
平成２４年３月１３日（火）９時３０分～１２時３０分

東海・東南海・南海地震対策中部圏戦略会議

防災訓練ガイドブック



「防災-ＴＥＣ」訓練会場マップ

・訓練参加機関相互の情報共有
・現地の被災状況（映像情報）の確認
・内閣府とのTV会議
・岐阜県、静岡県、三重県とのTV会議
・大学とのTV会議
・広域支援に関するTV会議（九州地方整備局）

中部圏戦略会議 訓練本部

＊道路啓開

救援・救護活動の為の復旧・支援
ルートを確保することをいう。

河川環境楽園

・広域支援基地の設置
・災害対策車の集結・出動訓練

・各務原市から救援物資、災害対策車
の受入・出動訓練

・被害状況把握訓練
・漂流者救助・搬送訓練
・海上啓開訓練
・緊急物資輸送訓練
・油回収訓練
・排水訓練
・ライフライン復旧訓練

名古屋港

中勢ＢＰ（国道２３号）

・道路啓開訓練（災害対策車、建設業者
参集）
・避難訓練（道路法面）

■東日本大震災から１年
各地で地震・津波防災に関する「訓練」、「シンポジウム」など

が開催されます。
この防災訓練ガイドブックでは、「防災‐ＴＥＣ」のほか

静岡・愛知・三重・岐阜・長野県内で開催される「防災‐ＴＥＣ」
と連携した訓練等を紹介します。
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・ＳＡでのヘリ離発着訓練
・広域支援部隊の輸送訓練

・道路啓開訓練（災害対策車、建設業者
参集）

新東名高速道路
静岡ＳＡ

・ＳＡでのヘリ離発着訓練
・広域支援部隊の輸送訓練

・道路啓開訓練（災害対策車、建設業者
参集）

新東名高速道路
浜松ＳＡ 日 時： 平成24年3月13日（火）

9:30～12:30（予定）
想定地震： 東海・東南海・南海地震が

同時に発生

・中部圏戦略会議訓練本部とのＴＶ会議
内閣府
岐阜県庁、静岡県庁、三重県庁
静岡大学、名古屋大学、三重大学
九州地方整備局

・緊急物資輸送訓練
県、物流事業者・団体、中部運輸局による物流

本部設置（岐阜・静岡県庁内）

防災-ＴＥＣ ・・・大規模災害に備え、中部圏戦略会議の構成機関
（防災テック） のほか大学や関係団体などが連携体制を確立し

防災力の向上を図ることを目的とする訓練です。

新東名高速道路
駿河湾沼津ＳＡ

・ＳＡでのヘリ離発着訓練
・広域支援部隊の輸送訓練
・道路啓開訓練（災害対策車、建設業者
参集）
・緊急物資輸送訓練
・衛星携帯を使った通信の確保

内閣府・県庁・大学等

2



TV会議により各県の被災情報及び

支援要望等を収集し、迅速な災害対
応を行う訓練を行います。また、大学
に対し有識者の派遣など技術的支援
を要請する訓練を行います。

岐阜・静岡県庁内に関係者（県、物
流事業者・団体、中部運輸局）により
緊急物資輸送に係る物流本部を設
置し、緊急物資輸送施設の選定及び
輸送ルート等の情報収集・発信・提
供訓練を行います。

・中部圏戦略会議訓練本部
とのTV会議

内閣府
岐阜県庁、静岡県庁、三重県庁
静岡大学、名古屋大学、三重大学
九州地方整備局

・緊急物資輸送訓練（物流
本部設置）

中部圏戦略会議訓練本部（中部

地方整備局）に参加機関が参集し、
被災情報の共有など各機関が
連携した広域的な防災訓練を
行います。

・訓練参加機関相互の情報共有

・現地の被災状況（映像情報）の
確認

中部圏戦略会議 訓練本部

内閣府・県庁・大学等
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名古屋港

・被害状況把握訓練
・漂流者救助・搬送訓練
・海上啓開訓練
・緊急物資輸送訓練
・油回収訓練
・排水訓練
・ライフライン復旧訓練

名古屋港ガーデン埠頭及び
前面海域において、漂流者の
捜索・救助・搬送訓練、海上
啓開訓練、緊急物資輸送訓
練、ライフライン事業者による
緊急対応訓練、排水ポンプ車
による排水訓練などを行いま
す。

4



・ＳＡでのヘリ離発着訓練
・広域支援部隊の輸送訓練

・道路啓開訓練（災害対策車、建
設業者参集）
・緊急物資輸送訓練
・衛星携帯を使った通信の確保

新東名高速道路

駿河湾沼津SA・静岡SA・浜松SA

災害時の迅速な応援部隊・医
療救護チーム派遣を目的とし
たヘリコプターによる輸送訓練
を行います。また、関係機関の
連携による道路啓開訓練、緊
急物資の輸送訓練などを行い
ます。
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河川環境楽園

中勢ＢＰ（国道２３号）

・広域支援基地の設置

・災害対策車の集結・出動訓
練

・各務原市から救援物資、災
害対策車の受入・出動訓練

河川環境楽園に広域支援基地を設
置し、東海北陸自動車道川島ＰＡ・木
曽川堤防を利用した災害対策車の集
結・出動訓練や救援物資の輸送訓練
を行います。

・道路啓開訓練（災害対策
車、建設業者参集）
・避難訓練（道路法面）

中勢バイパスにおいて、関係機関の
連携による道路啓開訓練を行います。

また、道路法面への避難訓練を行い
ます。
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静岡県内の訓練等

２
３

４

５

６

７

８

９
１

２

３

４

５

６

７

８

１

１

12

11

10

９

7



事務所名 実施日 訓練等名称 内容及び開催地 問合せ先等

3月4日
地震防災シンポジウム－東日本大震災から一年
伊豆地域の安全安心を考える－

3月4日 パネル展示（シンポジウム会場にて実施）

3月13日 沼津河川国道事務所　地震津波防災訓練
津波避難訓練を含む情報伝達訓練を事務所及び出張所に
て実施

3月13日 中部圏戦略会議　地震・津波防災訓練
道路啓開等参集、映像配信等
沼津SA（新東名）にて実施

3月13日
中部圏戦略会議　地震・津波防災訓練（道路啓開実
働訓練）

道路啓開車両（災害対策本部車及び重機積載車）を参集
浜松ＳＡ（新東名）にて実施

浜松河川国道事務所　副所長（道路）
０５３ー４６６ー０１１１

3/9～3/16 東日本大震災のパネル展示 国道１号　道の駅「潮見坂」（湖西市）にて実施
浜松河川国道事務所　道路管理第一課
０５３ー４６６ー０１１９

3 静岡河川事務所 3月13日 災害対策支部初動対応手順書による立ち上げ訓練
静岡河川事務所　管理課
０５４ー２７３ー９１０５

4 富士砂防事務所 3月13日 由比出張所津波避難訓練
富士砂防事務所　総務課
０５４４ー２７ー５２２１

3月13日 中部圏戦略会議　地震・津波防災訓練 静岡SA（新東名）にて実施

3月13日 情報伝達訓練

3/10～3/23
パネル展示（東日本大震災の記録、道路橋の長寿
命化）

道の駅「すばしり」、「富士」、「朝霧高原」、「宇津ノ谷峠」に
て実施

6 長島ダム管理所 3月10日 公開防災訓練、情報伝達訓練
長島ダム管理所
０５７４ー４３ー１１０８

7 静岡営繕事務所 3月13日 管内官庁施設及び県内被災情報収集・伝達訓練
県内官庁施設情報伝達・収集、被災状況実地調査訓練、
防災システムを利用した被災情報収集訓練　他

静岡営繕事務所　技術課
０５４ー２５５ー１４２１

3月13日 情報伝達訓練 清水港行政機関

3月8日 パネル展示 御前崎市：佐倉公民館さくらんぼホールにて実施

3/2～3/11 パネル展示 静岡市清水区：エスパルスドリームプラザにて実施

3/9～3/15 パネル展示 沼津市：みなとオアシス沼津にて実施

3/5～ パネル展示

3月13日 緊急物資輸送初動訓練 静岡県庁に参集し、緊急物資輸送初動訓練に参加

伊豆市生きいきプラザにて実施

1

2

5

8 清水港湾事務所

静岡国道事務所 

浜松河川国道事務所 

清水港湾事務所　総務課
０５４ー３５２ー４１４６

9 静岡運輸支局
静岡運輸支局（企画調整）
054-261-2939

沼津河川国道事務所　工務第二課
０５５ー９３４ー２００６

沼津河川国道事務所　調査第一課
０５５ー９３４ー２００９

静岡県内の中部地方整備局・中部運輸局の訓練等

静岡国道事務所　管理第一課
０５４ー２５０－８９０６
http://www.cbr.mlit.go.jp/shizukoku/

沼津河川国道事務所 

実施機関 実施日 訓練等名称 内容及び開催地 問合せ先等

静岡県・静岡県内沿岸市町 3月11日前後 津波避難訓練 静岡県内沿岸市町 －

1 静岡市 3月12日 岩手県山田町派遣研修報告会
東日本大震災により被災した岩手県山田町に派遣された
職員による派遣期間中の活動報告

－

2 磐田市 3月11日 防災講演会
磐田市福田公民館ホール（磐田市福田１５８７－１）にて実
施

磐田市　自治防災課
0538-37-4903

3 袋井市 3月11日
”３．１１東日本大震災を忘れない”パートナーシップ
による地震対策の取組報告会・防災講演会

メロープラザ１階多目的ホール（袋井市浅名１０２７）にて実
施

袋井市　防災課
0538-44-3108

3月11日 津波避難訓練
避難訓練、水門・陸閘の操作・点検、情報伝達訓練、防災
資機材等の点検　土肥地区自主防災会（津波浸水想定区
域他：１５地区）

伊豆市　地域づくり課
０５５８－７２－９８６７

3月4日 地震防災シンポジウム
基調講演「想定外を生き抜く力～大津波から生き抜いた釜
石市の児童・生徒の主体的行動に学ぶ」
伊豆市市民文化ホール（生きいきプラザ）にて実施

伊豆市　土地対策課
０５５８－８３－５２０４
伊豆市　地域づくり課
０５５８－７２－９８６７
http://www.city.izu.shizuoka.jp

5 御前崎市 3月8日 防災講演会 御前崎市：佐倉公民館さくらんぼホールにて実施
御前崎市　防災課
０５３７－８５－１１１９

6 伊豆の国市 2/16～3/15 記録写真・パネル展 伊豆の国市中央図書館、韮山庁舎、大仁庁舎にて実施 －

7 函南町 3月12日 函南町まちづくりセミナー「防災研修会」

「東海地震から命を守ろう！　～東日本大震災から学ぶ
～」
　　　講　師　静岡県地震防災アドバイザー　郷　隆志　氏
　　　函南町役場　２階　大会議室　にて実施

函南町　総務課
０５５－９７９－８１０２

8 長泉町 3月11日 長泉町防災耐震セミナー
講演会、パネル展示
長泉小学校体育館にて実施

長泉町　地域防災課
電話　055-989-5505
FAX　  055-989-5656
MAIL  bousai@nagaizumi.org
http://japan.nagaizumi.org/bousai/n
ews/20.html

9 川根本町 3月10日 情報伝達訓練
川根本町　総務課
０５４７－５６－２２２０

10 沼津市 3月11日 災害対策本部運営訓練
沼津市　危機管理課
０５５－９３４－４８０３

3月11日 東日本大震災犠牲者の方への黙祷 同報無線による黙祷呼びかけ、サイレン吹鳴

3月11日
東日本大震災被災地への支援について
市長ラジオ出演（ＦＭみしま・かんなみ）

三島市で行ってきた被災地への支援等に関して市長ラジ
オ出演

12 清水町 3月4日 外国人防災講座
町内在住の外国人を対象とした防災講座を実施
（地震体験車、煙体験コーナー、パネル展示）
清水町地域交流センターにて実施

清水町　安全安心課
０５５－９８１－８２０５

ＮＥＸＣＯ中日本 3/7～3/9 地震防災訓練 管内全てのＳＡ・ＰＡ及び料金所にて誘導訓練等を実施
ＮＥＸＣＯ中日本お客さまセンター
0120-922-229

静岡県内の地方自治体の訓練等

三島市
三島市　危機管理課
０５５－９８３－２６５０

伊豆市4
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愛知県内の訓練等
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実施機関 実施日 訓練等名称 内容及び開催地 問合せ先等

3月11日 楽しくって、役に立つ　にこにこプチ・サバイバル
煙の中から避難しよう、防災ビデオの上映、防災カルタ大
会、バケツリレーで記録に挑戦

3/11～18 こども未来館におけるパネル展示

2 一宮市 3/11～18 市役所ロビーにおけるパネル展示
一宮市　危機管理室
0586-28-8959

3 春日井市 3/10～3/20 防災フェア
防災用品とパネルの展示
春日井市南部ふれあいセンターにて実施

春日井市　市民安全課
０５８６－８５－６０７２
http://www.citykasugai.lg.jp/bosai/b
osai/bousaifair.html

3/5～3/23 東日本大震災への職員派遣写真のパネル展示 市役所南庁舎１階にて実施

3/11～18 市役所南庁舎１階におけるパネル展示

5 蒲郡市 3月17日 安全安心のまちフェア
防災・交通安全・防犯車両等展示、体験
「ラグーナ蒲郡駐車場」にて実施

蒲郡市　安全安心課
0533-66-1156

6 東海市 3月11日
東海市及び東海市社会福祉協議会が実施した被災
地支援活動を市民へ報告するもの

市民約１５０人を対象
東海市　防災安全課
052-603-2211

7 弥富市 3月10日 弥富市防災講演会
講師：名古屋大学大学院　川崎准教授
弥富市十四山スポーツセンターにて実施

弥富市　防災安全課
 0567-65-1111(内線362)
http://city.yatomi.aichi.jp/index.html

8 長久手市 3月11日 防災展示ブース設置
市主催の福祉まつりの際に、防災展示ブースを設け、地震
防災に対する啓発や、パネル展示を行う

長久手市　安心安全課
0561-56-0611

9 大府市 3月11日 東日本大震災復興支援セレモニー
黙祷、友好都市（遠野市）とのテレビ会議、自衛隊の被災
地救援報告会、チャリティバザー等

大府市　生活安全課
0562-45-6215

10 東郷町内娯楽施設経営者 3月5日 消防イベント 防火訓練等
東郷町　安全安心課
0561-38-3111

11 刈谷市 3月11日の週 非常参集訓練
刈谷市　危機管理課
0566-62-1190

ＮＥＸＣＯ中日本 3/7～3/9 地震防災訓練 管内全てのＳＡ・ＰＡ及び料金所にて誘導訓練等を実施
ＮＥＸＣＯ中日本お客さまセンター
0120-922-229

愛知県内の地方自治体の訓練等

豊橋市　福祉部こども未来館
0532-21-5526
http://www.coconico.jp/info/event-
201203.html

豊田市　防災防犯課
0565-34-6750

豊橋市1

豊田市4

事務所名 実施日 訓練等名称 内容及び開催地 問合せ先等

3月13日 災害対策車操作訓練（庄内川沿川自治体参加）
災害対策車操作訓練（照明車、排水ポンプ車、Ｋｕ－ＳＡＴ）
名古屋市北区にて実施

3月13日 排水訓練
・津波により浸水した区域の排水を行う。
名古屋港ガーデン埠頭にて実施

2 豊橋河川事務所 3月13日 地震・津波勉強会
豊川・矢作川の歴史地震・津波、東日本大震災を受けての
各種委員会・調査会等の関連、指針等の変更概要の勉強

豊橋河川事務所　調査課
０５３２ー４８ー８１０７

3 設楽ダム工事事務所 3月12日 地震防災訓練 避難訓練、支部設置訓練、情報収集訓練
設楽ダム工事事務所　調査・品質確保課
０５３６ー２３ー４３８７

3月13日 排水訓練
・津波により浸水した区域の排水を行う。その際、夜間作業
が想定されるため、照明車を準備する。
名古屋港ガーデン埠頭にて実施

3/11～18 パネル展示
東日本大震災の被害状況及び中部地方整備局の支援内
容等のパネル展示
庁舎内玄関、道の駅にて実施

5 愛知国道事務所 3月12日 地震・津波防災訓練
情報伝達訓練、TEC-FORCE・リエゾン派遣の機材等確
認、工事請負者によるSNS情報提供

愛知国道事務所　工務課
０５２ー７６１ー１１９５
http://www.cbr.mlit.go.jp/aikoku/

3月13日 津波避難訓練

3月13日 初動体制手順訓練

7 矢作ダム管理所 3月13日 地震防災訓練 参集訓練、初動対応訓練
矢作ダム管理所　管理係
０５６５ー６８ー２３２１

8 中部技術事務所 3月13日 中部圏戦略会議　地震・津波防災訓練
津波排水訓練
名古屋港にて実施

中部技術事務所　防災・技術課
０５２ー７２３ー５７０３

9 名古屋港湾事務所 3月13日 名古屋港において防災訓練実施

・漂流者捜索救助訓練
・海上流出油回収訓練
・清龍丸へのヘリ着船訓練
・航路啓開訓練
・緊急物資輸送訓練
名古屋港ガーデン埠頭及び前面海域にて実施

名古屋港湾事務所　総務課
０５２ー６５１ー６２６６

3月13日 防災機器操作の習得 三河港湾事務所にて実施

3月13～21日 パネル展示
豊橋市：ポートインフォメーションセンター「カモメリア」にて
実施

11 名古屋港湾空港技術調査事務所 3月13日 「津波」をテーマとする実験の実施（来所者見学可）

・長水路水槽での津波実験
・伊勢湾模型水槽での津波による漂流物実験
・映像の放映
事務所にて実施

名古屋港湾空港技術調査事務所　総務
課
０５２ー６１２ー９９８１
http://www.meigi.pa.cbr.mlit.go.jp/top/jik
kenkoukai02.pdf

12 保全指導・監督室（営繕部） 3月13日 津波浸水対策訓練
・防水扉閉鎖訓練
名古屋港湾合同庁舎（本館）にて実施

中部地方整備局　保全指導・監督室
０５２ー９５３ー８１９６

13 木曽川下流河川事務所 3月13日 情報伝達訓練
・公園利用者への情報周知
東海広場、長良川サービスセンターにて実施

木曽川下流河川事務所　河川公園課
０５９４－２４－５７１９

14 木曽川上流河川事務所 3/9～3/20 防災パネル展示 １３８タワーパークにて実施
木曽川上流河川事務所　河川公園課
０５８－２５１－１３７９

3/5～ パネル展示

3月13日 災害対策本部運営訓練 情報伝達と防災器具設置訓練

三河港湾事務所事務所　総務課
０５３２ー３２ー３２５１

名古屋国道事務所　管理第一課
０５２ー８５３ー７３２４

名四国道事務所　総務課
０５２ー８２３ー７９１１

名古屋国道事務所 

名四国道事務所 

三河港湾事務所

庄内川河川事務所

愛知県内の中部地方整備局・中部運輸局の訓練等

庄内川河川事務所　管理課
０５２ー９１４ー６７１４
http://www.cbr.mlit.go.jp/shonai/

1

4

10

6

愛知運輸支局（企画調整）
052-351-531115 愛知運輸支局
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実施機関 実施日 訓練等名称 内容及び開催地 問合せ先等

1
四日市市（港地区自主防災組織
連絡協議会）

3月1日 千歳町グループ防災訓練 港地区（千歳地区）にて実施
四日市市　危機管理室
０５９－３５４－８１１９

2 尾鷲市 3月19日 東紀州地域防災講演会 尾鷲市内にて実施
尾鷲市　建設課
０５９７－２３－８２４１

3月18日 地域防災講演会
講師：三重大学教授
熊野市内にて実施

3月25日 地域防災講演会
講師：東京経済大学教授
熊野市内にて実施

4 いなべ市 3/17～3/18 地元の祭りに「地震に関するブース」を設置

梅林公園で行う梅祭りに「地震に関するブース」を設置、地
震体験車や、写真の展示（H23.3～12月まで、いなべ市職
員2名を大船渡市に派遣した際に撮影した現地写真）を行
う

いなべ市　総務課
０５９４－７４－５８０５

5 菰野町 3月9日 情報連絡訓練
「災害時における相互応援の協定書」を締結している新潟
県三条市・茨城県東海村と町内に在店している７スーパー
と情報連絡訓練を実施する。

菰野町　総務課
059-391-1102

6 大紀町 3月2日 地震・津波に関する講演会 大紀町にて実施
大紀町　防災安全課
０５９８－７３－３３１８

7 紀宝町 3月18日 地域防災講演会
講師：三重大学教授
紀宝町にて実施

紀宝町　総務課
0735-33-0335

8 御浜町 3月18日 地域防災講演会
講師：三重大学教授
御浜町にて実施

御浜町　総務課
05979-3-0505

9
四日市港霞ヶ関地区災害対策協
議会

3月9日 津波避難訓練、情報伝達訓練
四日市港霞ケ浦地区での地震・津波を想定した情報伝達
訓練及び霞ケ浦地区内の避難場所への避難訓練

四日市港管理組合　整備課
059-366-7031

ＮＥＸＣＯ中日本 3/7～3/9 地震防災訓練 管内全てのＳＡ・ＰＡ及び料金所にて誘導訓練等を実施
ＮＥＸＣＯ中日本お客さまセンター
0120-922-229

三重県内の地方自治体の訓練等

熊野市
熊野市　防災対策推進課
０５９７－８９－４１１１3

事務所名 実施日 訓練等名称 内容及び開催地 問合せ先等

3月13日 東日本大震災のパネル展示 道の駅「関宿」にて実施

3月13日 中部圏戦略会議　地震・津波防災訓練 松阪市、津市にて実施

3月12日 対策支部初動体制訓練
木曽川下流河川事務所　防災情報課
０５９４－２４－５７２１

3月13日 復旧資材輸送訓練
台船曳航による復旧資材の水上輸送
（地震・津波時は津波が落ち着いた後、高潮・洪水時は水
位が落ち着いた後を想定して実施）

木曽川下流河川事務所　調査課
０５９４－２４－５７１５

3月8日 近畿自動車道紀勢線　トンネル防災訓練 紀勢自動車道（海山IC～尾鷲北IC）
紀勢国道事務所　管理第一課
０５９８－５２－５３６６

3月10日 東日本大震災パネル展示 紀勢自動車道（海山IC～尾鷲北IC）

3月19～20日 東日本大震災パネル展示 パネル展示（尾鷲市にて実施）

3月13日 避難訓練 津波避難ビルを想定

3月13日 四日市港湾事務所との情報連絡訓練

3月9～12日 職員の情報伝達訓練

3月13日 みちパトシステムの訓練

3月13日 パネル展示（東日本大震災） 道の駅「いが」にて実施

3月13日 災害対策車両操作訓練 道の駅「いが」にて実施

5 蓮ダム管理所 3月13日 地震避難訓練
蓮ダム管理所おいて、地震発生を想定した職員による避難
訓練。

蓮ダム管理所　管理係
０５９８－４５－０３７１

6 四日市港湾事務所 3月13日 情報伝達訓練
災害時における道路・港湾相互の情報共有の強化を図る
ため、衛星携帯等を利用した情報伝達訓練を実施

四日市港湾事務所　総務課
０５９－３５１－１３５７

3/5～ パネル展示

津波避難訓練 避難指定場所への実動避難誘導

情報伝達訓練 支局・事務所間及び出張者への情報伝達

3月15日 地震・津波避難誘導打合会開催 関係団体と来客者避難誘導について協議

紀勢国道事務所　調査設計課
０５９８－５２－５３６５

三重県内の中部地方整備局・中部運輸局の訓練等

三重河川国道事務所　計画課
０５９－２２９－２２６９

木曽川下流河川事務所 

北勢国道事務所　管理課
０５９５－８２－１３１２

三重河川国道事務所 

紀勢国道事務所 

北勢国道事務所 

7 三重運輸支局 3月12日
三重運輸支局（企画調整）
059-234-8411

1

2

3

4
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事務所名 実施日 訓練等名称 内容及び開催地 問合せ先等

3月12日 情報伝達訓練（非常参集訓練）

3月6～11日
「３．１１東日本大震災」から１年　広域支援を考える
パネル展

パネル展示（テックフォース派遣・ポンプ車（東北・タイ）派遣
時の作業状況を展示し、広域支援を考える）

3月15日
天竜川上流域の大規模災害への備えを考える防災
講演会

国総研：後藤氏及び事務所長講演（大規模災害時における
地域連携のうえでの事務所の役割を説明）
アイ・パルいなんにて実施

天竜川上流河川事務所　砂防調査課
０２６５－８１－６４１７

3月13日 地震発生時における初動体制訓練　　　　　　　　　　　　

3/19～3/23 テックフォースのパネル展示 伊那市の公共施設内にて展示

3月13日 地震初動訓練・静岡県後方支援訓練
・初動体制確立
・後方支援静岡ルート確保
・東海地震を想定しての支援ルート走行訓練

3/9～3/16 パネル展示（東日本大震災） 道の駅「日義木曽駒高原」にて実施

3月13日 災害対策車両展示 道の駅「日義木曽駒高原」にて実施

4 天竜川ダム統合管理事務所 3月9日 事務所と支所における連絡回線の構築訓練
天竜川ダム統合管理事務所　防災情報
課
０２６５－８８－３８５９

3

1

2 三峰川総合開発工事事務所 

飯田国道事務所 

天竜川上流河川事務所 

飯田国道事務所　総務課
０２６５－５３－７２００

三峰川総合開発工事事務所　総務課
０２６５－９８－２９２１

天竜川上流河川事務所　品質確保課
０２６５－８１－６４１６

長野県内の中部地方整備局の訓練等

実施機関 実施日 訓練等名称 内容及び開催地 問合せ先等

1 飯田市 3月9日 地震防災講演会
前釜石市副市長による3．11災害対策の講演
「飯田市鼎文化センター大ホール」にて実施

飯田市　危機管理・交通安全対策室
0265-22-4511

2 駒ヶ根市 3/6～3/11
「３．１１東北大震災」から１年　広域支援を考えるパ
ネル展

パネル展示（二本松市派遣時の作業状況を展示し、広域
支援を考える）

駒ヶ根市　水道課
0265-83-2111

3 高森町 3月18日 高森町防災講演会
群馬大学広域首都圏防災研究センター長の講演
「高森町福祉センター２階大ホール」にて実施

高森町　総務課
0265-35-9402

ＮＥＸＣＯ中日本 3/7～3/9 地震防災訓練 管内全てのＳＡ・ＰＡ及び料金所にて誘導訓練等を実施
ＮＥＸＣＯ中日本お客さまセンター
0120-922-229

長野県内の地方自治体の訓練等

実施機関 実施日 訓練等名称 内容及び開催地 問合せ先等

ＮＥＸＣＯ中日本 3/7～3/9 地震防災訓練 管内全てのＳＡ・ＰＡ及び料金所にて誘導訓練等を実施
ＮＥＸＣＯ中日本お客さまセンター
0120-922-229

岐阜県 3月11日
東日本大震災復興支援事業「３・１１こよみのよ
ぶね」

鎮魂と復興の願いを込めたメッセージ行灯の製作
岐阜市長良川河畔にて実施

岐阜県　ぎふ清流国体推進局
０５８－２７２－８８５３
http://www.gifukokutai2012.jp/koku
tai/kyotunews/2012/02/21-
4495.php

岐阜県内の地方自治体の訓練等

事務所名 実施日 訓練等名称 内容及び開催地 問合せ先等

3月上旬 管内でのパネル展示（東日本大震災）
道の駅「可児ッテ」、道の駅「志野・織部」、多治見市内にて
実施

3月13日 災害対策車両操作訓練 道の駅「可児ッテ」にて実施

3月13日 初動対応手順書による訓練

3月13日 中部圏戦略会議　地震・津波防災訓練
広域支援基地の設置
河川環境楽園にて実施

木曽川上流河川事務所　防災情報課
０５８－２５１－４２６５

3/9～3/31 防災パネル展示 河川環境楽園にて実施
木曽川上流河川事務所　河川公園課
０５８－２５１－１３７９

3月13日 地震時初動対応訓練

3月13日 地震・津波訓練（広域支援基地設営訓練） 河川環境楽園にて実施

3月7日 越美山系砂防大規模土砂災害危機管理検討会 事務所にて実施

2～3月 中部圏戦略会議関連パネル展 事務所１階ロビーにて実施

4 新丸山ダム工事事務所 2/20～3/16 防災啓発パネル展
（パネル内容：東日本大震災の状況、中部地整の支援状
況、防災啓発）
八百津町確定申告会場にて実施

新丸山ダム工事事務所　調査・品質確保
課
０５７４－４３－４１７３

3/9～3/16 東日本大震災のパネル展示
管内の道の駅５箇所及び岐阜駅（３／３～３／１８）にて実
施

3月13日 地震・津波訓練 河川環境楽園にて実施

3/8，3/13 災害対策車両操作訓練
道の駅「飛騨街道なぎさ」（3月8日）、道の駅「アルプ飛騨古
川」（3月13日）にて実施

3/8～3/13 パネル展示（東日本大震災）
道の駅「飛騨街道なぎさ」、道の駅「アルプ飛騨古川」にて
実施

7 丸山ダム管理所 3月13日 地震対応訓練
丸山ダム管理所　管理係
０５７４－４３－１１０８

3/9～3/18 パネル展示（東日本大震災、公園関係） 木曽三川公園センターにて実施

3月13日 災害対策車の展示（排水ポンプ車、照明車） 木曽三川公園センターにて実施

3月13日 情報伝達訓練
・公園利用者への情報周知
東海広場、長良川サービスセンターにて実施

3/5～ パネル展示

3月13日 非常参集訓練

3/6～3/9 地震体験講座
岐阜県防災センターにて、装置にて地震体験及び座
学

岐阜国道事務所　管理第一課
０５８－２７１－９８１７
http://www.cbr.mlit.go.jp/gifu/index.html

木曽川上流河川事務所 

多治見砂防国道事務所　道路管理課
０５７２－２５－８０２７

越美山系砂防事務所　調査・品質確保課
０５８５－２２－２１６３
http://www.cbr.mlit.go.jp/etsumi/

高山国道事務所 

木曽川下流河川事務所
木曽川下流河川事務所　河川公園課
０５９４－２４－５７１９

9 岐阜運輸支局
岐阜運輸支局（企画調整）
058-279-3716

高山国道事務所　総務課
０５７７－３６－３８１１
www.cbr.mlit.go.jp/takayama/index.html

6

8

1

2

3

5

越美山系砂防事務所 

岐阜国道事務所 

岐阜県内の中部地方整備局・中部運輸局の訓練等

多治見砂防国道事務所 
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中部圏地震防災基本戦略【中間とりまとめ】

平成23年12月27日公表

東海・東南海・南海地震対策
中部圏戦略会議

分野別検討会

・中部地方幹線道路協議会

・港湾地震・津波対策検討会議 等

第２回 平成23年12月26日

地震・津波対策アドバイザリー会議

平成23年11月25日

第１回 平成23年10月4日（設立）

事務局：中部地方整備局

平成24年10月頃 【最終とりまとめ】予定

● 座長（奥野信宏 中京大学教授）
◆ 学識経験者
■ 国の地方支分部局
■ 地方公共団体
■ 経済団体
■ ライフライン関係団体等 計98機関

東海・東南海・南海地震対策中部圏戦略会議の概要

東日本大震災を踏まえ、運命を共にする中部圏の国、地方公共団体、
学識経験者、地元経済界が幅広く連携し、東海・東南海・南海地震等の
巨大地震に対して総合的かつ広域的視点から一体となって重点的・戦
略的に取り組むべき事項を「中部圏地震防災基本戦略」として協働で策
定し、フォローアップしていきます。

中部圏（５県）市町村（１８９）

１．災害に強いものづくり中部の構築 （中部経済産業局）

２．災害に強い物流システムの構築 （中部運輸局）

３．災害に強いまちづくり （中部地方整備局）

４．情報伝達の多層化・充実と情報共有の強化
（東海総合通信局）

５．防災意識改革と防災教育の推進 （三重県）

６．確実な避難を達成するための各種施策の推進 （静岡県）

７．防災拠点のネットワーク形成に向けた検討
（中部地方整備局）

８．道路啓開・航路啓開等のオペレーション計画の策定
（中部地方整備局）

９．災害廃棄物処理のための広域的連携体制の整備
（中部地方環境事務所）

１０．関係機関相互の連携による防災訓練の実施
（中部管区警察局）

※（ ）内は、幹事機関

戦略会議では１０の『優先的に取り組む連携課題』を選定
し、関係機関が分担・連携して取り組んでいます。
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問い合わせ先

東海・東南海・南海地震対策中部圏戦略会議事務局（国土交通省中部地方整備局）

〒４６０－８５１４名古屋市中区三の丸２－５－１ 名古屋合同庁舎２号館

℡：０５２－９５３－８３５７

【国の機関】 【ライフライン等関係機関】

中部管区警察局 名古屋港管理組合

東海総合通信局 四日市港管理組合

東海財務局 日本赤十字社長野県支部

名古屋国税局 日本赤十字社岐阜県支部

東海北陸厚生局 日本赤十字社静岡県支部

東海農政局 日本赤十字社愛知県支部

中部経済産業局 日本赤十字社三重県支部

中部近畿産業保安監督部 独立行政法人 水資源機構　中部支社

中部地方整備局 中日本高速道路株式会社名古屋支社

中部運輸局 中日本高速道路株式会社東京支社

国土地理院中部地方測量部 中部電力株式会社

名古屋地方気象台 西日本電信電話株式会社東海事業本部

第四管区海上保安本部 株式会社ＮＴＴドコモ東海支社

陸上自衛隊第１師団 東邦ガス株式会社

陸上自衛隊第１０師団 社団法人　長野県エルピーガス協会

陸上自衛隊第１２旅団

海上自衛隊横須賀地方総監部

　 静岡大学

【地方公共団体等】 　 名古屋大学

長野県 　 三重大学

岐阜県 　 内閣府

静岡県 　 九州地方整備局

愛知県  　各務原市

三重県 　 社団法人日本建設業連合会　中部支部

　 名古屋市 　 社団法人日本道路建設業協会　中部支部

浜松市 　 社団法人日本橋梁建設協会　中部事務所

長野県警察本部  社団法人プレストレスト・コンクリート建設業協会　中部支部

岐阜県警察本部 　 社団法人静岡県建設業協会

静岡県警察本部 　 社団法人三重県建設業協会

愛知県警察本部 　 社団法人静岡県トラック協会

三重県警察本部 　 社団法人愛知県トラック協会

　 社団法人岐阜県トラック協会

【経済団体】 　 静岡県倉庫協会

社団法人中部経済連合会 　 東海倉庫協会　岐阜支部

　 中部鉄道協会

【報道関係機関】 　 社団法人名古屋清港会

日本放送協会名古屋放送局 　 社団法人日本埋立浚渫協会　中部支部

　 東海内航海運組合

　 名古屋港運協会

３．１３中部圏戦略会議　地震・津波防災訓練　参加機関一覧

○中部圏戦略会議構成員（４６機関）

○訓練協力機関（２２機関）
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