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<視察・見学者へのお願い>

各訓練会場内の視察・見学につきましては、以下の事項にご留

意ください。

■ 訓練中の車両、ヘリコプター等には絶対に近づかないでくださ

い。訓練会場においては、必ず係員等の誘導・指示に従ってくだ

さい。

■ 荒天時や緊急出動が必要な事態が発生した場合には、中止又は

中断する訓練・展示がありますので、ご了承ください。



１　訓練の概要
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(１)目的
住民・地域団体と県・市町などの防災関係機関が協働し、次の目的を達

成するため、総合的な防災訓練を実施する。

◇ 出水期を見据えた、災害時における対応の手順等の確認・習熟

◇ 自主防災組織を中心とした住民主体の訓練による自助・共助の推進

◇ 防災関係機関（消防、警察、自衛隊、海保、医療機関等）の連携強化

◇ 防災意識の高揚に向けた普及啓発

(２)日時
令和元年６月９日（日）午前９時００分～１２時００分

(３)場所
[岩国市] いわくに消防防災センター(メイン会場)、

岩国港、県岩国総合庁舎

[和木町] 和木町役場、和木中学校

(４)主催
「201９年山口県総合防災訓練」実行委員会

（山口県防災会議・岩国市防災会議・和木町防災会議）

(５)被害想定
◇ 前線の影響により、数日前から断続的に雨が降り続く中、「土砂災害

警戒情報」、「記録的短時間大雨情報」等が発表され、大規模な土砂災

害や河川の決壊が発生。

◇ 大竹断層を震源としたＭ7.2の大地震が発生し、最大震度７を観測。

道路等のライフラインの寸断、建物倒壊等が発生。

(６)主要参加機関（７４機関：約９００人）
住民、消防、警察、自衛隊、海保、医療機関等
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2　訓練タイムスケジュール

(１)いわくに消防防災センター
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(２)和木町役場、和木中学校

(３)岩国港

(４)県岩国総合庁舎



３　会場別訓練内容

(１)いわくに消防防災センター

‐４‐

9:00～11:30

9:00～11:00

9:00～11:30



～いわくに消防防災センター～
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～いわくに消防防災センター～

【訓練項目】

   <実動訓練>

‐６‐

No. 名称 概  要 参加機関 

1 シェイクアウト訓練 地震の際の身を守る対応行動を実

施 

会場全員 

2 上空偵察 航空機による上空偵察、ヘリテレ

映像配信 

海上自衛隊第 31 航空群、山口県

警察航空隊、山口県情報通信部 

3 住民避難訓練 地震発生に伴い、緊急避難場所へ

の避難を実施 

岩国市、自主防災組織、山口県立

岩国総合支援学校 

4 岩国市災害対策現地

本部設置・運営訓練 

災害の発生に伴い、現地災害対策

本部を設置・運営を実施 

山口県、岩国市、岩国地区消防組

合、岩国警察署、陸上自衛隊 

5 災害状況伝達訓練 岩国港における水難救助の状況

を、長距離無線中継システムによ

り、現地対策本部へ画像伝送を実

施 

中国総合通信局、富士通(株)、

(株)富士通ゼネラル、(株)アイ・

キャン、岩国地区消防組合、山口

県 

6 地震に伴う多重衝突

救出訓練 

巨大地震により発生した多重衝突

事故からの救助・救出訓練を実施 

・消防、警察による負傷者の救出 

・DMATによる応急救護 

・ドクヘリによる広域搬送 

・LPガス協会によるガス漏洩検査 

・日本自動車連盟による車両排除 

・警備業協会による緊急車両誘導 

 

岩国地区消防組合、県内応援消防

本部、山口県警察広域緊急援助

隊、岩国警察署、ＤＭＡＴ(岩国

医療センター)、岩国医療センタ

ー附属岩国看護学校、山口県ドク

ターヘリ、(一社)山口県 LP ガス

協会、(一社)山口県警備業協会、

(一社)日本自動車連盟山口県支

部 

7 災害復旧・応急給水訓

練 

地震により水道管が破損したた

め、災害復旧活動及び応急給水活

動を実施 

 

岩国市、岩国市水道局、自主防災

組織 

8 物資搬送訓練 トラックによる支援物資の避難所

への搬送を実施 

(一社)山口県トラック協会、自主

防災組織、(株)ローソン、佐川急

便(株)、岩国警察署 

9 豪雨による土砂災害

からの救出訓練（埋没

家屋） 

豪雨による土砂災害により埋没し

た家屋からの救出・救助訓練を実

施 

・消防、警察、自衛隊による行方

不明者の捜索、救出 

・中国電力による送電の停止 

・建設業協会による障害物排除 

・日本赤十字社による応急救護 

・警察、県医師会、歯科医師会に

よる検視 

 

岩国地区消防組合、県内応援消防

本部、岩国市消防団、陸上自衛隊

第 17 普通科連隊、山口県警察広

域緊急援助隊、山口県警察本部捜

査第一課・鑑識課、中国電力(株)、

(一社)山口県建設業協会、日本赤

十字社山口県支部、（一社）山口

県医師会、(公社)山口県歯科医師

会 

 



～いわくに消防防災センター～
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No. 名称 概  要 参加機関 

10 豪雨による土砂災害

からの救出訓練(車両

孤立) 

豪雨により発生した土石流で流さ

れた車両からの救出・救助訓練を

実施 

・ドローンによる物資輸送 

・消防による孤立者救出 

 

岩国地区消防組合、山口県産業ド

ローン協会 

11 臨時災害放送局設置

運営訓練 

臨時災害放送局を設置し、避難所

情報等を放送 

中国総合通信局、岩国市、(株)

ＮＨＫテクノロジーズ、(株)ア

イ・キャン 

12 地震に伴う高所救出

訓練 

地震発生により半壊した集合住宅

からの救出訓練を実施 

岩国地区消防組合、県内応援消防

本部、(一社)山口県警備業協会 

13 避難所設営訓練 避難所を開設し、避難者による避

難所の運営を実施 

岩国市、自主防災組織、西日本電

信電話(株)山口支店、山口県立岩

国総合支援学校 

14 炊き出し訓練 避難者等に対する炊き出しを実施 岩国市、自主防災組織 
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～いわくに消防防災センター～

   <展示・体験コーナー>

No. 名称 概  要 参加機関 

1 防災学習館での地震

体験等 

防災学習館での地震体験、消火体

験、煙避難体験等や防災バーチャ

ル体験シアター上映 

岩国市 

2 防災普及啓発活動コ

ーナー 

防災普及啓発活動に関する展示 山口県(防災危機管理課) 

3 災害時に役立つモバ

イル・サービスの展示

等 

移動基地局車両の展示の他、災害

伝言板、エリアメール、衛星電話

の展示等 

(株)ドコモＣＳ中国山口支店 

4 災害時の取組内容の

パネル展示 

災害伝言板サービス、緊急速報メ

ール、衛星電話等の各種取組 

ソフトバンク(株) 

5 「災害からいのちを

守る日本赤十字社」の

活動紹介 

災害救援物資や赤十字活動等のパ

ネル展示、アマチュア無線奉仕団

による通信訓練実演・機材展示 

日本赤十字社山口県支部、山口県

赤十字アマチュア無線奉仕団、山

口県赤十字防災奉仕団 

6 「災害用伝言ダイヤ

ル」等の展示・体験 

小型ポータブル衛星通信システム

の展示及び「災害用伝言ダイヤ

ル」、「緊急通報サービス」の体験 

西日本電信電話(株)山口支店 

7 船舶による災害支援

活動の展示 

大型浚渫兼油回収船、海洋環境整

備船、港湾業務艇の災害時におけ

る活動についての展示 

中国地方整備局宇部港湾・空港整

備事務所 

8 土砂災害に関するパ

ネル展示等 

土砂災害による被害状況等のパネ

ル展示等（土砂災害防止施設の安

全点検の実施） 

NPO 法人山口県防災・砂防ボラン

ティア協会 

9 地震保険・共済につい

て 

山口県の災害や地震保険・共済の

パネル展示、地震に弱い家を学ぶ

「紙ぶるる」(ペーパークラフト)体験 

山口県地震保険・共済加入促進協

議会 

10 応急仮設住宅の模型

展示等 

応急仮設住宅の模型・パネル展示、

災害時の応急仮設住宅建設記録資

料展示 

(一社)プレハブ建築協会 

11 災害復旧活動パネル

展示 

平成 30年 7月豪雨災害での活動状

況をまとめたパネルの展示 

(一社)山口県建設業協会 

12 防災気象情報の利活

用 

「危険度分布」紹介動画の上映、

防災気象関係のパネル展示等 

下関地方気象台 

13 防災用品の展示・説明 手回しラジオライトや家具転倒防

止ポールなどの防災用品を展示 

NPO法人コメリ災害対策センター 

14 ドローンの展示 一般向け機体から測量用等の産業

用機体まで幅広く展示 

山口県産業ドローン協会 

15 防災啓発パネル展等 防災啓発パネル、非常持ち出しバ

ック展示の他、簡単な防災グッズ

製作等を実施 

 

(特非)日本防災士会山口県支部 
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～いわくに消防防災センター～

No. 名称 概  要 参加機関 

16 災害と外国人に関す

る展示・クイズ等 

災害と外国人に関する展示や災害

時に外国人に伝わりやすい「やさ

しい日本語」クイズ等を実施 

(公財)山口県国際交流協会 

17 国土地理院の防災・減

災に役立つ地理空間

情報のパネル展示 

Web 地図の「地理院地図」に各種

情報を上乗せして表示したパネル

で活用方法等を紹介 

国土地理院中国地方測量部 

18 ナース達の災害支援

活動の展示等 

看護協会の災害時支援や災害支援

ナースの紹介、効果的な手洗方法

応急処置実演、体験クイズ他 

(公社)山口県看護協会 

19 防災対策の取組、防災

対策資機材の展示 

災害対応の取組やワンタッチ情報

板、E-フレア(LED警告灯)の紹介 

西日本高速道路(株) 

20 はしご車の体験搭乗 はしご車への体験搭乗の実施 岩国地区消防組合消防本部 

21 高圧発電機車の展示 高圧発電機車 300kVA(移動用電源車)の展示等 中国電力(株)岩国営業所 

22 MCA 無線機器等の展示 災害に強い MCA 無線機器等の展

示、実演及びパネル展示 

(一財)移動無線センター 

23 燃料電池車の展示及

び外部電源供給 

水素で走る燃料電池自動車(FCV)

の展示及び FCV を活用した外部給

電デモの実施 

山口県(新産業振興課) 

24 応急給水体験展示 給水タンク車の展示、給水袋等を

用いた給水の実施等 

(公社)日本水道協会山口県支部 

25 バルーンシェルター

の展示 

災害時避難用の大型テント「バル

ーンシェルター」の展示 

イオンリテール(株)中四国カン

パニー 

26 災害時の KDDI の地域

支援の取組 

災害対応パネル、衛星携帯電話、

避難所で利用する充電 BOX や

Wi-Fi機器等の展示 

ＫＤＤＩ(株)  

27 アマチュア無線活動

のパネル展示等 

電波を利用した画像通信の公開運営、

アマチュア無線の活動等のパネル展示 

(一社)日本アマチュア無線連盟

山口県支部 

28 災害対策用機器等の

展示・デモ 

移動電源車、臨時災害放送機器、

災害対策用通信機器等の展示・デモ 

中国総合通信局 

29 大型モニター車及び

防災訓練生中継 

大型ﾓﾆﾀｰ車による映像提供及びｺﾐ

ｭﾆﾃｨｰ chで訓練の様子を生中継 

(株)アイ・キャン 

30 公共ﾌﾞﾛｰﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞ移動通信

ｼｽﾃﾑ“公共 BB”の展示 

可搬型の機動性と自営通信網の特

徴により災害対応を支援 

富士通(株)、（株）富士通ゼネラ

ル 

31 災害派遣時の活動状

況の展示 

災害派遣時の活動状況の紹介 自衛隊山口地方協力本部 

32 車両及び人命救助セ

ットの展示 

災害現場で使用する車両や人命救

助セットの展示 

陸上自衛隊第 17普通科連隊 

33 給水支援の資機材の展示 周防大島災害派遣活動風景のパネ

ル展示、造水機による造水を実施 

航空自衛隊航空教育隊 

34 「暗闇を明るく照らすよ」

「衛星通信車であそんでみよう」 

照明車、衛星通信車の展示・体験

やパネル展示を実施 

中国地方整備局山口河川国道事

務所 

35 降雨体験コーナー及

びパネル展示 

降雨体験コーナー及び TEC-FORCE、

リエゾン活動のパネル展示 

中国地方整備局 

 



～和木町役場、和木中学校～

(２)和木町役場、和木中学校
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9:05～11:45

10:00～11:00

9:35～12:00



～和木町役場、和木中学校～
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【訓練項目】

No. 名称 概  要 参加機関 

1 シェイクアウト訓練 緊急地震速報に即応した有効なシ

ェイクアウト動作の訓練を実施 

和木町、和木町消防団、地域住民 

2 和木町災害対策本部

訓練 

地震発生による災害対策本部の設

置・運営に係る災害応急対応の実

施 

和木町、和木町消防団(本部) 

3 住民避難訓練 各集会所から避難所への自主防災

組織（自治会）内の共助による避

難行動を実施 

和木町、和木町消防団、地域住民 

4 避難所運営訓練 自主防災組織等を中心とした、避

難住民の自主的な避難所の運営訓

練を実施 

和木町、地域住民、山口県 LP ガ

ス協会（大陽日酸ガス＆ウェルデ

ィング（株）） 

5 消火・救助訓練 災対本部の判断・指示に連携した

消防団の各種対応訓練を実施 

和木町、和木町消防団(分団)、岩

国地区消防組合 

6 衛星画像伝達訓練 災害時に衛星データから被災推定

箇所を抽出し、防災利用のための

手順確認等の情報伝達訓練を実施 

宇宙航空研究開発機構、山口大学

応用衛星リモートセンシング研

究センター、山口県、和木町 

7 県職員被災市町支援

チーム派遣訓練 

県職員被災市町支援チームを和木

町役場へ派遣し、町災害対策本部

での情報収集等を実施 

山口県 

 



～岩国港、県岩国総合庁舎～

(３)岩国港
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(４)県岩国総合庁舎
No. 名称 概  要 参加機関 

1 山口県岩国災害対策

地方本部設置・運営訓

練 

災害発生時における初動対応及び

情報収集の実施 

岩国県民局、山口県 

 

9:05～10:30

No. 名称 概  要 参加機関 

1 災害状況伝達訓練 岩国港における水難救助の状況

を、長距離無線中継システムによ

り、現地対策本部へ画像伝送を実

施 

中国総合通信局、富士通(株)、

(株)富士通ゼネラル、(株)アイ・

キャン、岩国地区消防組合、山口

県 

2 水難救助訓練 地震により海へ転落した乗用車か

らの救出・救助訓練を実施 

岩国地区消防組合、山口県消防防

災航空隊、海上保安庁第六管区広

島航空基地、岩国海上保安署、中

国地方整備局宇部港湾・空港整備

事務所、呉海上保安部、岩国警察

署 

 



４　訓練参加団体一覧
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５　会場アクセス

　<和木町役場・和木中学校>  <いわくに消防防災センター>

　　<岩 　      国       　港>

<岩国市・和木町>
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６　サブタイトル




