
 

                                                     平成 27 年 8 月 26 日 

                        南海トラフ巨大地震対策中部ブロック協議会 

 

南海トラフ巨大地震に備えて、 

「広域連携防災訓練」を実施します！ 

 

１．概要 

南海トラフ巨大地震等の広域かつ甚大な被害が予想される大規模災害に備え、南海トラフ巨

大地震対策中部ブロック協議会（内閣府、南海トラフ地震対策中部圏戦略会議、東海四県三市

防災・危機管理に関する連絡会議）が相互に緊密かつ有機的に連携、協力し、総合的な防災訓

練を実施します。 

今回の訓練のポイントは、以下の３つです。 

①ＤＭＡＴと連携した救助・救命訓練（名古屋港会場） 

②各関係機関との情報伝達訓練（ＴＶテレビ会議） 

③道路啓開・航路啓開・排水オペレーションが一体となった総合啓開の実施 

※この訓練は、中部圏地震防災基本戦略の優先的に取り組む連携課題「10.関係機関相互の連携によ

る防災訓練の実施」に該当します。（別紙１参照） 

  

２．日時 

平成 27 年 8 月 30 日（日）午前 8 時 30 分から午前 11 時 30 分まで 

なお、訓練は下記の会場のほか、各県市等が実施する訓練と連携して行います。 

○中部地方整備局災害対策本部：午前 8 時 30 分～ 

○名古屋港 ：午前 9 時 30 分～ 

○松陰東排水機場 ：午前 9 時 00 分～ 

○河川環境楽園 ：午前 9 時 00 分～ 

 

３．想定 
◆南海トラフ巨大地震  

○平成 24 年 8 月 29 日に、内閣府が公表した最大クラスの想定震源域及び想定波源域 

○地震の規模 

・震度分布：マグニチュード９．０  ・津波：マグニチュード９．１ 

   ○発災 

    ・平成 27 年 8 月 29 日 午前 8 時 30 分（訓練は発災直後及び発災 24 時間後として実施） 

 

裏面もご覧ください 



 

 

４．配布先 
中部地方整備局記者クラブ、岐阜県政記者クラブ、静岡県政記者クラブ、三重県政記者クラ

ブ、三重第二県政記者クラブ、飯田市記者クラブ、港湾新聞社、港湾空港タイムス、日本海事

新聞、海事プレス 

 

５．取材要領 

別紙２により FAX にて「中部地方整備局企画部防災課」あて 8 月 28 日(金)12 時までに送

付して頂き、事前登録にご協力をお願い致します。なお、事前登録がない場合でも当日の

取材受付は可能です。 

  

６．添付資料 

資料 1 南海トラフ巨大地震対策中部ブロック協議会広域連携防災訓練概要 

資料 2 南海トラフ巨大地震対策中部ブロック協議会広域連携防災訓練実施要領 

資料 3 中部圏戦略会議構成機関等による広域連携実動訓練 概要 

【訓練会場】 

資料 3-1 災害対策本部室 

資料 3-2 名古屋港 

資料 3-3 松陰排水機場 

資料 3-4 河川環境楽園 

参考 各県等の記者発表資料（愛知県、静岡県、岐阜県、名古屋市、飯田市）を添付し

ております） 

 

７．問合せ先 

   （訓練全体に関すること） 

    中部地方整備局 企画部 防災課 052-953-8357 （担当 國村、伊知地） 

 （名古屋港会場に関すること） 

    中部地方整備局 港湾空港部 港湾空港防災・危機管理課 

    052-209-6328 （担当 恩田、塚本） 

 



別紙１



 

 

中部地方整備局 企画部 防災課 小川あて 

（ＦＡＸ：０５２－９５３－８３６２） 

８月２８日（金）１２：００まで 

 

中部圏戦略会議構成機関等による広域連携実動訓練 

 

取材登録票 

 

取材訓練 社名 記者氏名 

記者を除くカ

メラマン・スタ

ッフ等の人数 

連絡先 

(TEL) 

中部地方整備局  

3F災害対策室 

    

実動訓練 

 

□名古屋港 

□松陰東排水機場 

□河川環境楽園 

    

 

【当日の取材について】 

・名刺または身分証の提示をお願いします。なお取材中は、自社腕章を着帯ください。 

・中部地方整備局災害対策室（3 階）訓練の当日の受付は、7:45～9:00 に合同庁舎第 2 号館

（名古屋市中区三の丸 2－5－1）東側入口守衛室前にて行います。 

・実動訓練の受付は、資料３－１～３－３に示す場所にて行います。 

・訓練実施の都合上、取材エリアを制限させていただく場合があります。 

別紙２ 



名古屋港 【大規模な広域防災拠点】

・被災状況・対応状況に関する情報伝達
・通信の確保
・映像共有訓練（ヘリテレ情報の共有（受信・配信））
・リエゾン・TEC-FORCE派遣
・大規模な広域防災拠点機能の検証
・道路啓開・航路啓開・排水オペレーション計画の検証・
連携確認

・大学とのTV会議
・関係機関との情報伝達訓練 など

・関係機関との情報伝達訓練
・大学とのＴＶ会議

名古屋空港
【大規模な広域防災拠点】

大学・外部機関

中部地方整備局 災害対策本部

実動訓練箇所

対策本部等

※

・TEC-FORCE派遣 など

南海トラフ巨大地震対策中部ブロック協議会広域連携防災訓練
（各県市、防災関係機関等における広域連携実動訓練） 概要

日 時：平成27年8月30日（日）
想定地震：南海トラフ巨大地震
震度分布：地震：マグニチュード９．０

津波：マグニチュード９．１

南海トラフ地震の想定は、平成２４年８月２９日内閣府公表資料に基づく

三重県（四日市港）

・道路啓開との連携
・港湾施設点検・航路啓開・臨港道路啓開
・通信訓練・TEC-FORCE派遣報告 など

※ 南海トラフ巨大地震対策中部ブロック協議会広域連携防災訓練とは、平成27年度総合防災訓練大綱における
「地域ブロック広域訓練」と「静岡県総合防災訓練」、「東海地域広域連携防災訓練」を同時に実施するものです。

・濃尾平野の道路啓開・排水オペレーションなど

三重県 （松蔭東排水機場）

河川環境楽園 【広域防災拠点】

・広域支援本部の設置
・広域支援部隊の集結・出動
・他地整TEC-FORCEの受け入れ
・通信訓練（ＴＶ会議報告） など

・防災ヘリによる被災状況調査
・港湾施設点検・緊急物資海上輸送
・河川巡視 ・道路啓開・TEC派遣報告・通信訓練

愛知県
（三河港・豊橋市総合公園）

静岡県
（焼津市（大井川防災広場））

・道路啓開・排水オペレーション
・通信訓練
・リエゾン派遣
・交通対策訓練 など

静岡県
（焼津市（静浜基地））

・防災ヘリによる給油訓練及び、
緊急離発着訓練 など

静岡県
（焼津市（大井川港））

・航路啓開の支援
・救出救助訓練・消火訓練
・TEC-FORCE派遣
・防災ヘリによる被災状況調査

など

静岡県
（東名 建設中大井川焼津藤枝ｽﾏｰﾄIC）

・ 広域支援部隊の集結・出動
・他地整TEC-FORCEの受け入れ など

岐阜県

・リエゾン派遣

大垣防災ステーション

・災害対策車両の出動
・通信訓練 など

岐阜大学

・本部とのTV会議

・DMATの受け入れ
・海上での漂流者捜索・救助
・要救助者の搬送（ヘリ・船舶）
・港湾施設点検・航路啓開
・流出油防除 ・通信訓練 など

三重大学

・本部とのTV会議

・TEC-FORCE派遣
・通信訓練 など

長野県
（飯田市との訓練連携） ・道路啓開

・リエゾン派遣
・指揮所ﾘｴｿﾞﾝからのＴＶ会議
・通信訓練 など

静岡県 （藤枝市）

資料１



 
 

南海トラフ巨大地震対策中部ブロック協議会 

広域連携防災訓練 
 

実施要領 

 

１．目的 

南海トラフ巨大地震を想定した広域かつ甚大な被害が予想される大規模災害に備え、南海トラフ巨

大地震対策中部ブロック協議会を構成する内閣府、東海四県三市防災・危機管理に関する連絡会議と、

南海トラフ地震対策中部圏戦略会議が相互に緊密かつ有機的な連携、協力の下、各機関の防災対策の

役割の確認のため、総合的な防災訓練を実施する。 

今回、中部圏の自治体、中部圏戦略会議構成機関等による実動訓練を通じて、国と自治体、防災関

係機関等との連携体制の検証や広域連携体制の強化を図る。 

 

２．日 時 

 平成２７年 ８月３０日（日）午前８時３０分から１１時３０分まで 

 

３．主 催 

 南海トラフ巨大地震対策中部ブロック協議会 

 

４．訓練参加機関 

 内閣府、東海四県三市防災・危機管理に関する連絡会議（岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、名古屋

市、静岡市、浜松市）、長野県、滋賀県、南海トラフ地震対策中部圏戦略会議構成団体等 

 

５．訓練想定 

（１） 発災日時  

平成２７年８月２９日 午前８時３０分 

（２） 災害名  

南海トラフ巨大地震 

（３） 想定震源域及び想定津波波源域 

平成２４年８月２９日に、内閣府が公表した最大クラスの想定震源域及び想定波源域 

（４） 地震の規模 

ア 震度分布：マグニチュード９．０ 

イ 津  波：マグニチュード９．１ 

（５） 震度分布、津波高、津波到達時間及び浸水域 

平成２４年３月３１日に、内閣府が公表した震度分布及び津波高の公表時の規模と同じ 

（６） 被害想定 

平成２４年８月２９日、平成２５年３月１８日に、内閣府が公表した建物被害、人的被害、

インフラ被害の数値を基本に各訓練実施機関において、独自に設定した数値。 

７．訓練内容（発災直後及び２４時間後） 

各県市、防災関係機関等における広域連携実動訓練 

① 各県市総合防災訓練 

各県市で予定している会場で、それぞれ計画しているテーマに沿って、住民、自治体、関係

機関が連携した実動訓練を実施する。 

資料２



 
 

② 中部圏戦略会議訓練 

南海トラフ巨大地震が発生したとの想定で、中部圏戦略会議構成員との広域連携訓練、「中

部圏地震防災基本戦略」に位置付けている広域防災拠点の機能検証、道路啓開・航路啓開や津

波浸水による排水オペレーション計画の検証など連携課題の検証や各県の実働訓練との連携

を通して、国と構成各県市の災害対策要員のスキルアップを図り、国と構成各県市との連携強

化を始めとする国・地域の災害対応力の底上げを図る。 

１） 名古屋飛行場 

防災ヘリコプターによる広域支援 

２） 名古屋港ガーデン埠頭、三河港、大井川港、四日市港 

漂流者の捜索と救助、被害状況の把握、海上航路啓開、緊急物資輸送、船舶による油

回収 等 

３） 濃尾平野 

濃尾平野の道路啓開・排水オペレーション計画連携の検証のための部隊の派遣 

４） 河川環境楽園（岐阜県各務原市）・大垣河川防災ステーション 

広域支援基地の設置、広域支援部隊の配備・出動 

※上記①、②ともに、それぞれの訓練会場と中部地方整備局災害対策本部とを通信ネットワ

ークで繋ぐ情報収集・伝達訓練を行う。 

 

８．訓練におけるテーマ 

「中部圏地震防災基本戦略」に盛り込まれた広域防災拠点の機能検証、航路啓開、排水及び道路

啓開オペレーション計画の検証、各機関が連携した救出・救助訓練などを行うことにより、広域連

携体制の強化を図る。 

 

９．訓練中止について 

（１） 関係県市災害対策本部が設置・継続している場合、もしくは中部地方整備局災害対策本部が警

戒体制以上の場合 

（２） 東海地震注意情報の発表があった場合 

（３） 海上訓練が中止となる場合（中止基準） 

・関係県内のいずれかに津波警報・津波注意報が発表されている場合 

・風速１２ｍ／ｓ以上の場合 

・視界が１，０００ｍ以下となった場合 

・波高が１ｍ以上となった場合 

・潮流が１ノット以上となった場合 

中止の判断は当日午前６時までに行うものとする。 



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　南海トラフ巨大地震対策中部ブロック協議会広域連携防災訓練（概要）

名古屋飛行場（大規模な広域防災拠点）
航空自衛隊　静浜基地

名古屋港
（大規模な広域防災拠点）

濃尾平野の
道路啓開オペレーション

排水オペレーション（松陰東排水機場）

河川環境楽園（広域防災拠点）及び
大垣河川防災ステーション

検証内容 ・大規模な広域防災拠点機能の検証
・大規模な広域防災拠点機能の確認
・航路啓開

・道路啓開・排水オペレーション連携確認
・広域支援部隊の一次集結・ベースキャンプ
機能検証
・緊急支援物資の中継・分配機能検証

8月29日

8月30日

8:30

8月30日

9:00

12:00

実働訓練
想定時間

訓練項目（概要）

中部地方整備局
訓練本部

11:29

11:30

○本部長指示

○初動指示 第１回本部会議

○海上での漂流者捜索・救助

○要救助者の搬送（ヘリ・船舶）

○港湾施設点検

○航路啓開

○DMATの受け入れ

○流出油防除

○通信の確保

【河川環境楽園】

○広域支援本部の設置

○広域支援部隊の集結・出動

○他地整TEC-FORCEの受け入れ

○通信の確保

【大垣河川防災ステーション】

○災害対策車両の出動

○通信の確保

訓 練 終 了

地 震 発 生 （地震：マグニチュード９．０ 、津波：マグニチュード９．１）

○第３回 本部会議

被災状況・対応状況に関する情報伝達

・リエゾン、ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ派遣

・大規模な広域防災拠点機能の検証

・道路啓開・航路啓開・排水オペレーション計画の検

証・連携確認

・大学とのTV会議

・関係機関との情報伝達訓練

・映像共有訓練（ヘリテレ情報の共有（受信・配信））

・通信の確保

○濃尾平野の道路啓開・排水オペレー

ション

【名古屋空港】

○ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ派遣

○防災ヘリによる被災状況報告

（河川、道路、港湾各施設）

【静浜基地】

○緊急離発着及び給油訓練

地 震 発 生 （ ２ ４ 時 間 経 過 ・ 津 波 注 意 報 解 除 ）

資料３



長野県訓練会場（飯田市） 岐阜県訓練会場（岐阜県庁）
静岡県訓練会場

（焼津市、藤枝市）
愛知県訓練会場（豊橋市） 三重県訓練会場（四日市港）

検証内容 ・被災地域への広域支援 ・県庁へのリエゾン派遣 ・道路啓開・排水オペレーションの検証
・被災地域への広域支援
・道路啓開オペレーションの検証

・被災地域への広域支援
・道路啓開・航路啓開連携確認

8月29日

8:30

8月30日

９：００

12:00

11:30

11:29

南海トラフ巨大地震対策中部ブロック協議会広域連携防災訓練（概要）

実働訓練
想定時間

訓練項目（概要）

中部地方整備局
訓練本部

実働訓練

○本部長指示

○局長講評

○リエゾン派遣

○通信の確保

○リエゾン派遣

○通信の確保

○TEC-FORCE派遣

○道路啓開との連携

○港湾施設点検

○航路啓開

○通信の確保

○臨港道路啓開

訓 練 終 了

地 震 発 生 （地震：マグニチュード９．０ 、津波：マグニチュード９．１）

○防災ヘリ（まんなか号）調査

○TEC-FORCE派遣

○通信の確保

（焼津市、藤枝市）

○災対車訓練参加及び展示

（藤枝・焼津）

【藤枝】

○道路啓開訓練

○リエゾン派遣

○現地指揮所設置

○道路啓開訓練

【焼津】

○道路啓開・排水オペレーション訓練

○通信訓練

○リエゾン派遣

○交通対策訓練

○航路啓開支援（大井川港）

○救出救助訓練○消火訓練（石油基地）

【東名 建設中大井川

焼津藤枝スマートＩＣ】

・ 広域支援部隊の集結・出動

・他地整TEC-FORCEの受け入れ

○TEC-FORCE派遣

○防災ヘリ（まんなか号）調査

○河川巡視（豊橋）

○道路啓開訓練（豊橋）

○通信訓練（豊橋）

○港湾施設点検（三河港）

○緊急物資海上輸送（三河港）

○災対車訓練参加及び展示（豊橋）

○通信の確保（豊橋・三河港）

○第３回本部会議（地震発生後24時間後）

・被害状況・対応状況に関する情報伝達

・通信の確保

・リエゾン、ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ派遣

・大規模な広域防災拠点機能の検証

・道路啓開、航路啓開、排水オペレーション計画検

証・連携確認

・大学とのTV会議



平成２７年度 南海トラフ巨大地震対策中部ブロック協議会

広 域 連 携 防 災 訓 練

情報伝達訓練 ～ Ｔ Ｖ 会 議 ～
（ 中 部 地 方 整 備 局 ３ Ｆ 災 害 対 策 本 部 室 外 ）

【訓練概要】
南海トラフ巨大地震により甚大な被災が発生した、県市と各地の実働訓練会場、災害時協力協定を

締結した大学とのテレビ会議を利用した情報伝達訓練を実施。

日 時：平成２７年８月３０日（日）９：００～１１：３０

訓練会場：中部地方整備局 ３Ｆ災害対策本部室

（名古屋市中区三の丸二丁目⑤番地１号 名古屋合同庁舎２号館）

名古屋港ガーデンふ頭
（愛知県名古屋市港区港町地先）

松蔭東排水機場付近
（三重県桑名市長島町浦安）

川環境楽園西口駐車場、水辺共生体験館

岐阜県各務原市川島笠田町木曽三川公園三派川地区）

資料３‐１

大垣河川防災ステーション
（岐阜県大垣市馬の瀬町）



【訓練内容】

各関係機関と連携し、実働情報伝達訓練を実施

○中部地方整備局により、関係自治体・大学にリエ
ゾンを派遣し、衛星回線や光ファイバ網等を使用
し、テレビ会議装置を設置

○関係自治体・大学とテレビ会議による情報伝達

○実働している排水作業班、道路啓開班、航路啓開
など、現地テックフォース隊員よる状況報告

【訓練の流れ】

【テレビ会議】

時刻 訓練内容 訓練会場

9:27
10:53

中部地方整備局 災害対策本部長（局長）－藤枝市長との情報伝達訓練
藤枝市道路啓開完了報告

藤枝総合運動公園

9:31 四日市港より、ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥによる被災調査報告 四日市港 霞ヶ浦南ふ頭３９号岸壁付近

9:35
10:48

豊橋市（豊橋市総合スポーツ公園）より、被害調査報告
道路啓開作業の完了報告

豊橋市総合スポーツ公園

9:52
10:30
10:50

名古屋港（ガーデンふ頭）より、漂流者捜索及び救助状況報告
ＤＭＡＴ隊員による、応急救護活動の報告
名古屋港（ガーデンふ頭）より、航路啓開状況報告

名古屋港（ガーデンふ頭）

9:56
10:55

大井川防災広場より、応援集結部隊の結集状況報告
焼津市の道路啓開完了報告及び、排水作業の報告

大井川防災広場

10:00 岐阜県庁リエゾンによる、岐阜県内の被害状況報告 岐阜県庁

10:02 河川環境楽園より、広域支援本部から広域支援隊の集結状況報告 河川環境楽園

10:18 岐阜大学・三重大学との「連携・協力に関する協定」に基づく、情報伝達訓練 岐阜大学・三重大学

10:28 中部地方整備局 災害対策本部長（局長）－飯田市長との情報伝達訓練 飯田市役所

10:46 三河港より、緊急物資輸送の状況報告 三河港神野埠頭３号岸壁付近

10:59 松陰東排水機場より、排水ポンプ車による排水状況報告 松陰東排水機場

11:04 大垣防災ステーションより、排水オペレーション支援報告 大垣防災ステーション

11:16 大井川港より,臨港道路状況及び港湾施設の被害状況報告 大井川港

対策本部車

通信車

照明車

各会場と情報連絡をする災害対策本部長（中部地方整備局
長）

【中部地方整備局（三の丸）へのアクセス】

【所在地】
〒460‐8514
名古屋市中区三の丸2丁目5番1号
（名古屋合同庁舎第2号館）

【名古屋駅からのアクセス】

地下鉄桜通線（今池・野並方面）に乗り、「久屋大通」駅で地下
鉄名城線（市役所・大曽根方面）に乗り換え、「市役所」で下車。
5番出口を出て、歩いて1分。

＊各会場と中部地方整備局災害対策本部室との間で行います。



【訓練概要】

南海トラフ巨大地震・津波により甚大な被害を受けた名古屋港において、

１４の防災関係機関が連携し、以下の情報伝達訓練及び実働訓練を実施する。

DMAT隊員と医療物資の輸送、漂流者の捜索・救助、岸壁の被災状況調査、

臨港道路啓開、応急救護活動、航路啓開（漂流物・沈降物の揚収）、流出油防除

※今回の訓練では

中部ブロックDMAT協議会と中部地方整備局の連携は初となります。

航路啓開（沈降物の揚収）訓練にて、名古屋港会場では初となるコンテナの揚収を行います。

日 時：平成２７年８月３０日（日）９：３０～１１：００
訓練会場：愛知県名古屋市港区港町地先 名古屋港ガーデンふ頭

名古屋港会場

平成２７年度 南海トラフ巨大地震対策中部ブロック協議会

広 域 連 携 防 災 訓 練

広域防災拠点運用訓練
（名古屋港ガーデンふ頭会場）

航路啓開

岸壁の被災状況調査 応急救護活動

流出油防除

提供：愛知県
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【訓練の流れ】

【会場位置図】

地下鉄名港線
名古屋港駅

徒歩での経路

車での経路

ガーデンふ頭
駐車場

8:30～open

訓練会場

【受付位置図】

名古屋港
水族館

※お車をご利用の方へ
訓練会場に駐車場はございません。
ガーデンふ頭駐車場をご利用下さい。

ガーデンふ頭

駐車場

海

結婚式場クレール

専用駐車場

結婚式場

クレール

テント

受付

訓練時間
（予定）

訓練項目 訓練内容 想定場所 参加機関

09:30 開会式

09:40
DMAT隊員と医療物資の輸送
（ヘリコプター）

・ヘリコプターによるDMAT隊員
と医療物資の清龍丸への輸送

清龍丸ヘリデッキ
・名古屋港湾事務所
・名古屋市消防局

・中部ブロックDMAT連絡協議会

09:44 漂流者捜索（ヘリコプター・船舶）
・ヘリコプター及び船舶による漂
流者の捜索

名古屋港内及び港外
・名古屋海上保安部

・名古屋市消防局

09:48 漂流者救助（船舶） ・船舶による漂流者の救助 名古屋港金城ふ頭海域 ・名古屋市消防局

09:50 漂流者救助（ヘリコプター）
・ヘリコプターによる漂流者吊り
上げ救助

名古屋港東航路付近海域 ・名古屋市消防局

09:53 岸壁の被災状況調査
・被災岸壁の緊急点検（海上・陸
上・海面下）

潮凪ふ頭岸壁

・名古屋港湾事務所
・名古屋港管理組合

・（一社）海洋調査協会
・NPO法人中部みなと防災ネット

・（一社）日本潜水協会

10:09 臨港道路啓開 ・臨港道路の障害物撤去作業
潮凪ふ頭岸壁に接続する

臨港道路
・名古屋港建設災害防止協会

10:18
DMAT隊員と医療物資の輸送（船舶）
と応急救護活動

・船舶によるDMAT隊員と医療物
資の海上輸送
・DMAT隊員による応急救護活動

潮凪ふ頭岸壁

稲永公園

・名古屋港湾事務所
・名古屋市消防局

・中部ブロックDMAT連絡協議会

10:34 航路啓開（漂流物の揚収）
・船舶による漂流物（流木）の揚
収

名古屋港内及び名古屋港
に接続する緊急確保航路

・名古屋港湾事務所
・（公社）名古屋清港会

10:45 航路啓開（沈降物の揚収）
・クレーン付き台船による航路内
沈降物（コンテナ）の揚収

名古屋港に接続する緊急

確保航路

・（一社）日本埋立浚渫協会中部支部
・（一社）日本海上起重技術協会中部支部

・中部港湾空港建設協会連合会

・全国浚渫業協会東海支部

10:55 流出油防除 ・船舶による流出油防除 南浜ふ頭海域

・名古屋港湾事務所

・名古屋海上保安部

・名古屋市消防局

11:05 閉会式



平成２７年度 南海トラフ巨大地震対策中部ブロック協議会

広 域 連 携 防 災 訓 練

濃尾平野排水訓練
（ 桑 名 市 長 島 町 松 蔭 東 排 水 機 場 ）

【訓練概要】
南海トラフ巨大地震と大津波により濃尾平野沿岸部の海岸堤防が数ヵ所で決壊し、浸水被害が発生

したと想定。中部地方整備局災害対策本部は、浸水域での高所避難者救助や行方不明者捜索のため、
決壊した堤防の仮締切と排水を指示。

桑名市（長島町）の浸水域を対象に、「濃尾平野の排水計画」に基づき、松蔭東排水機場付近での
排水を想定した実働訓練を実施する。

日 時：平成２７年８月３０日（日）９：３０～１２：００

訓練会場：三重県桑名市長島町浦安（松蔭東排水機場付近）

伊勢湾岸自動車道

•排水ポンプ車設営 10:00～11:00

•排水訓練 11:00～11:30（予定）

•排水ポンプ車撤収 11:30～12:00

国道23号

訓練会場

排水ポンプ車

資料３‐３



【排水ポンプ車による排水訓練 配置図】

【取材受付】
９時３０分～１０時００分
●付近にて

会場へのアクセス方法
お車をご利用下さい。

■一般道利用：
国道23号の長島町福吉から県道７

号線へ
■高速道路利用：
伊勢湾岸自動車道の湾岸長島ICか

ら県道７号線へ

排水ポンプ車（３台）

照明車（１台）

松蔭東排水機場



平成２７年度 南海トラフ巨大地震対策中部ブロック協議会

広 域 連 携 防 災 訓 練

広域支援基地設置訓練
（ 河 川 環 境 楽 園 会 場 ）

【訓練概要】
南海トラフ巨大地震により甚大な被災が発生した中部地方沿岸部の救援、災害対策のため、後方支

援の要となる拠点を国営木曽三川公園三派川地区・河川環境楽園と笠松町勤労青少年運動場及び大垣
河川防災ステーションに設置し、救援物資の輸送、濃尾平野の排水作業、道路啓開などにあたる人員
・車両・資機材が集結し、被災地に向けて出動する。

広い集結スペースを有し、地震に強い高速道路ネットワークと接続する当地での広域支援基地設置
訓練を、参加1２機関の連携のもと実施する。

日 時：平成２７年８月３０日（日）９：００～１１：３０

訓練会場：河川環境楽園西口駐車場、水辺共生体験館
（岐阜県各務原市川島笠田町木曽三川公園三派川地区）

笠松町勤労青少年運動場（岐阜県羽島郡笠松町無動寺堤外）

河川環境楽園

西口駐車場

笠松町勤労青少年運動場

水辺共生体験館

大垣河川防災ステーション（岐阜県大垣市馬の瀬町）
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【訓練内容】

１２機関が参加し実働訓練を実施

○中部地方整備局災害対策本部指示により広
域支援基地を設置

○被災地の救援、災害対策に出動する人員・
車両・資機材が広域支援基地に集結

○被災地に向け排水作業班、道路啓開班、救
援物資搬送班が出動

○中部地整災害対策本部への通信による状況
報告

【訓練の流れ】

【訓練参加機関と出動車両】

【支援車両】

参加機関 車両等

中部地方整備局 （本部員派遣）

木曽川上流河川事務所

河川パトロールカー２台
排水ポンプ車
照明車
対策本部車

岐阜国道事務所 道路パトロールカー

天竜川上流河川事務所

河川パトロールカー
排水ポンプ車
照明車
対策本部車

北陸地方整備局
排水ポンプ車
照明車

中日本高速道路（株）名古屋支
社

道路巡回車
大型散水車

参加機関 車両等

（一社）岐阜県建設業協会
人員搬送車
バックホウ及び運搬車
４ｔユニック

（一社）日本建設業連合会中部
支部

人員搬送車

（一社）プレストレスト・コンク
リート建設業協会中部支部

人員搬送車

（一社）日本道路建設業協会中
部支部

バックホウ及び重機運搬車
４ｔユニック

（一社）岐阜県トラック協会 １０ｔトラック ２台

（一社）中部地域づくり協会 （防災エキスパート派遣）

時刻 訓練項目 訓練内容

9:00 開会式 訓練想定、概要説明

9:15 後方支援拠点設置 後方支援拠点設置指示、後方支援拠点設置

9:20 TEC‐FORCE中部
排水作業班集結

排水作業を行うため、河川パトロールカー、排水ポンプ車、照明車が後方支援拠点に集結

9:40 TEC‐FORCE北陸
広域支援班集結

北陸地方整備局から排水ポンプ車、照明車が被災地への出動に向け後方支援拠点に集結
（集結状況を整備局本部に画像伝送）

9:55 TEC‐FORCE中部
道路啓開班集結

道路啓開を行うため、道路パトロールカー、道路巡回車、重機、大型散水車、人員輸送車等
が後方支援拠点に集結

10:25 救援物資輸送班集結 救援物資輸送トラックが後方支援拠点に集結

10:35 出動指示 整備局本部から出動指示

10:37 後方支援拠点本部会議
出動ルート説明

出動に向け、被災情報・道路情報を収集
出動ルート確認

11:00 出動
（通信による状況報告）

後方支援拠点本部長の指示により被災地に向け出発
（出動状況を整備局本部に画像伝送）

11:15 閉会式 閉会式（11:30訓練終了予定）

対策本部車

通信車

照明車

排水ポンプ車



【会場位置図】

訓練会場
（河川環境楽園 西口駐車場）

訓練会場
（河川環境楽園 西口駐車場）

側道へ入る

坂路を右折

案内看板

Ⅰ

対策本部車

トイレ

対策本部車
Ⅱ

15 16 179 10 11 12 13 141 2 3 4 5 6 7 8

17 6 5 4 3 213 12 11 10 9 817 16 15 14

見学エリア

笠松町勤労青少年運動場

開・開会式整列位置

受付テント

報道関係者

駐車場

訓練参加者

駐車場
訓練参加者

駐車場

一般見学者の動線

河川環境楽園西口駐車場

訓練車両待機位置

取材・見学時の注意事項

集結エリアの取材・見学では、車両通行の妨げにならな

いようにご注意下さい。

受付テントへお越しください。
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【静岡県記者発表資料】
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【岐阜県記者発表資料】



2 
 



3 
 



4 
 



 

7

【名古屋市記者発表資料】
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【飯田市記者発表資料】
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