
令和３年度 島根県
総合防災訓練

10月24日日
浜田市瀬戸ヶ島町内漁港
浜田市長浜町内

イオンリテール株式会社中四国カンパニー、一般社団法人島根県医師会、一般社団法人島根県管工事業協会、一般
社団法人島根県浜田地区建設業協会、一般社団法人日本自動車連盟島根支部、海上自衛隊舞鶴地方隊、株式会社ア
ペックス西日本、株式会社ジュンテンドー、株式会社ドコモＣＳ中国、株式会社ローソン、ＫＤＤＩ株式会社、公
益財団法人しまね国際センター、公益社団法人島根県看護協会、公益社団法人島根県トラック協会、公益財団法人
日本盲導犬協会、国土交通省中国地方整備局・浜田河川国道事務所、国土地理院中国地方測量部、島根県警察本部、
島根県社会福祉協議会、島根県身体障害者団体連合会、島根県水難救済会、島根県生活協同組合連合会、島根県生
コンクリート工業組合、社会福祉法人いわみ福祉会フーズくわの木、生活協同組合しまね、総務省中国総合通信局、
第八管区海上保安本部（浜田海上保安部、美保航空基地）、中国四国管区警察局島根県情報通信部、中国電力ネッ
トワーク株式会社（山陰ネットワークセンター、浜田ネットワークセンター）、ＮＰＯ法人コメリ災害対策センター、
長浜地区自治会、日本赤十字社島根県支部、西日本高速道路株式会社千代田高速道路事務所、西日本電信電話株式
会社島根支店、ＮＨＫ松江放送局、浜田警察署、浜田市消防団（浜田分団・長浜分団）、浜田市消防本部、益田広
域消防本部、松江地方気象台、陸上自衛隊第13偵察隊　� 41団体（50音順）

参加機関、団体名

会場

見学者への
お願い

①新型コロナウイルス感染症対策としてマスクを着用してください。
②発熱等症状のある方はご来場をお控えください。
③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。
④訓練会場内に駐車場はありません。

令和３年
7：30
～11：4５

浜田
駅

メイン会場
（浜田市瀬戸ヶ島地区）

給水・海上避難訓練会場
（浜田港長浜埠頭）

緊急物資陸上輸送会場
（防災備蓄倉庫）

避難・避難所設営訓練会場
（浜田市長浜地区）

ゆめタウン
浜田 浜田高校

島根県立大学

９
９

島根県・浜田市 共催



　災害対策基本法第48条及び島根県地域防災計画に基づき、島根県と浜田市の共催で住民及び
防災関係機関が参加する実働訓練を実施することにより、相互の協力・連携を強化するとともに、
地域防災力の向上及び防災意識の高揚を図ります。

主な内容
浜田市沿岸を震源とする地震・津波を想定した住民の避難訓練及び被災者の救難・救助訓練
① 地元自治会による住民避難訓練（要配慮者含む）
② 新型コロナウイルス感染症に対応した避難所開設・運営訓練
③ 警察、消防、自衛隊等の防災関係機関による倒壊家屋等からの救助訓練
④ 現地応急救護所の開設及び運営訓練
⑤ 孤立集落からの海上避難輸送及びヘリコプターによる救助訓練
⑥ 行方不明者の海中捜索訓練
⑦ 災害協定を締結している民間企業による物資の輸送訓練
⑧ 船舶給油訓練（前日実施）　等

訓　練　概　要

訓　練　想　定

訓　練　内　容

訓練想定
　浜田市沿岸断層を震源とする地震が発生、浜田市の一部で震度７の揺れを観測し、津波警報が
発表される。
　また、この地震により、各地で家屋の倒壊、土砂崩れ、倒木などにより孤立地域が発生、負傷
者も多数出るとともに沿岸部の一部では津波による浸水被害が発生している。

長浜地区
No 訓練項目 実施時間 実施機関 実施内容

1 避難所設営 ��7:30～��9:00
しまね国際センター
長浜地区自治会
島根県環境生活部文化国際課

・�長浜小学校に新型コロナ対策を考慮した避
難所設営を実施

・案内標示の多言語表記

2 避難所運営支援 ��7:30～11:30 島根県看護協会
島根県社会福祉協議会

・避難所衛生教育の実施
・避難所レイアウトなどを確認、助言等実施

3 地元自治会による避難 ��8:30～��9:30

島根県身体障害者団体連合会
長浜地区自治会
浜田警察署
浜田市消防団長浜分団
浜田市

・�地震発生後津波警報が発表されたことを想
定した避難を実施

4 避難所の見学 ��9:00～11:30 長浜地区自治会
浜田市

・�避難場所から長浜小学校に移動し、避難所
を見学、避難所生活をイメージしてもらう

5 給水及び給水支援 ��9:30～11:35

海上自衛隊舞鶴地方隊
島根県管工事業協会�
陸上自衛隊第13偵察隊
浜田市

・�水中処分母船から給水車に対する給水要領
の確認及び給水実施、瀬戸ヶ島会場で給水
所を開設

6 孤立地区からの海上避難 10:50～11:20 島根県水難救済会浜田救難所
第八管区海上保安本部浜田海上保安部

・�長浜地区を孤立地区として、巡視艇、水難
救済会船舶により瀬戸ヶ島地区に避難

7 船舶給油 前日実施 海上自衛隊舞鶴地方隊
第八管区海上保安本部浜田海上保安部

・�海上自衛隊水中処分母船と海上保安部巡視
船間で給油要領を確認（前日実施）



瀬戸ヶ島地区
No 訓練項目 実施時間 実施機関 実施内容

1 航空機等による情報収集 10:00～11:35
島根県警察本部
中国四国管区警察局島根県情報通信部
中国地方整備局

・�ヘリコプターにより撮影した応急対策活動
等の映像を訓練会場に伝送し放映

2 衛星通信車の派遣 10:00～11:35 中国四国管区警察局島根県情報通信部 ・�衛星通信車により、現地の訓練模様を映像
伝送

3 車両による情報収集 10:00～10:05 島根県警察本部
陸上自衛隊第13偵察隊

・�車両（オフロードバイクなど）により災害
状況を情報収集

4 航空機運用調整所の開設・
運営 10:00～11:35

島根県警察本部
中国四国管区警察局島根県情報通信部
島根県防災航空隊

・�フライトサービスを開設、各機関（航空機）
の運行調整を実施

5 合同調整所の設置・運営 10:00～11:35

海上自衛隊舞鶴地方隊
島根県警察本部
第八管区海上保安本部浜田海上保安部
中国地方整備局
浜田市消防本部
益田市消防本部
陸上自衛隊第13偵察隊

・�合同調整所を設置し、被害状況の全容把握
と災害情報収集を行うとともに、各関係機
関への統制・連絡系統を確立し、消火、負
傷者の救出及び救命を焦点とした指揮活動
を展開

6 臨時災害放送局の開設・
運営 10:00～12:30 中国総合通信局

・�瀬戸ヶ島会場に移動電源車及びＦＭ放送用
機器を展開し臨時災害放送局を開設、地域
を限定したＦＭ無線放送を実施

7
各機関共同による
倒壊家屋、土砂災害車両
からの救助

10:05～10:25

島根県警察本部
中国地方整備局浜田河川国道事務所
浜田警察署
浜田市消防本部
陸上自衛隊第13偵察隊

・倒壊した家屋の救助活動を実施
・�土砂崩れに巻き込まれた車両の救助活動を
実施

・照明車による支援を実施

8 応急救護所の開設・運営 10:10～11:35
島根県医師会
島根県看護協会
日本赤十字社島根県支部

・�応急救護所を開設し、負傷者の受け入れ、
応急救護及び搬送先へ救急搬送を実施

9 孤立者救助（釣り人） 10:10～10:20 第八管区海上保安本部美保航空基地 ・�防波堤に取り残された釣り人をヘリコプ
ターによるホイストにより救助

10 緊急物資陸上輸送 10:20～11:30

株式会社ローソン
島根県生活協同組合連合会
島根県トラック協会
生活協同組合しまね

・�浜田防災備蓄倉庫から備蓄物資を瀬戸ヶ島
の物資集積所へ車両により搬送

・コンビニエンスストアによる飲料供給
・�救援物資を避難所の物資受け入れ場所に車
両により搬送

11 倒壊家屋の消火 10:25～10:35 島根県生コンクリート工業組合
益田広域消防本部

・�ミキサー車による消防車への給水活動
・�市街地延焼拡大防止のための広域応援体制
による消火活動を実施

12 水中ドローンによる情報
収集 10:30～11:00 中国地方整備局 ・�水中ドローンにより岸壁水面下の状況、泊

地内の障害物の有無を調査

13 道路啓開 10:35～10:55 島根県浜田地区建設業協会
日本自動車連盟島根支部

・�地元建設業協会の重機により土砂の除去を
実施

・�日本自動車連盟のレッカー車により埋没車
両撤去

14 孤立者救助
（視覚障がい者、盲導犬） 10:40～11:00 日本盲導犬協会

島根県防災航空隊
・�孤立地域の視覚障がい者及び盲導犬をヘリ
コプターによるホイストにより救助

15 水難者救助 10:50～11:10 浜田市消防団浜田分団
浜田市消防本部 ・救助用ボートによる水面救助及び搬送

16 水中捜索 11:00～11:30 海上自衛隊舞鶴地方隊 ・舞鶴水中処分隊による行方不明者捜索
17 停電復旧 11:00～11:30 中国電力ネットワーク株式会社 ・高所作業車による停電復旧作業
18 電源車の配備 11:00～11:30 中国電力ネットワーク株式会社 ・非常用電源により電力供給

19 海上消火活動 11:30～11:35 第八管区海上保安本部浜田海上保安部 ・�巡視艇による火災船舶（目標岸壁）に対す
る消火活動を実施

展示コーナー 10:00～12:30 次頁のとおり ・�防災展示コーナーの開設
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【展示コーナーレイアウト】

１：中国総合通信局
２：国土地理院中国地方測量部
３：社会福祉法人いわみ福祉会
　  フーズくわの木
４：公益財団法人日本盲導犬協会
５：松江地方気象台

６：西日本電信電話株式会社　
　  島根支店
７：株式会社ジュンテンドー
８：中国電力ネットワーク株式会社
　  山陰ネットワークセンター
９：株式会社アペックス西日本

10：ＮＰＯ法人コメリ災害対策センター
11：株式会社ドコモＣＳ中国
12：ＫＤＤＩ株式会社
13：西日本高速道路株式会社　
　   千代田高速道路事務所

会 場 図


