
令 和 ４ 年 度

主催 ／ 愛知県・豊川市

日時 ／ 令和４年９月４日（日）

　　  　午前９時から午前11時30分まで

　　　  御津2区避難用高台（津波避難訓練）他

場所 ／ 陸上自衛隊豊川駐屯地訓練場（実働訓練・防災啓発）

　　　  豊川市立金屋中学校体育館（避難所関連訓練）

愛 知 県 ・ 豊 川 市

総 合 防 災 訓 練 の し お り

ひとのわ　とよかわ
～防災・減災のまちづくり～

　　　  豊川市立金屋小学校体育館（防災啓発）



２ 訓練参加機関 (順不同 ８６機関)
愛知県、愛知県警察、豊川市、豊川市消防本部、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、航空自衛隊小牧基地、経済産業省中部経済産業局、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、海上保安庁第四管区海上保
安本部三河海上保安署、国土地理院中部地方測量部、日本赤十字社愛知県支部、NHK名古屋放送局、
西日本電信電話株式会社東海支店、中部電力株式会社、中部電力パワーグリッド株式会社、一般社団
法人無線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、楽天モバイル株式会社、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、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、愛知県石油商業組合（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、一般社団法人愛知県道路標識・標示業協会、一般社
団法人愛知県土木研究会、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、株式会社ローソン、
大塚製薬株式会社、公益社団法人愛知県公共嘱託登記土地家屋調査士協会、一般社団法人愛知県聴覚
障害者協会、特定非営利活動法人愛知県難聴・中途失聴者協会、特定非営利活動法人愛知盲ろう者友
の会、愛知登録要約筆記者の会、公益社団法人愛知県獣医師会、あいち防災リーダー会、三菱自動車
工業株式会社、豊川市民病院、豊川市消防団、豊川市女性防火クラブ、サーラエナジー株式会社豊橋
供給センター、愛知県LPガス協会東三河支部、豊川市上下水道工事協同組合、豊川石油業協同組合、
社会福祉法人豊川市社会福祉協議会、公益財団法人豊川市国際交流協会、一般社団法人豊川市医師会、
一般社団法人豊川市歯科医師会、一般社団法人豊川市薬剤師会、豊川陸運協会（一般社団法人愛知県
トラック協会東三河支部）、豊川建設業協会、豊川造園建設協同組合、豊川電気災害安全協力会、一
般財団法人中部電気保安協会豊川営業所、日本赤十字社愛知県支部豊川市第２赤十字奉仕団、日本郵
便株式会社豊川郵便局、株式会社東海典礼、アレルギーっ子の会、5日で5000枚の約束。、公益社
団法人隊友会愛知県隊友会豊川支部会、一般社団法人愛知県産業資源循環協会東三河支部、Ｇテクノ
株式会社、株式会社アルマダス、豊川市ろう者協会、株式会社Life Polish、御津臨海企業懇話会、
東三河ドローン・リバー構想推進協議会、愛知県立宝陵高等学校

３ 協力機関
ひまわり農業協同組合

４ 重点事項
・災害協定を結ぶ事業所及び防災関係機関の連携訓練
・医療救護所の設置・運営訓練
・新型コロナウイルス感染症に配慮した避難所開設・運営訓練
・避難用高台を使用した津波避難訓練
・市民の自助・共助と公助への繋がり及び防災意識の向上に資する啓発

５ 訓練想定
(１) 想定災害

南海トラフ地震
(２) 状況

令和４年９月４日（日）、駿河湾から日向灘を震源域として大規模な地震が発生した。東海
地方から西日本の広い範囲で非常に激しく揺れ、豊川市では震度６強を観測した。

この地震により、市内では家屋の倒壊、火災の発生、道路等の損壊や、電気、通信、ガス、
水道等のライフラインなど、各地で甚大な被害が発生している模様である。また、伊勢湾・
三河湾に大津波警報が発令された。

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川市地
域防災計画に基づき、愛知県、豊川市、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。
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時刻 訓練項目 訓練内容 実施機関・団体名

8:50～9:00
訓練想定、訓練概要
の説明

訓練開始

9:00 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

愛知県

豊川市

9:0２～9:03 大津波警報 大津波警報を伝達する 名古屋地方気象台

道路巡視 道路の被災状況の調査を行う 愛知県（東三河建設事務所）

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

国土交通省中部地方整備局豊橋河川事務所

9:05～9:10
防災ヘリコプターに
よる被災状況調査

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

豊川市消防団

豊川市女性防火クラブ

豊川市ろう者協会

愛知県（医務課・医薬安全課・豊川保健所）

豊川市保健センター

豊川市民病院

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

（公社）愛知県看護協会

（一社）愛知県薬剤師会

（公社）愛知県歯科衛生士会

（一社）豊川市医師会

（一社）豊川市歯科医師会

（一社）豊川市薬剤師会

愛知県立宝陵高等学校

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

（公社）愛知県歯科衛生士会

愛知県（医薬安全課）

（一社）愛知県薬剤師会

（一社）豊川市薬剤師会

9:10～9:40
消火器による初期消
火

【自助】水消火器を使用して初期消火を実施す
る

9:13～11:05

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

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
た負傷者に対する応急医療、医療情報収集等を
実施する（負傷者のトリアージを含む）

 ６　訓練実施項目
 （１）陸上自衛隊豊川駐屯地訓練場及び豊川市陸上競技場（実働訓練）

9:01～9:02
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

9:03～9:15
ドローンによる被害
状況の確認

ドローンが被害状況の調査を行う （株）アルマダス

-2-



時刻 訓練項目 訓練内容 実施機関・団体名

愛知県警察

陸上自衛隊第１０師団第１０特科連隊

豊川市消防本部

9:20～9:30
被害状況調査（上
空）

航空機（ヘリ）による上空からの被害状況調査
を行う

海上保安庁第四管区海上保安本部

9:20～9:40 被害状況偵察
ドローンにより、上空から被害状況の調査を行
う

陸上自衛隊第１０師団第１０特科連隊

9:23～9:53
ガス設備の修繕及び
仮供給訓練

ガス設備損傷個所の修繕訓練及び移動式ガス発
生設備を利用した重要施設への仮供給訓練を行
う

サーラエナジー（株）豊橋供給センター

9:25～9:40 ＬＰガス供給訓練 避難所の炊き出し設備等へＬＰガス供給を行う 愛知県LPガス協会　東三河支部

9:30～9:45
航空機による吊上げ
救助（その１）

津波による孤立者を救助する 航空自衛隊小牧基地

9:30～9:35
ドローンを活用した
上空からの情報収集
活動

ドローンを座屈ビル上空に飛行させ、上空から
の情報収集を実施する

豊川市消防本部

国土交通省中部地方整備局名古屋国道事
務所

（一社）日本自動車連盟愛知支部

豊川建設業協会

豊川造園建設協同組合

9:36～9:46
物資拠点への仮設照
明設備等の設置

物資拠点に仮設照明設備等を設置する 豊川電気災害安全協力会

9:40～10:05 座屈ビルからの救出
地震により座屈ビルの建物内及び屋上に逃げ遅
れた要救助者を救出する

豊川市消防本部

9:43～10:13
倒壊家屋からの救出
救助（その１）

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する

航空自衛隊小牧基地

9:45～10:00
大規模災害発生時の
物資空輸

大規模災害時の物資空輸を想定し、会場上空を
航過飛行する

航空自衛隊小牧基地

愛知県（医薬安全課）

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

中部経済産業局

国土交通省中部地方整備局名古屋国道事
務所

愛知県石油商業組合（石油連盟）

豊川石油業協同組合

陸上自衛隊第１０師団第１０特科連隊

中部電力パワーグリッド（株）

9:55～10:40
被災地域への電源確
保（応急送電）及び
燃料補給連携訓練

停電の状況下で、重要施設（避難所）の機能を
確保するため、高圧発電機車を利用して応急送
電を実施し、高圧発電機車を継続して運転する
ための燃料補給を受ける

9:50～10:10
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

9:53～10:08
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が道路
啓開作業重機へ燃料供給を実施する

9:17～
現場合同指揮本部設
置・運営

現場合同指揮本部に参集し、関係機関との情報
共有、部隊指揮等の調整を行う

9:33～10:13 道路啓開
瓦礫等により寸断された道路から土砂を除去
し、被災車両のレッカー移動を行う
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時刻 訓練項目 訓練内容 実施機関・団体名

 9:57～10:12 給水活動 応急給水活動を実施する 豊川市上下水道工事協同組合

10:03～10:18
航空機による吊上げ
救助（その２）

津波により被災し、孤立した住民をヘリコプ
ターで吊り上げ救助し、安全な場所まで搬送す
る

名古屋市消防局消防部消防航空隊

 10:12～10:27 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

イオンリテール（株）東海カンパニー

（株）ローソン

豊川陸運協会(（一社）愛知県トラック
協会東三河支部)

5日で5000枚の約束。

愛知県（医薬安全課）

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

10:20～10:30
上空からの被災情報
の収集及び伝達

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

10:23～10:53
倒壊家屋からの救出
救助（その２）

倒壊家屋に取り残された住民を救出救助する 陸上自衛隊第１０師団第１０特科連隊

10:33～10:53
緊急物資の輸送（そ
の２）

地域内輸送拠点に緊急物資を輸送し、その後避
難所に緊急物資を輸送する

愛知県生活協同組合連合会

10:35～11:05
航空機による吊上げ
救助（その3）

倒壊家屋屋上に避難した要救助者の吊上げ救助
を行う

陸上自衛隊第１０師団第１０飛行隊

10:40～11:10
埋没車両等からの救
出救助

地震により土砂に生き埋めになっている要救助
者を救出するとともに、土砂に巻き込まれた車
に取り残された要救助者を救出する

愛知県警察

1045～10:48

応急復旧活動のため
の今後の地震活動の
見通しや気象情報の
伝達

救出・救難活動に必要な、今後の地震活動の見
通しや気象状況を解説する

名古屋地方気象台

10:55～11:05
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

豊川市消防本部

豊川市消防団

11:20～ 訓練終了、あいさつ 訓練終了

11:00～11:20 火災防御 炎上する座屈ビルへの消火活動を実施する

10:15～10:30
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し、その後避
難所に緊急物資を輸送する

10:18～10:38
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
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時刻 訓練項目 訓練内容 実施機関・団体名

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 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
地上からの被災情報
の収集及び伝達

ハンディ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

随時

災害復旧現場と防災
本部との情報連携及
び遠隔監視（後方支
援）

地震発生により損傷した電力設備の復旧作業等
を、カメラ及びセンサーにより設備状況の遠隔
監視を行う

中部電力パワーグリッド（株）

名古屋市消防局消防部消防航空隊

各関係機関

豊川市

愛知県警察

（公社）愛知県医師会

（一社）愛知県歯科医師会

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)

（株）東海典礼

時刻 訓練項目 訓練内容 実施機関・団体名

随時 避難所開設訓練
マンホールトイレの設置やパーティションの展
開等、新型コロナウイルスへの対策を考慮した
避難所運営訓練を実施する

豊川市（金屋連区・金屋南連区・金屋中
学校避難所対策員）
(特非)愛知県難聴・中途失聴者協会
愛知登録要約筆記者の会

随時 ボランティアの派遣 災害ボランティアを派遣する
（公財）豊川市国際交流協会
（社福）豊川市社会福祉協議会

随時
避難所へ畳の搬入・
敷き込み

避難所へ畳を輸送し、避難者による敷き込み体
験を行う

5日で5000枚の約束。

随時
避難所にて行えるエ
コノミークラス症候
群の予防体操講習

エコノミークラス症候群の予防体操を指導する （公社）愛知県柔道整復師会

随時
避難所における健康
教育

被災者が避難所内で生活する際の健康上の留意
事項についてパネル展示する

（公社）愛知県看護協会

随時 災害時生活支援講習
避難所生活等で役立つ知識・技術について講習
する

日本赤十字社愛知県支部

随時 炊き出し訓練 災害時を想定した炊き出しを行う
（公社）隊友会
日本赤十字社愛知県支部　豊川市第2赤
十字奉仕団

随時 ＬＰガス供給訓練 炊き出し設備等へＬＰガス供給を行う 愛知県LPガス協会　東三河支部

（2）金屋小学校体育館及び陸上自衛隊豊川駐屯地訓練場（防災啓発）
　　※７ページ～８ページのとおり

（3）金屋中学校体育館（避難所関連訓練）

随時
棺の搬入・組立・納
棺及び霊柩車への遺
体収容

随時
フライトサービス運
営

地震発生により、複数の機関の航空機が活動す
ることを想定し統制を行う

検視した御遺体を納棺し、霊柩車に積み込む

随時 検視・身元確認 遺体の検視・検案・身元確認等を実施する
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（４）御津２区避難用高台（津波避難訓練）

時刻 訓練項目 訓練内容 実施機関・団体名

9:00 緊急情報伝達
防災情報伝達システムにより緊急地震速報及び
大津波警報を知らせる

豊川市

愛知県

豊川市

9:02～9:03 のろしグナル のろしグナルにより避難を呼びかける 豊川市

9:03 津波避難訓練 高台までの避難訓練を行う 御津臨海企業懇話会

9:03 道路巡視 避難ルートとなる臨港道路の巡視を行う 愛知県（三河港務所）

（５）その他

時刻 訓練項目 訓練内容 実施機関・団体名

8:05 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

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
災害ボランティアセ
ンター開設

豊川市社会福祉会館にて災害ボランティアセン
ターを開設し、避難所へのボランティア派遣を
行う

(社福)豊川市社会福祉協議会

愛知県（多文化共生推進室）

豊川市

随時
愛知県災害多言語支
援センター設置・運
営訓練

（公財）愛知県国際交流協会内に支援センター
を設置し、通訳・翻訳の支援、通訳ボランティ
ア派遣に関する連絡訓練を実施する

9:01～9:02
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

9:30～10:30 緊急交通路確保
会場周辺道路において、緊急交通路を指定し、
主要交差点で交通規制を実施するとともに、放
置車両の撤去を行う
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（１）金屋小学校体育館

訓練項目 実施機関・団体名

① 防災に関する石油業界の取り組み 愛知県石油商業組合（石油連盟）

② 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

③ 聴覚障害者の啓発
愛知県（障害福祉課）
（一社）愛知県聴覚障害者協会
豊川市ろう者協会

④ 防災啓発  （特非） 愛知盲ろう者友の会

⑤ 災害時における、アレルギー児への対応についての展示 アレルギーっ子の会

⑥ 防災啓発 海上保安庁第四管区海上保安本部三河海上保安署

⑦ 地震発生避難時の電源開放と電源復旧方法の啓発 （一財）中部電気保安協会　豊川営業所

⑧ 災害時の避難所に感染症対策として配布する光触媒ナノソルCC展示 （株）Life Polish

⑨ 災害対応研究会の取り組み 東三河ドローン・リバー構想推進協議会

（２）陸上自衛隊豊川駐屯地訓練場

訓練項目 実施機関・団体名

① 地震体験車展示 愛知県（東三河総局）

② ペットの災害対策普及啓発
愛知県（生活衛生課）
（公社）愛知県獣医師会

③ 建設業界の災害時役割等のパネル展示
愛知県（建設企画課）
(一社)愛知県土木研究会

④ 災害対策広報 愛知県警察

⑤
消防車両の展示、 ちびっこ防火衣の試着 、潜水隊及び緊急消防援助隊等のパネ
ル展示 豊川市消防本部

⑥ 自衛隊の各種活動の紹介 自衛隊愛知地方協力本部

⑦ 車両展示 陸上自衛隊第１０師団第１０特科連隊

⑧ 防災気象情報に関するパネル展示 名古屋地方気象台

⑨ パネル等の展示（防災・減災の啓発） 国土地理院中部地方測量部

⑩ AR浸水疑似体験と防災や災害情報に関するNHKの取り組み紹介 NHK名古屋放送局

⑪ 災害用伝言ダイヤル１７１の体験 西日本電信電話（株）東海支店

⑫ 「防災パネル」「ICT機材」等の展示 中部電力パワーグリッド（株）

⑬ 災害用統一SSID「00000JAPAN」デモ （一社）無線LANビジネス推進連絡会

⑭ 車載型基地局の展示・防災啓発 ＫＤＤＩ（株）

衛星移動基地局車両等による携帯通信サービス復旧展示 （株）ＮＴＴドコモ　東海支社

災害用伝言板の提供、携帯電話無料充電サービス、水害体験AR （株）ＮＴＴドコモ　東海支社

⑯ 移動無線車の展示、災害対応時の取り組み紹介 ソフトバンク（株）

⑰ 防災対策の啓発及び車両展示 楽天モバイル（株）

⑱ パネル展示等による啓発 （公社）愛知県医師会

⑲ 歯科口腔保健の啓発（口腔ケア） （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

 啓発コーナー展示 イオンリテール（株）東海カンパニー

 防災啓発 大塚製薬（株）

 
家具固定啓発活動、在宅避難のためのトイレ・備蓄啓発、レスキュージャッキ展
示実演 あいち防災リーダー会

 災害時における電動車両の活用 三菱自動車工業（株）

 初期消火、煙体験訓練及び住宅用火災警報器の啓発 豊川市女性防火クラブ

 郵便局の災害への対応に関するパネル展示 日本郵便（株）豊川郵便局

 愛知県産業資源循環協会の活動紹介とコンテナ車展示 （一社）愛知県産業資源循環協会　東三河支部

 
仮設トイレの展示
災害時におけるトイレ問題の啓発 Gテクノ（株）

 ドローン防災啓発展示 （株）アルマダス

⑮

⑳

啓発展示一覧
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(国土地理院地図をもとに作成)

訓練会場（広域図）

1
①実働訓練会場

②避難所関連訓練会場

③防災啓発会場

（陸上自衛隊豊川駐屯地訓練場周辺）

1
④津波避難訓練会場

（御津２区避難用高台）
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陸上自衛隊豊川駐屯地訓練場 実働訓練会場 

令和４年８月発行 

  令和４年度愛知県・豊川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 

        豊川市危機管理課 

訓練車両入退場口 

訓練会場（案内図） 
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