
 
 

 

 

 

平成２４年８月２７日 

内閣府（防災担当） 

 

 

平成２４年度「防災の日」総合防災訓練について 

 

  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、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 

（１）首都直下地震が発生した場合を想定し、内閣総理大臣を始めとする全閣

僚の参加の下、地震災害応急対策の実施体制の確保、首都中枢機能の確保

等を図る訓練を行う。 

    具体的には、官邸において緊急災害対策本部会議（本部長：内閣総理大

臣、副本部長：防災担当大臣、内閣官房長官）の訓練を行うとともに、

総理会見及び防災担当大臣会見の訓練を実施する。 

また、各府省庁において業務継続計画に基づく非常時優先業務の実効性

を検証する要員の徒歩参集訓練等を実施する。 

 

（２）訓練の概要 

実施日 ９月１日（土） 

場所 官邸 

想定 

首都直下地震 

○ 発生日時   ９月１日（土）７時００分 

○ 震源地    東京湾北部 

○ 地震規模   マグニチュード７．３ 

○ 最大震度   震度６強 

（埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県）

 

（３）当日の予定 

8:15～8:45 

 

第１回緊急災害対策本部会議（会議冒頭公開） 

               （官邸 4F 大会議室）

記者発表資料 



 

 

8:50～8:55  

8:55～9:00  

 

9:05～9:30 

 

内閣総理大臣会見（公開）  （官邸 1F 記者会見室）

防災担当大臣会見（公開）  （官邸 1F 記者会見室）

 

第２回緊急災害対策本部会議  （官邸 4F 大会議室）

                

 

 

２ 政府現地対策本部訓練 

（１）静岡県総合防災訓練と連携して、東海地震が予期・予知なく発生した場

合を想定して、緊急災害現地対策本部設置・運営の実動訓練を実施する。 

   具体的には、静岡県庁内において政府現地対策本部を設置・運営する。 

 

（２）訓練の概要 

実施日 
８月２９日（水）０８時００分～３０日（木）１３時

００分 

場所 立川防災拠点、静岡県庁 

想定 

○ 震源地 静岡県西部 

○ 地震規模 マグニチュード８．０ 

○ 最大震度 震度７ 

○ 家屋倒壊、道路損壊、電気等のライフライン途絶等

を想定 

参加機関等 

内閣官房、内閣府（副大臣、審議官）、警察庁、 

消防庁、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、 

経済産業省、国土交通省、気象庁、海上保安庁、 

防衛省・自衛隊、地方支分部局、静岡県、在日米軍、

ＤＭＡＴ事務局､指定公共機関､ボランティアリエゾン 

 

３ 政府調査団派遣訓練 

首都直下地震を想定した九都県市合同防災訓練の現地会場（神奈川県横浜

市）を内閣総理大臣が視察（調整中）するとともに政府調査団を派遣する（別

紙１）。 

 

４ 広域医療搬送訓練 

  平成２４年８月２４日記者発表資料を御参照ください。 

 



 

５ 取材 

・政府本部運営訓練（官邸）における訓練の取材については、官邸報道室にお

問い合わせください。 

 

・政府現地本部訓練（静岡県庁）における訓練の取材については、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２を参照

してください。 

（３）取材を希望される場合は、８月２８日（火）１２時までに別紙３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。 

 

・政府調査団派遣訓練のうち、国会議事堂での取材については、内閣府防災担

当に、横浜会場での取材については、横浜市にお問い合わせください。 

 

６ その他 

・２政府調査団派遣訓練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＞   

【訓練全般に関すること】 

 内閣府政策統括官（防災担当）付 

参事官（災害緊急事態対処担当）     小宮大一郎 

企画官（災害緊急事態対処担当）     森    毅彦 

災害緊急事態対処担当参事官補佐      須藤  剛 

参事官（災害緊急事態対処担当）付主査 辻   潔 

TEL 03-3501-5695 (直通) 

 

【政府現地対策本部訓練に関すること】 

内閣府政策統括官（防災担当）付 

災害緊急事態対処担当参事官補佐      白岸正太郎 

TEL 03-3501-5695 (直通) 

 



 

【政府調査団派遣訓練に関すること】 

内閣府政策統括官（防災担当）付 

災害緊急事態対処担当参事官補佐      有松 節夫 

参事官（災害緊急事態対処担当）付主査 林  良祐 

TEL 03-3501-5695 (直通) 

 

【広域医療搬送訓練に関すること】 

内閣府政策統括官（防災担当）付 

災害緊急事態対処担当参事官補佐      白岸正太郎 

参事官（災害緊急事態対処担当）付    河井 英隆 

TEL 03-3501-5695 (直通) 

 

【取材に関すること】 

● 政府本部運営訓練（官邸）  

官邸報道室 TEL 03-3581-0101 (代表) 

● 政府調査団派遣訓練 

内閣府政策統括官（防災担当）付 

 災害緊急事態対処担当参事官補佐    有松 節夫 

参事官（災害緊急事態対処担当）付主査 林  良祐 

TEL 03-3501-5695 (直通) 

横浜市消防局緊急対策課 TEL 045-671-2029 

● 広域医療搬送訓練の各県担当課 

護衛艦「いせ」：徳島県医療政策課 TEL 088-621-2732 

高松空港：香川県危機管理課 TEL 087-832-3200 

松山空港：愛媛県医療対策課 TEL 089-912-2384 

高知大学医学部附属病院 

：高知県医療政策・医師確保課 TEL 088-823-9667 

防府北基地：山口県防災危機管理課 TEL 083-933-2360 

大分空港：大分県医療政策課 TEL 097-506-2652 

熊本空港（高遊原分屯地） 

：熊本県知事公室危機管理防災課 TEL 096-333-2115 

新田原基地：宮崎県医療薬務課 TEL 0985-26-7451 

   

 



総理・政府調査団等派遣予定会場（神奈川県横浜市）

９月１日（土）１１：００頃～１２：２０頃（調整中）

訓練会場

訓練会場（横浜市）

閉会式場

耐震バース
（救出救助訓練等）

総理・政府調査団の視察予定

11：00～12：00
○救出・救助訓練の視察等
○ライフライン復旧訓練等
12:00～12:20
○訓練閉会式

別紙１

展示ブース
（ライフライン復

旧訓練等）



別紙２

静岡県庁

政府現地対策本部
（静岡県庁別館７Ｆ）

訓練場所 静岡県庁別館７階

所在 静岡県静岡市追手町９－６

受付

日時･場所

８月３０日（木） 8：15

静岡県庁別館1階ロビー（調整中）

訓練内容

8：30 ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝﾙｰﾑでの本部運営訓練

9：00 政府現地対策本部会議

10：10 合同会議（政府、静岡県）

11:20 政府現地対策本部会議（ＴＶ会議）

留意事項

・政府現地対策本部会議及び政府現地対策本部会議（ＴＶ会議）については、

冒頭のみ取材可といたします。

・ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝﾙｰﾑや本部会議室では、取材ｴﾘｱを明示しますので、その範囲

内で取材をお願いします。

政府現地本部訓練における取材概要について

静岡県庁別館

※別館１Ｆ玄関
ホール集合



 

 

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

平成 24 年度「防災の日」総合防災訓練 

政府現地本部訓練（静岡県庁）の取材事前登録 

 

お申し込み期日：平成 24 年 8 月 28 日（火）12 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 

記者名等（所属、お名前、連絡先など） 

所   属  

取材記者名（代表者）  

代表者連絡先（携帯）  

取材スタッフ名  

取材スタッフ名  

取材スタッフ名  

カメラ撮り あり 
ムービー 

なし 
スチール 

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。 

 

(ファクス返信用紙) 
別紙３ 
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