
令 和 元 年 度

主催 ／ 愛知県・豊橋市

日時 ／ 令和元年９月１日（日）

　　  　午前９時３０分から正午まで

          三河港（港湾訓練）

          小沢小学校（小沢校区防災訓練）

          豊橋駅（帰宅困難者等対応訓練）

場所 ／豊橋総合スポーツ公園（実働訓練・防災啓発）

　　　 小松原海岸（表浜津波避難訓練）

愛 知 県 ・ 豊 橋 市

総 合 防 災 訓 練 の し お り
地域防災力の向上を目指して
～育てよう未来を支える力～



１ 目的
「県民総ぐるみ防災訓練」の一つとして、災害対策基本法及び愛知県地域防災計画並びに豊橋市地域防災計画に
基づき、愛知県、豊橋市、各防災関係機関、地域住民等の参加協力のもとに、総合的な防災訓練を実施すること
により、大規模災害発生時における迅速かつ的確な応急活動のための協力体制の確立や、地域の連携を活かした
防災力の強化を図るとともに、防災意識の高揚を図ることを目的とする。

２ 訓練参加機関（１３１機関）
愛知県、愛知県警察、豊橋市、豊橋市消防本部、岡崎市消防本部、豊川市消防本部、田原市消防本部、蒲郡市

消防本部、新城市消防本部、名古屋市消防局消防部消防航空隊、自衛隊愛知地方協力本部、陸上自衛隊第10師団、
海上自衛隊横須賀地方総監部、航空自衛隊小牧基地、総務省東海総合通信局、経済産業省中部経済産業局、経済
産業省中部近畿産業保安監督部、国土交通省中部地方整備局、名古屋地方気象台、海上保安庁第四管区海上保安
本部、国土地理院中部地方測量部、日本赤十字社愛知県支部、日本放送協会名古屋放送局、西日本電信電話株式
会社名古屋支店、中部電力株式会社、無線ＬＡＮビジネス推進連絡会、ＫＤＤＩ株式会社、株式会社ＮＴＴドコ
モ東海支社、ソフトバンク株式会社、公益社団法人愛知県医師会、一般社団法人愛知県歯科医師会、一般社団法
人愛知県薬剤師会、一般社団法人愛知県女性薬剤師会、公益社団法人愛知県柔道整復師会、公益社団法人愛知県
看護協会、公益社団法人愛知県歯科衛生士会、一般社団法人愛知県歯科技工士会、愛知県医薬品卸協同組合、中
部衛生材料協同組合、東海歯科用品商協同組合愛知県支部、一般社団法人日本産業・医療ガス協会東海地域本部、
愛知県医療機器販売業協会、石油連盟、一般社団法人愛知県警備業協会、一般社団法人日本自動車連盟愛知支部、
一般社団法人日本ＤＭＯＲＴ愛知県支部、一般社団法人愛知県道路標識・標示業協会、公益社団法人日本水難救
済会愛知県水難救済会、一般社団法人日本埋立浚渫協会中部支部、中部港湾空港建設協会連合会、一般社団法人
日本海上起重技術協会中部支部、全国浚渫業協会東海支部、一般社団法人日本潜水協会、一般社団法人海洋調査
協会、一般社団法人港湾技術コンサルタンツ協会、愛知県葬祭業協同組合、中部霊柩自動車協会（一般社団法人
全国霊柩自動車協会）、愛知県生活協同組合連合会、イオンリテール株式会社東海カンパニー、ミニストップ株
式会社、株式会社ローソン、大塚製薬株式会社、一般社団法人愛知県聴覚障害者協会、公益社団法人愛知県獣医
師会、特定非営利活動法人愛知災害救助犬協会、あいち防災リーダー会、一般社団法人豊橋市医師会、一般社団
法人豊橋市薬剤師会、一般社団法人豊橋市歯科医師会、豊橋市民病院、独立行政法人国立病院機構豊橋医療セン
ター、中部瓦斯株式会社、一般社団法人愛知県LPガス協会東三河支部、愛知県石油商業組合、豊橋石油業協同組
合、豊橋上下水道工事業協同組合、第一環境株式会社豊橋事務所、豊橋ケーブルネットワーク株式会社、株式会
社エフエム豊橋、日本通運株式会社豊橋支店、一般社団法人愛知県トラック協会東三支部、豊橋陸運協会、東三
建設業協会、公益社団法人愛知建築士会豊橋支部、公益社団法人愛知県建築士事務所協会東三河支部、公益社団
法人愛知県公共嘱託登記土地家屋調査士協会、豊橋市消防団、豊橋市女性防火クラブ連絡協議会、豊橋市消防活
動支援員、社会福祉法人豊橋市社会福祉協議会、災害ボランティアコーディネーター連絡会、豊橋手話ネット
ワーク、豊橋市聴覚障害者協会、豊橋市赤十字奉仕団、ＮＰＯ法人表浜ネットワーク、社会福祉法人王寿會特別
養護老人ホーム王寿園、表浜びーちすくーる、表浜ビーチパトロール、市内サーフショップ、ＲＩＮＲＩＮ♪豊
橋アレルギーっ子の会、５日で5000枚の約束プロジェクト委員会、株式会社かけはし、シンフォニアテクノロ
ジー株式会社、株式会社デンソー豊橋製作所、株式会社デンソー豊橋東製作所、日東電工株式会社豊橋事業所、
三菱ケミカル愛知事業所、東京海上日動火災保険株式会社、東海旅客鉄道株式会社、名古屋鉄道株式会社、豊橋
鉄道株式会社、ホテルアソシア豊橋、豊橋駅ステーションビル株式会社、株式会社東海ビルメンテナス、穂の国
とよはし芸術劇場「ＰＬＡＴ」、こども未来館ここにこ、捜索救助犬チームＨＤＳ－Ｋ９、愛知県隊友会豊川支
部会、東三河生コンクリート協同組合、愛知県電機商業組合豊橋支部、愛知県立豊橋西高等学校、愛知県立豊橋
工業高等学校、豊橋市立看護専門学校、豊橋市立くすのき特別支援学校、豊橋創造大学保健医療学部、愛知大学
地域政策学部、豊橋市学生ボランティア、とよはし防災リーダー、豊校区女性防火クラブ、下地校区自主防災会
（S.E.A）、牟呂校区防災会連絡協議会

３ 訓練テーマ及び重点項目
（１）訓練テーマ

地域防災力の向上を目指して～育てよう未来を支える力～
（２）重点事項

ア 防災関係機関が連携した救出・救助訓練
イ 市民への防災啓発の推進
ウ 津波から命を守る
エ 帰宅困難者等への対応力強化
オ 自主防災会による自助・共助力の強化
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時刻 訓練項目 訓練内容 実施機関・団体名

9:20～9:30
訓練想定、訓練概要
の説明

訓練開始

9:30 緊急地震速報 緊急地震速報を放送する 名古屋地方気象台

9:31～9:32
安全行動
（シェイクアウト）

緊急地震速報を合図に各自が安全行動（シェイ
クアウト）を実施する

愛知県
豊橋市

9:33～9:34
情報伝達
（大津波警報）

大津波警報を伝達する 名古屋地方気象台

9:34～9:3６
応急復旧活動支援の
ための気象情報の伝
達

気象情報を伝達する 名古屋地方気象台

被害状況調査
（地上）

消防本部バイク隊が被害状況の調査を行う 豊橋市消防本部

被災状況偵察
（地上）

被害状況の把握及び捜索活動のため、オートバ
イによる偵察活動を実施し、本部等へ報告する

陸上自衛隊第10師団
第10特科連隊

被害状況調査
（上空）

ドローン飛行隊が被害状況の調査を行う 豊橋市ドローン飛行隊

河川巡視
河川堤防等の被災状況把握のためパトロール
カーを出動させる

国土交通省豊橋河川事務所

9:37～9:55
倒壊家屋からの救出
救助（その１）

【自助】地震により倒壊した建物の下に生き埋
めになっている要救助者を救出し、応急手当を
実施する

豊橋市消防本部（住民指導者）
豊橋市消防団
豊橋市女性防火クラブ連絡協議会
とよはし防災リーダー
豊橋市学生ボランティア
牟呂校区防災会連絡協議会
豊橋市立くすのき特別支援学校
愛知県立豊橋工業高等学校

9:42～9:52 道路啓開（その1） 土砂や瓦礫等で閉塞した道路の啓開を実施する
東三河建設事務所
豊橋市
東三建設業協会

9:45～9:50
ヘリによる被害状況
調査

航空機（ヘリ）により訓練会場上空における被
害状況を確認する

海上保安庁第四管区海上保安本部

9:48～
屋外における携帯型
気象観測装置の運用

携帯型気象観測装置の使用により、航空機の運
航に必要な風向・風速等の諸情報を観測する

航空自衛隊小牧基地

9:49～
有線整備車による飛
行支援

有線整備車を設置し、地上と航空機間、自衛隊
指揮所間と交信を行う

航空自衛隊小牧基地

9:52～9:56
救難捜索機による被
害状況確認

救難捜索機（U-125A）により訓練会場上空に
おける被害状況を確認し、情報収集を行う

航空自衛隊小牧基地

9:55～
現場合同指揮本部設
置

現場合同指揮本部を設置し、情報収集及び指揮
命令を行うとともに、他機関との情報共有を図
る

豊橋市消防本部
豊橋市消防団
陸上自衛隊第10師団第10特科連隊
愛知県警察

倒壊家屋からの救出
救助（その2）

地震により倒壊した建物の下に生き埋めになっ
ている要救助者を救出し、医療救護所まで搬送
する

陸上自衛隊第10師団、第10特科連隊
捜索救助犬チーム　ＨＤＳーＫ９

車両からの救出救助
車両から脱出できなくなった被災者の救出を行
う

豊橋市消防団

現場応急救護所設置
及び負傷者搬送

現場応急救護所を設置し、一次トリアージ、応
急措置及び負傷者搬送を実施する

豊橋市消防本部
株式会社かけはし

10:00～10:05 被災状況調査
ヘリコプターによる被災状況調査を実施すると
ともに、その映像を会場モニターに投影する

国土交通省中部地方整備局

10:05
救助現場（座屈ビ
ル）までの人員搬送

瓦礫により消防車両が寄り付けない座屈ビルま
で、人員及び資機材の搬送を行う

豊橋市消防本部
豊川市消防本部
岡崎市消防本部

10:05～10:15
被災情報の収集及び
伝達

地上及びヘリコプターのカメラにより災害現場
を撮影し、本部へ伝達する

愛知県警察

 ４　訓練実施項目
 （１）豊橋総合スポーツ公園（実働訓練）

9:35～9:43

10:00～10:20
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時刻 訓練項目 訓練内容 実施機関・団体名

10:10～11:55
医療救護所の開設・
運営

医療関係機関が現場で効果的な医療救護活動を
実施するため、医療救護所を開設し、搬送され
た負傷者に対するトリアージ、応急処置、医療
情報収集等を実施する

愛知県（医務課、医薬安全課、豊川保健所）

豊橋市
豊橋市民病院
（独法）国立病院機構　豊橋医療センター

日本赤十字社愛知県支部
（公社）愛知県医師会
（一社）愛知県歯科医師会
（一社）愛知県薬剤師会
（一社）愛知県女性薬剤師会
（公社）愛知県看護協会
（公社）愛知県歯科衛生士会
（一社）豊橋市医師会
（一社）豊橋市歯科医師会
（一社）豊橋市薬剤師会

10:10～11:55
愛知県歯科医師会現
地災害対策本部の設
置

現地災害対策本部を設置し、通信連絡及び要員
派遣のシミュレーションを実施する

（一社）愛知県歯科医師会

10:13～10:16
情報伝達（南海トラ
フ地震臨時情報（調
査中））

南海トラフ地震臨時情報（調査中）を伝達する 名古屋地方気象台

10:15～11:50
重要施設への都市ガ
ス臨時供給

重要施設において、移動式ガス発生設備を利用
して、都市ガスの臨時供給を実施する

中部瓦斯（株）
経済産業省中部近畿産業保安監督部

10:17～10:25
高圧発電機車への燃
料給油

豊橋市総合体育館への応急送電へ向かう中部電
力の高圧発電機車に燃料を供給する

中部電力（株）
豊橋石油業協同組合

10:25～11:00 重要施設への応急送電
豊橋市総合体育館の機能を確保するため、高圧
発電機車を利用して、応急送電を実施する

中部電力（株）
経済産業省中部近畿産業保安監督部

10:20～11:00 道路啓開（その2）

瓦礫等により寸断された道路から要救助者を救
出し、医療救護所に搬送するとともに、瓦礫の
除去、被災車両のレッカー移動及び夜間作業の
ための照明確保を行う

豊橋市消防本部
豊橋市消防活動支援員
愛知県警察
国土交通省中部地方整備局
（一社）日本自動車連盟愛知支部

10:30～10:50
備蓄医薬品等の輸送
（その１）

備蓄医薬品等を医療救護所へ搬送する

愛知県（医薬安全課、豊川保健所）
愛知県医薬品卸協同組合
中部衛生材料協同組合
東海歯科用品商協同組合愛知県支部
（一社）日本産業・医療ガス協会東海地域本部

愛知県医療機器販売業協会

10:33～10:40 輸血用血液緊急搬送 輸血用血液（模擬）を仮想病院まで搬送する 日本赤十字社愛知県支部

10:36～10:50
緊急物資の輸送
（その１）

地域内輸送拠点に緊急物資を輸送する

陸上自衛隊第10師団、第10特科連隊
（株）ローソン
ミニストップ(株)
愛知県生活協同組合連合会

10:40～10:50
三河港緊急物資先行
輸送

三河港神野地区で荷揚げした緊急物資を地域内
輸送拠点まで先行輸送する

陸上自衛隊第10師団、第10特科連隊

10:40～10:50 要救助者吊上げ救助
ビルに取り残された要救助者の吊上げ救助及び
救急搬送を実施する

愛知県防災航空隊

10:45～11:00
緊急物資の輸送
（その２）

避難所に緊急物資を輸送する 愛知県生活協同組合連合会

11:00～11:40
座屈ビルからの救出
救助

座屈したビルに取り残された要救助者を救出す
る

愛知県警察
豊橋市消防本部
豊橋市消防活動支援員
田原市消防本部
蒲郡市消防本部
新城市消防本部
（特非）愛知災害救助犬協会

11:05～11:07
情報伝達（南海トラ
フ地震臨時情報（巨
大地震警戒））

南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）を伝
達する

名古屋地方気象台

11:08～11:13
災害対策本部への燃
料供給

本部に災害対策本部用燃料の搬送を行う 豊橋石油業協同組合

11:09～11:20
道路啓開作業重機へ
の燃料供給

愛知県石油商業組合手配の燃料タンク車による
道路啓開作業重機への燃料供給を実施する

経済産業省中部経済産業局
国土交通省中部地方整備局
愛知県石油商業組合
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時刻 訓練項目 訓練内容 実施機関・団体名

11:10～11:55
避難所における巡回
診療等

避難所での災害用カルテを使用した巡回診療、
調剤、口腔ケア等を実施し、また、車中泊の避
難者に対し、エコノミークラス症候群の予防啓
発を行う

（公社）愛知県医師会
（一社）愛知県歯科医師会
（一社）愛知県薬剤師会
（公社）愛知県看護協会
（一社）豊橋市医師会
（一社）豊橋市歯科医師会
（一社）豊橋市薬剤師会

11:15～11:30
備蓄医薬品等の輸送
（その２）

医療救護所からの要請に伴い、不足した医薬品
等を医療救護所へ再度輸送する

愛知県（医薬安全課、豊川保健所）
愛知県医薬品卸協同組合
中部衛生材料協同組合
東海歯科用品商協同組合愛知県支部
（一社）日本産業・医療ガス協会東海地域本部

愛知県医療機器販売業協会

11:30～11:50
危険箇所への立入防
止用保安機材設置

危険な場所に住民が立ち入らないよう保安機材
を設置する

（一社）愛知県道路標識・標示業協会

11:35～11:40
消火用水の輸送及び
供給

消火用水を生コン車で貯水槽へ搬入する 東三河生コンクリート協同組合

11:40～11:50
火災防御（一斉放
水）

倒壊ビルに対して一斉放水を行う

豊橋市消防本部
豊橋市消防団
シンフォニアテクノロジー株式会社
株式会社デンソー豊橋製作所
株式会社デンソー豊橋東製作所
日東電工株式会社 豊橋事業所
三菱ケミカル愛知事業所

12:00～12:01
安全行動（シェイク
アウト）

緊急地震速報を合図に各自が安全行動（シェイ
クアウト）を実施する

愛知県
豊橋市

12:02～ 訓練終了、あいさつ 訓練終了

随時 上空視察支援 上空からの視察支援を行う 愛知県警察

随時
通信の確保・被害状
況報告（ＴＶ会議）

現地の災害対策本部と中部地方整備局災害対策
本部との間で、ＴＶ会議により被災状況の報告
を行う

愛知県
豊橋市
中部地方整備局

随時 検視・身元確認 遺体の身元確認等の検案作業を実施する
愛知県警察
（公社）愛知県医師会
（一社）愛知県歯科医師会

随時
医薬品集積所での緊
急医薬品の受入・仕
分・管理

医薬品の受入・仕分・管理を実施する
愛知県（医薬安全課）
（一社）愛知県薬剤師会
（一社）愛知県女性薬剤師会

随時 緊急交通路確保
会場周辺の道路の一部を緊急交通路として、交
通規制を実施する

愛知県警察
（一社）愛知県警備業協会
（一社）日本自動車連盟愛知支部

随時
会場における緊急車
両等の誘導

訓練参加車両の通行及び安全確保を図るため交
通誘導を実施する

（一社）愛知県警備業協会

随時 遺族支援訓練
本災害により被災した死者の遺族に対し、心情
に配意したきめ細やかな支援を行い、精神的被
害の軽減につなげる

愛知県警察
（一社）日本ＤＭＯＲＴ愛知県支部

随時 遺体安置所の運営 ご遺体受付対応を実施 豊橋市

随時
棺の搬入・組立・納
棺及び霊柩車への遺
体収容

検視した御遺体を納棺し、霊柩車に積み込む
愛知県葬祭業協同組合
中部霊柩自動車協会
（（一社）全国霊柩自動車協会）

随時
災害ボランティアセ
ンターの開設

災害ボランティアを受け入れて派遣する
災害ボランティアコーディネーター連絡会

愛知大学地域政策学部
愛知県立西高等学校

随時
避難所における受付
訓練（デモンスト
レーション）

避難所に避難してきた人の受付を行い、聴覚障
碍者等への対応を行う

豊橋手話ネットワーク
とよはし防災リーダー
牟呂校区防災会連絡協議会

 （２）豊橋総合スポーツ公園（防災啓発・車両展示）
　　　※７ページ及び８ページのとおり
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（３）小松原海岸（表浜津波避難訓練）

時刻 訓練項目 訓練内容 実施機関・団体名

8：30 緊急情報伝達訓練
同報系防災無線と発炎筒により海岸利用者へ地
震発生や大津波警報を知らせる

NPO法人表浜ネットワーク
特別養護老人ホーム王寿園
表浜びーちすくーる
表浜ビーチパトロール
市内サーフショップ

8：31 津波避難訓練 海岸から高台、王寿園上階までの避難訓練

NPO法人表浜ネットワーク
特別養護老人ホーム王寿園
表浜びーちすくーる
表浜ビーチパトロール
市内サーフショップ

8：3２ 避難広報活動
ヘリコプターにより避難広報及び避難誘導を実
施する

名古屋市消防局消防部消防航空隊

9：00～9：30 炊き出し訓練 災害時を想定した炊き出し訓練 特別養護老人ホーム王寿園

（４）豊橋駅（帰宅困難者対応訓練）

時刻 訓練項目 訓練内容 実施機関・団体名

9:00 初動対応訓練
地震発生直後の建物安全確認や利用者保護を実
施する

豊橋駅周辺帰宅困難者等対策連絡会

9:10～9:55
帰宅困難者等の避難
誘導

帰宅困難者を一時避難場所、帰宅困難者等支援
施設等へ避難誘導する

豊橋駅周辺帰宅困難者等対策連絡会
愛知県警察
（一社）愛知県警備業協会

9:15～9:55
帰宅困難者等支援施
設開設・受け入れ訓
練

帰宅困難者等の受入れ体制を整え、受け入れを
実施する

穂の国とよはし芸術劇場「ＰＬＡＴ」
こども未来館ここにこ

9:20～935
「Toyohashi_Wi-
Fi」を活用した情報
収集

スマートフォン等により情報を収集する訓練を
実施する

豊橋駅周辺帰宅困難者等対策連絡会
豊橋ケーブルネットワーク（株）

10:00～10:30 防災講話
「豊橋駅周辺帰宅困難者等対応指針」に基づい
た災害などについて講話を行う

豊橋駅周辺帰宅困難者等対策連絡会

（５）小沢小学校（小沢校区防災訓練）

時刻 訓練項目 訓　練　内　容 実施機関・団体名

9:30 地震体験車
小沢校区防災訓練会場において、地震体験車
（なまず号）による地震体験を実施する

愛知県（東三河総局）

9:30 防災啓発
小沢校区防災訓練会場において、家具固定及び
家庭内備蓄の必要性を説明する

愛知県（東三河総局）

10:00
避難所への畳の搬入
及び活用方法の説明

避難所への畳の搬入を体験してもらい、避難所
生活での活用方法を説明する

５日で5000枚の約束プロジェクト委員会

10:30
緊急物資の輸送（小
沢校区）

市防災備蓄倉庫から小沢校区防災訓練会場へ緊
急物資を輸送する

豊橋市
(一社)愛知県トラック協会　東三支部
（豊橋陸運協会）
日本通運株式会社豊橋支店

10:30 緊急物資受入れ
避難所に東三河方面本部支援チームを派遣し、
緊急物資の受入れ業務支援を実施する

愛知県（東三河総局）
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（６）三河港（港湾訓練　※三河港での訓練は参観できません）

時刻 訓練項目 訓　練　内　容 実施機関・団体名

9:10～9:20 船舶避難 津波警報発令に合わせて、船舶避難を行う

国土交通省　三河港湾事務所
海上保安庁第四管区海上保安本部
三河港務所
水難救済会

9:20～9:25
被災調査
（海上）

津波警報・注意報解除後に、海上から航路・泊
地の事前測量を行う

国土交通省　三河港湾事務所

9:25～9:30
被災調査
（海上TEC）

津波警報・注意報解除後に、テックフォース隊
員により、海上から耐震強化岸壁の被災状況調
査（目視）を行う

国土交通省　三河港湾事務所

9:30～9:40
被災調査
（陸上TEC）

津波警報・注意報解除後に、テックフォース隊
員により、陸上から航路・泊地の事前測量及び
耐震強化岸壁の被災状況調査（目視）を行う

国土交通省　三河港湾事務所

9:35～9:50
緊急物資先行輸送
（海上）

本格的な航路啓開前に、沖に停泊する本船から
小型船に緊急物資を積み替えて、耐震強化岸壁
まで物資を先行輸送する

海上自衛隊横須賀地方総監部
海上保安庁第四管区海上保安本部
水難救済会

9:40～9:45
漂流物等調査
（上空）

航空機（ヘリ）により海上の漂流物及び油流出
の状況を確認する

海上保安庁第四管区海上保安本部

9:50～10:00
三河港緊急物資先行
輸送

三河港神野地区で荷揚げした緊急物資を地域内
輸送拠点まで先行輸送する

陸上自衛隊第１０師団第１０特科連隊

10:05～10:10
航路啓開
（漂流物撤去）

津波警報・注意報解除後に、海上からの緊急物
資輸送を受け入れるため、航路・泊地に漂う流
木等の漂流物を撤去する

国土交通省　三河港湾事務所

10:20～10:25
航路啓開
（海上）

耐震強化岸壁に繋がる航路・泊地の点検で判明
した沈降物撤去後、マルチビームソナーによる
事後測量を行う

国土交通省　三河港湾事務所

10:30～10:40 排出油防除 海上に流出した油を防除する 国土交通省　三河港湾事務所

10:40～11:20
緊急物資輸送
（海上）

航路啓開後に緊急物資を海上輸送する 海上自衛隊横須賀地方総監部

（７）その他

時刻 訓練項目 訓　練　内　容 実施機関・団体名

随時
広域ボランティア支
援本部運営

県東大手庁舎に支援本部を設置し、設置・運営
訓練を実施する

愛知県（防災危機管理課）

随時
愛知県災害多言語支
援センター設置・運
営

市から被災外国人支援支援要請を受け、通訳・
翻訳に係る一連の業務を実施する

愛知県（多文化共生推進室）

8：40 幹部輸送
上空からの被災状況の確認及び県警幹部の輸送
を行う

愛知県警察

10:15～11:50
重要施設への都市ガ
ス臨時供給

重要施設において、移動式ガス発生設備を利用
して、都市ガスの臨時供給を実施する

中部瓦斯（株）
経済産業省中部近畿産業保安監督部

10:17～11:00 重要施設への応急送電
豊橋総合体育館において、高圧発電機車による
応急送電を実施する

中部電力（株）
経済産業省中部近畿産業保安監督部
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豊橋総合スポーツ公園 実働訓練会場・防災啓発会場

実働訓練会場（野球場）

防災啓発・車両展示（多目的広場）

7.8m

Ｈ 18m
18m

4.9m

ネット

ネット

ベンチ

ベンチ

防
災
用
備
蓄
倉
庫

催し用仮
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ジ
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休
憩
テ
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お
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え
ス

ペ
ー
ス

S118m

S218m

13 48

37149323420

33364050

4419302238

39 21 18 17

43453576

53 25 12 47 2 52

15 51 46 10 3 31

26

29

28

27

24

23

16

8

11

42

41

5

4

9
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防災啓発・車両展示一覧

実施機関・団体名

1 ペットの災害対策啓発
愛知県（生活衛生課）
豊橋市
（公社）愛知県獣医師会

2 建設業界に係るパネル展示 愛知県（建設企画課）

3 給水車による応急給水体験 愛知県企業庁（東三河水道事務所）

4 車両・資機材展示 愛知県警察

防災啓発（地震体験車、パネル等展示） 豊橋市

豊橋防災ラジオの普及啓発 愛知県電機商業組合豊橋支部

6 防災啓発（ドローン飛行隊『RED GOBLINS』活動紹介） 豊橋市

7 応急仮設トイレの設置 豊橋市

8 応急危険度判定の説明及び木造住宅の耐震対策のすすめ
豊橋市
（公社）愛知建築士会豊橋支部
（公社）愛知県建築士事務所協会東三河支部

9 応急仮設住宅設置
豊橋市
東三建設業協会

10 応急給水 豊橋市

11 緊急消防援助隊車両展示
豊橋市消防本部
岡崎市消防本部
豊川市消防本部

12 自衛隊の災害派遣活動の紹介 自衛隊愛知地方協力本部

13 自衛隊車両等の展示 陸上自衛隊第１０師団　第１０特科連隊第２大隊

炊出し支援 陸上自衛隊第１０師団　第１０特科連隊第２大隊

炊き出し 豊橋市保健給食課

15 入浴支援 陸上自衛隊第１０師団　第１０後方支援連隊

16 移動電源車から放送事業者への電力供給 総務省東海総合通信局

17 防災に対する石油業界の取組み
中部経済産業局
石油連盟

18 防災気象情報に関するパネル展示 名古屋地方気象台

19 防災パネル等の展示 国土地理院中部地方測量部

20 海上保安思想の普及及び防災啓発活動の実施 海上保安庁第四管区海上保安本部

21 災害時生活支援講習 日本赤十字社愛知県支部

22 楽しく学ぶ！防災ゲーム 豊橋市赤十字奉仕団

23 非常用送信車両からのテレビ電波発射 日本放送協会名古屋放送局

24 災害用伝言ダイヤル１７１の体験 西日本電信電話(株)名古屋支店

25 停電情報お知らせサービスのご紹介及び防災パネル等の展示 中部電力(株)

26 災害用統一ＳＳＩＤ「00000JAPAN」のデモンストレーション 無線ＬＡＮビジネス推進連絡会

災害伝言板サービス、避難所支援物品の案内と体験利用

車載型基地局の展示

衛星エントランス車載基地局車両の展示

災害用伝言板の提供、携帯電話無料充電サービス等による避難所支援活動

防災対策の紹介

移動無線車の展示

30 パネル展示等による啓発 （公社）愛知県医師会

歯科口腔保健の啓発 （一社）愛知県歯科医師会

避難所における歯科口腔保健活動・口腔ケア体験 （公社）愛知県歯科衛生士会

災害時の口腔ケア （一社）愛知県歯科技工士会

32 避難所応急救護・エコノミークラス症候群の予防体操講習 （公社）愛知県柔道整復師会

33 避難所における健康教育 （公社）愛知県看護協会

34 防災資器材の広報展示 （公社）日本水難救済会　愛知県水難救済会

35 ローリングストックの啓発 イオンリテール（株）東海カンパニー

36 手話コーナー（展示・手話体験） （一社）愛知県聴覚障害者協会

37 パネル等の展示 （特非）愛知災害救助犬協会

38 家具固定推進と防災啓発 あいち防災リーダー会

39 ローリングストックの啓発 大塚製薬(株)

40 避難所絵カード及び防災備品の展示・防災啓発 豊橋手話ネットワーク

41 消防車両の展示・防災啓発 豊橋市女性防火クラブ連絡協議会

42 消防団の普及啓発 豊橋市消防団

43 アレルギー児の災害対策 ＲＩＮＲＩＮ♪豊橋アレルギーっ子の会

44 防災啓発パネル等の展示 （一社）愛知県LPガス協会　東三河支部

45 自主防災活動の紹介 下地校区自主防災会（S.E.A)

46 仮設給水栓設置 豊橋上下水道工事業協同組合

47 避難所運営に関する啓発 愛知県隊友会豊川支部会

48 応急給水 第一環境（株）　豊橋事務所

49 パネル展示等による事前復興の啓発 （公社）愛知県公共嘱託登記土地家屋調査士協会

50 パネル展示及び災害シミュレーション 東京海上日動火災保険(株)

51 救助犬の訓練展示、防災啓発 捜索救助犬チーム　ＨＤＳ－Ｋ９

52 パッククッキング展示及び体験 豊校区女性防火クラブ

53 防災啓発 愛知県立豊橋工業高等学校

31

ソフトバンク（株）

（株）ＮＴＴドコモ東海支社

ＫＤＤＩ（株）

訓練項目

5

14

27

28

29
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訓練会場（広域図）

23

23

1

42

406

407

31

2

393 豊橋駅

東海道新幹線

豊鉄渥美線

豊橋市役所

豊橋駅

東海道新幹線

豊鉄渥美線

豊橋市役所

豊橋駅

（帰宅困難者等対応訓練会場）
●メイン会場

豊橋総合スポーツ公園

（実働訓練会場・防災啓発会場）

小松原海岸

（表浜津波避難訓練会場）

小沢小学校

（小沢校区防災訓練会場）三河港
（港湾訓練会場）
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訓練会場（案内図）

メイン会場　豊橋総合スポーツ公園（神野新田町字ユノ割）

・実働訓練会場　野球場　

・防災啓発会場　多目的広場
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令和元年８月発行
令和元年度愛知県・豊橋市総合防災訓練のしおり

編集・発行 愛知県防災安全局防災部災害対策課
豊橋市防災危機管理課
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