認や実効性を検証するため、首都直下地震への対応に重点を置い

て、各防災関係機関相互の連携及び防災対応力の向上を図る訓練を以下のと

おり実施する。     

 

 (1)政府本部運営訓練(官邸等) 

首都直下地震を想定し、内閣総理大臣（調整中）を始めとする全閣僚が参

加して、地震災害応急対策の実施体制の確保等を図る訓練を行う。 

   具体的には、「首都直下地震応急対策活動要領」等に基づく訓練として、

官邸において、緊急参集チームの参集・協議、内閣官房長官会見、閣僚協議、

臨時閣議、内閣総理大臣会見、第１回緊急災害対策本部会議､防災担当大臣

会見の一連の訓練を行う。 
また、有明の丘基幹的広域防災拠点施設において、第１回緊急災害現地対

策本部合同会議等の訓練を行う（別紙１）。 

 

(2) 八都県市合同防災訓練と連携した訓練(神奈川県川崎市) 

  ①現地訓練会場である神奈川県川崎市（東扇島基幹的広域防災拠点）に政

府調査団（団長：内閣総理大臣（調整中）)を派遣する（別紙２）。 

  ②自衛隊、警察庁（警察広域緊急援助隊）、消防庁（緊急消防援助隊）及

び海上保安庁等による地震災害応急対策訓練を実施する。 
③災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）が参加し、航空機等による広域医療搬

送訓練を実施する（別紙３）。  
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２  政府本部運営訓練の流れ   

   ＜調整中＞ 

・地震発生日時  9 月 1 日(火)07 時 00 分頃 

・震源地    東京湾北部 

・地震規模      ﾏｸﾞﾆﾁｭｰﾄﾞ 7.3 

・最大震度      ６強 

 

（１）官邸における訓練  

主な訓練項目 時間 実施概要等 
緊急参集チーム協議 
（官邸危機管理ｾﾝﾀｰ本部室） 

07:30～07:45 
 

・政府の対応状況等 
 （非公開） 

内閣官房長官会見 
（官邸 1F 記者会見室） 

07:55～08:00 
 

・政府の対応状況等 
（公開） 

閣僚協議 
臨時閣議 
（官邸危機管理ｾﾝﾀｰ本部室） 

 

08:05～08:25 
 

・ 被害状況の把握、政府対処方針の

決定 
・ 緊急災害対策本部・現地対策本部

の設置 
（非公開） 

内閣総理大臣会見 
（官邸 1F 記者会見室） 
 

08:30～08:35 
 

・ 政府対処方針の決定、緊急災害対

策本部の設置、国民への呼びかけ

（公開） 
第１回緊急災害対策本部

会議 
（官邸 4F 大会議室） 
 

08:40～09:00 
 

・ 内閣総理大臣⇔現地対策本部長

（有明の丘）、川崎市長とのテレ

ビ会議を実施 
（冒頭からテレビ会議終了まで公開） 

 
防災担当大臣会見 
（官邸 1F 記者会見室） 

09:30～09:35 
 

・災害応急対策に関する基本方針等 
（公開） 

                                                                            
（２）有明の丘基幹的広域防災拠点施設における訓練  

主な訓練項目 時間 実施概要等 
川崎市災害対策本部、緊

急災害対策本部とのテレ

ビ会議 
（本部会議室） 

08:35～08:48 
（目途） 

 
 
 

・ 現地対策本部長⇔川崎市長との

テレビ会議を実施 
・ 現地対策本部長⇔内閣総理大臣

とのテレビ会議を実施 
（公開） 

第１回緊急災害現地対策

本部合同会議 
（本部会議室） 

09:00～09:20 
 

・現地対策本部の活動方針の決定 
（会議冒頭公開） 

現地対策本部長会見 
（記者会見場） 

09:30～09:35 
 

・ 現地対策本部の活動方針等 
（公開） 



３ 取材 
・官邸における訓練の取材については、官邸報道室の指示にしたがって下さ

い（TEL：03-3581-0917）。 
・八都県市合同防災訓練（東扇島基幹的広域防災拠点）（別紙２）の取材に 

ついては、川崎市総務局危機管理室の指示にしたがって下さい（TEL： 
044-200-2858）。 

・広域医療搬送訓練（別紙３）の取材については、以下のとおりです。 
 （１）富山空港及び北宇都宮駐屯地のみ取材可能です。 
（２）各訓練会場へ赴き、その後は現地担当職員の指示に従ってください。 

  （３）取材を希望される場合は、８月２８日（金）１５時までに別紙４にて事前

登録をお願いいたします。 

  （４）取材をされる方は、社名入りの腕章を着用してください。 

  （５）日程・スケジュール等は、予定であり、今後変更・中止されること  

がありますので御了承ください。 

  （６）訓練終了後のぶら下がり等の対応はありません。 

・有明の丘基幹的広域防災拠点施設における訓練（別紙１）の取材について 
は、以下のとおりです。 
（１）現地の担当職員の指示に従ってください。 
（２）受付場所、受付時間及び撮影可能エリア等については、別紙１を参 

照して下さい。 

  （３）取材を希望される場合は、８月２８日（金）１５時までに別紙４にて事前

登録をお願いいたします。 

  （４）取材をされる方は、社名入りの腕章を着用してください。 

  （５）日程・スケジュール等は、予定であり、今後変更・中止されること  

がありますので御了承ください。 

  （６）訓練終了後のぶら下がり等の対応はありません。 

 

４ その他 
・政府調査団（１（２）①関係）の行動予定等については、後日発表いたし   
ます。 

＜お問い合わせ先＞   

【訓練に関すること】 
 内閣府政策統括官（防災担当）付 

参事官（災害応急対策担当）  山崎 一樹 
災害応急対策担当参事官補佐   白石 雅寛 

  TEL 03-3501-5695 (直通) 

【取材に関すること】 

災害予防担当参事官補佐  宮川  誠 
同主査  河元 隆利 

 TEL 03-3501-6996 (直通) FAX 03-3581-8933 

   



有明の丘基幹的広域防災拠点施設の位置

本部
会議室 オペレーションルーム

記者控室

男子
トイレ

女子
トイレ

１Ｆ撮影エリア

地図使用承認 （C) 昭文社 第 50 G 031 号

車両出入口

有明の丘基幹的
広域防災拠点施設

取材受付
８時２０分までに受付をしてください

別紙１



９月１日（火）１０：５０頃～１２：１０頃（調整中）

救
出
救
助
等
訓
練

市民参加訓練

政府調査団派遣予定会場（神奈川県川崎市）

別紙２

訓練会場
（東扇島東公園）

「地図使用承認（Ｃ）昭文社第50 Ｇ 031 号」

政府調査団の視察予定
10:50～11:45
○市民参加訓練の視察
○防災関係機関訓練の視察

・激甚被害地域における救出訓練
・物資の緊急輸送訓練等

11:45～12:10
○訓練閉会式等

訓練会場（東扇島東公園）



                           別紙３ 

広域医療搬送実動訓練実施概要 
 

１．訓練目的 

「平成２１年度総合防災訓練大綱」に基づき、首都直下地震を想定した八都県

市合同防災訓練と連携し、広域医療搬送に関する総合的な実動訓練を実施するこ

とで、当該活動に係る組織体制の機能確認と実効性に関する検証を行うとともに、

防災関係機関相互の協力の円滑化に資するものである。 

 

２．訓練日時 

平成２１年９月１日（火） ９時から１７時頃まで 

 

３．訓練会場 【図参照】 

⑴ 被災地内広域搬送拠点 

 厚木基地（神奈川県） 

⑵ 被災地外広域搬送拠点  

富山空港（富山県）、北宇都宮駐屯地（栃木県） 

  

４．訓練参加機関 

  内閣府 厚生労働省 防衛省 消防庁 国土交通省 神奈川県 富山県 

栃木県 川崎市 日本ＤＭＡＴ 関係消防本部 関係医療機関 

 

５．本年度の広域医療搬送実動訓練の特徴 

北陸（富山県）及び北関東（栃木県）を域外拠点とするとともに、神奈川県内

の複数の災害拠点病院から厚木基地へ患者を搬送する「域内搬送」に重点を置き、

被災地内広域搬送拠点における患者受け入れ等の活動について検証を行う。 

 

６．主な訓練実施時間（予定） 【図参照】 

時刻 厚木基地 富山空港 北宇都宮駐屯地 

９：００頃 － ＤＭＡＴ、自衛隊機で厚木基地へ移動

１１：００頃 ＤＭＡＴ到着し、患者受入開始 － 

１３：３０頃 自衛隊機へ患者収容開始 － 

１５：００頃 自衛隊機、富山及び北宇都宮へ出発 － 

１６：００頃 － 自衛隊機到着し、患者を病院へ搬送 



平成２１年度広域医療搬送実動訓練概念図

被災地（神奈川県）

北宇都宮駐屯地

川崎市東扇島

厚木基地
ＳＣＵ２０床程度

富山空港

川崎市災害
拠点病院

神奈川県内

災害拠点病院
患者搬送の流れ

ＤＭＡＴ参集の流れ

想定地震：首都直下地震

非被災地（栃木県）

非被災地（富山県）

別図

神奈川県内

災害拠点病院



 

内閣府政策統括官（防災担当）広報担当行 (FAX 03-3597-9091) 

平成 21 年度「防災の日」総合防災訓練の取材事前登録 

お申し込み期日：平成 21 年 8 月 28 日（金）15 時まで 

１．報道機関名：                                

２．取材代表者氏名及び連絡先：                         
      (急な中止、変更があり得ますので、連絡先は携帯番号をお願いします。) 

３．取材記者名等 

訓練実施場所 記者名等（所属、お名前、連絡先など） 

所   属  

取材記者名  

連絡先（携帯）  

ムービー 
カメラ撮り あり 

スチール 
なし 

有明の丘基幹的

広域防災拠点施

設における訓練

の取材 

 

取材車両ナンバー  

所   属  

取材記者名  

連絡先（携帯）  

ムービー 
カメラ撮り あり 

スチール 
なし 

広域医療搬送 

訓練の取材 

 

注 4（富山空港・

北宇都宮駐屯

地） 

取材車両ナンバー  

 

注１：警備の都合上、取材者全員について登録をお願いします。（フルネームでお願いします。） 

注２：カメラ撮り取材の別（あり・なし）に○を付けてください。また、「カメラ撮り」を行う場合は、

ムービー・スチールの区別に○を付けてください。 

注３：警備の都合上、取材の際には、必ず全員自社の腕章を着けてください。 

注４：広域医療搬送訓練の取材に参加する場合は、（・富山空港・北宇都宮駐屯地）のいずれかに丸を付

けてください。 

 

(ファクス返信用紙) 別紙４ 



（ 参 考 資 料 ）

１．総 合 防 災 訓 練 の 実 績

○平成２１年度の訓練は、昭和４６年度の「震災対策通信訓練」開始
以降３９回目

２．訓 練 参 加 人 員 等 に つ い て

○ 全国における防災週間中（８月３０日～９月５日）の防災訓練
参加人員（概数）

４７都道府県・・・・・・・・・・・・・ ２，１１９千人

(1) 防災週間中（９月１日を除く ）の参加人員。

４５都道府県・・・・・・・・・・ ・・・１，３２４千人

(2) 防災の日（９月１日）

３１都道府県・・・・・・・・・・・・・・・ ７９５千人
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