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豊川市総合防災訓練を実施します！ 
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１ 日 時  

  令和元年９月１日（日）午前８時３０分～午前１１時００分（予定） 

 ２ 場 所 

（１）陸上自衛隊豊川駐屯地訓練場（メイン会場） 

（２）御油小学校（第２会場 御油連区） 

（３）御津、小坂井津波浸水想定区域（第３会場 大草地区、伊奈地区） 

 ３ 目 的 

   大規模地震対策特別措置法、災害対策基本法及び豊川市地域防災計画に基づき、

市、各防災関係機関、自主防災会、防災ボランティア及び災害時協定締結団体等が総

ぐるみで実践的な訓練を実施することにより、訓練参加機関等の地震災害時における

相互協力体制の確立、民間防災体制の強化及び市民防災意識の高揚を図ることを目的

とする。 

 ４ 内 容 

  （１）訓練想定  別添「令和元年度 豊川市総合防災訓練実施計画」のとおり 

  （２）参加人数 約１，０００名 

  （３）参加車両 約５０台 

 



  きらっと☆とよかわっ！ 

愛知県 豊川市 
 

   

５ 本年度の主な特徴 

（１）自主防災活動の推進を図るため、分散型（３つの会場で実施）訓練とし、各地 

区で以下の訓練を実施する。 

ア 第２会場（御油小学校）にて、アルファ化米炊出し訓練、応急手当訓練を実施 

する。 

イ 第３会場（大草地区・伊奈地区）にて、東日本大震災を踏まえ、津波対策に関

する訓練を実施する。 

（２）協定団体等（本年度新規＝東三河生コンクリート協同組合）に関する訓練を実 

施する。 

（３）ドローン等の画像情報伝送機器を活用した、画像による情報伝達訓練を実施す 

る。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【お問い合わせ先】 

豊川市企画部防災対策課 

（伊藤信吾）TEL 0533-89-2194 

 E メール bosai@city.toyokawa.lg.jp 
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１ 目  的 

  大規模地震対策特別措置法、災害対策基本法及び豊川市地域防災計画に基づき、

市及び各防災関係機関、自主防災会、防災ボランティア、災害時協定締結団体等が

総ぐるみで実践的な訓練を実施することにより、訓練参加機関等の地震災害時にお

ける相互協力体制の確立、民間防災体制の強化及び市民防災意識の高揚を図ること

を目的とする。 

２ 訓練実施日 

  令和元年９月１日（日）午前８時３０分から午前１１時００分まで 

３ 実施場所 

⑴  陸上自衛隊豊川駐屯地訓練場（メイン会場） 

⑵  御油小学校（第２会場：御油連区） 

⑶  御津、小坂井地区津波浸水想定区域（第３会場：大草、伊奈地区） 

４ 訓練想定 

⑴  想定災害  南海トラフ地震 

⑵  概  要 

ア 緊急地震速報発表  令和元年９月１日（日）午前８時３０分 

  イ 地 震 発 生  令和元年９月１日（日）午前８時３１分 

  ウ 震 源 地  静岡県沖、三重県沖 

  エ 地 震 の 規 模  マグニチュード９．０ 

  オ 本 市 の 震 度  震度６弱～７ 

  カ 本 市 の 被 害  家屋の倒壊及び火災が発生するとともに、道路の崩壊

による、孤立集落の発生など各地に大きな被害が発生。

また、津波による浸水もみられる。 

５ 訓練参加機関 

  豊川市、豊川市消防団、陸上自衛隊第１０特科連隊、第四管区海上保安本部三河

海上保安署、愛知県豊川警察署、西日本電信電話㈱名古屋支店、中部電力㈱電力ネ

ットワークカンパニー豊川営業所、中部ガス㈱豊川営業所、(一社)愛知県ＬＰガス

協会東三河支部豊川地区会、(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、(福)豊川市社会福祉協議会、(公財)豊川市国際交流協会、豊

川市上下水道工事協同組合、豊川石油業協同組合、豊川陸運協会、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、(一財)中部電気保安協会、生活

協同組合コープあいち、隊友会、豊川警友会、㈱東海典礼、豊川郵便局、市内畳店

（乗本畳店、山脇畳店、浅井畳店、有限会社鍋屋（なべや）商店）、豊川市自主防

災会連絡協議会、豊川市女性防火クラブ、防災ボランティア関係団体、(一社)愛知

県産業廃棄物協会、日本赤十字愛知県支部豊川第２赤十字奉仕団、豊川老人保健施

設ケアリゾートオリーブ、アレルギーっ子の会、豊川市ろうあ者福祉協会、Ｇテク

ノ㈱、㈱アルマダス、セッツカートン㈱、㈱エーコープあいち、東三河生コンクリ

ート協同組合 

 



６ 訓練中止 

⑴  豊川市に暴風、大雨、洪水、高潮のいずれかの特別警報、警報が発令され 

 た場合 

⑵  豊川市で震度４以上の地震が発生した場合 

⑶  南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒・巨大地震注意）が発表された場合 

⑷  伊勢・三河湾に津波警報が発令された場合 

⑸  その他、訓練を中止する必要があると市長が判断した場合 

 

※ 中止の決定は、午前６時００分とします。（ホームページ、とよかわ安心メール等） 



訓練項目

豊川市

災害対策本部 災害対策本部運用

防災対策班 災害対策本部の設置

総務班 倒壊家屋からの人命救助、災害情報の収集

予防班 水消火器による初期消火・救護、避難所運営訓練・訓練進行

消防署班 倒壊家屋から救助・上空からの情報収集訓練

秘書広報班 避難所開設広報（出動報告）

市民協働国際班 避難所開設広報、災害ボランティアセンター設置、所管施設の調査・被害報告

被害調査第１班 人的、建物被害の調査・被害報告

被害調査第２班 人的、建物被害の調査

被害調査第３班 人的、建物被害の調査

保健班 応急救護所の設置

食糧調達班 備蓄食糧の供給

物資調達班 炊き出し用資機材の供給

清掃班 仮設トイレの供給

公共土木施設第１班 公共土木施設等の被害調査・被害報告

公共土木施設第２班 公共土木施設等の被害調査

公共土木施設第３班 公共土木施設等の被害調査

公共土木施設第４班 公共土木施設等の被害調査

公共土木施設第５班 公共土木施設等の被害調査

文教施設第１班 所管施設の被害調査・被害報告

住宅班 公共土木施設等の被害調査

医療班 応急処置の実施

病院管理第１班 応急処置の実施

給水班 応急給水

避難所対策員 避難所の開設及び運用訓練

豊川市防災ドローン航空隊 上空からの情報収集訓練

ジャッキ・バール等による倒壊家屋からの人命救助

初期消火

御津・小坂井地区津波避難所からの報告

装備品・東日本大震災の写真展示

孤立集落からの人命救出・物資搬送

ヘリコプターによる広報活動

倒壊家屋からの人命救出

避難者の誘導

通信の疎通確保

電力施設応急復旧

ガス施設応急復旧

炊き出し用燃料の供給

応急処置の実施

７ 訓練項目及び訓練実施機関

実施機関・団体名

豊川市消防団

陸上自衛隊第１０特科連隊

第四管区海上保安本部三河海上保安署

愛知県豊川警察署

西日本電信電話株式会社名古屋支店

中部電力㈱豊川営業所

中部ガス㈱豊川営業所

一般社団法人愛知県ＬＰガス協会
東三河支部豊川地区会

（一社）豊川市医師会



応急処置の実施

医薬品の供給

災害ボランティアセンター設置・ボランティアの要請

外国人避難者の通訳等

水道施設応急復旧

ジャッキ・バールの提供及び燃料の調達

生活必需品の輸送

道路の復旧

道路の復旧

避難所の電気復旧

避難所の電気復旧

生活必需品等の調達

福祉避難所の開設準備

避難所の開設・運営啓発

避難所の防犯パトロール

葬祭用具の提供

ポストの設置

災害廃棄物処理

避難所への畳の提供

水消火器による初期消火

三角巾を用いた応急救護

ジャッキ・バール・応急担架による倒壊家屋からの救助

避難所の運営（啓発含む）

第２会場：御油小学校（御油小学校区）

第３会場：津波避難訓練（大草地区、伊奈地区）

応急処置の指導

避難所の運営協力

初期消火訓練の指導

避難所の運営協力等

防災ボランティアコーディネーターフォローアップ研修

避難所の運営協力

避難所の運営協力

自立式移動型トイレの供給訓練

上空からの情報収集訓練

段ボールベッド展示

生活必需品等の調達

消火用水搬送

㈱エーコープあいち

東三河生コンクリート協同組合

豊川市自主防災会連絡協議会
（自主防災会関係）

（一社）豊川市歯科医師会

日本赤十字社豊川第２赤十字奉仕団

隊友会

㈱東海典礼

豊川郵便局

市内畳店

豊川警友会

（一社）愛知県産業廃棄物協会

セッツカートン株式会社

豊川老人保健施設ケアリゾートオリーブ

（一社）豊川市薬剤師会

（福）豊川市社会福祉協議会

（公財）豊川市国際交流協会

豊川市上下水道工事協同組合

豊川石油業協同組合

生活協同組合コープあいち

豊川陸運協会 （一社）愛知県トラック
協会

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

（一財）中部電気保安協会

豊川市女性防火クラブ

㈱アルマダス

あいち防災リーダー

とよかわ防災リーダー

豊川防災ボランティアコーディネーターの会

アレルギーっ子の会

豊川ろうあ者福祉協会

Ｇテクノ㈱



８　訓練実施細目
時間 訓練内容等 実施機関名等

8:15 同報系防災行政無線にて訓練予告放送を行う。 災害対策本部

8:19
装備品、震災関係の写真展示を行う。
ダンボールベット等の展示を行う。
災害に関する展示を行う。

陸上自衛隊第１０特科連隊
セッツカートン㈱
乗本畳店、山脇畳店、浅井畳店、鍋谷
商店

8:20 災害用伝言ダイヤル１７１の体験 西日本電信電話㈱名古屋支店

緊急地震速報の放送を行う。
各自防御姿勢を行う。（シェイクアウト訓練）

参加者全員

とよかわ安心メール・職員緊急連絡システムの発信を行
う。

8:32 災害対策本部に職員等が参集を行う。 災害対策本部

8:32 訓練開始報告 防災対策監

8:33 メイン会場内に津波警報の放送を行う。

8:34 副市長の指示で運用訓練を行う。 災害対策本部

8:36
臨海御津１区、２区への避難連絡を行う。
津波に関する避難及び避難誘導を行う。

企業立地推進班
消防団（第７・８方面隊）

8:38
瓦礫埋没車両からの救出、倒壊家屋からの救出を行う。
ドローンによる上空からの情報収集活動
消火用水搬送

自主防災会（救出班）
消防団
豊川警察署
消防署
豊川市防災ドローン航空隊
㈱アルマダス
東三河生コンクリート協同組合

9:00
メイン会場内避難所及び御油小学校の避難所対策員が
避難所へ参集し、避難所開設を行う。

避難所対策員

被害調査出動 管内の人的、家屋等の被害調査を行う。 被害調査第１班～３班

　・公共土木施設等の被害調査 管内の公共土木施設等の被害調査を行う。
公共土木施設第１班～５班
住宅班

避難所指定の所管施設の被害調査を行う。 文教施設第１班

避難所施設の被害調査を行う。 市民協働国際班

9:05 避難所の開設を住民に広報活動を行う。（日本語他４ヶ国語）
秘書広報班
市民協働国際班

9:09
自主防災会がメイン会場内避難所に避難を行う。（避難
所運営訓練）

自主防災会（避難所運営班）
とよかわ防災リーダー
アレルギーっ子の会
豊川市ろうあ者福祉会

9:12 御津、小坂井地区に津波避難の広報活動を行う。 第四管区海上保安本部三河海上保安署

9:13 上空からの状況報告を受ける準備を行う。 消防署

9:15
水・食糧・アレルギー対応の食糧・仮設トイレ等の調達要
請を行う。

避難所対策員

9:16 給水活動を行う。 給水班

仮設トイレの搬入を行う。 清掃班

食糧の搬入を行う。 食糧調達班

炊き出し資材の搬入を行う。 物資調達班

9:20
消防・警察・自衛隊・海上保安署の活動エリア及び活動
内容の決定を行う。

災害対策本部

9:24 プロパンガスの供給を行う。 愛知県LPガス協会

9:25 避難所発電機等に燃料の補給を行う。 豊川石油業協同組合

9:28 電力の復旧を行う。 中部電力㈱豊川営業所

9:29 電気の復旧を行う。
豊川電気災害安全協力会
(一財)中部電気保安協会

9:31 陥没道路の補修及び倒木の除去を行う。
豊川建設業協会
豊川造園建設協同組合

9:33 孤立集落での救出活動・物資搬送を行う。 陸上自衛隊第１０特科連隊

9:35 避難住民をメイン会場内避難所に誘導を行う。
豊川警察署・豊川警友会
自主防災会

9:42 避難所の運営訓練を行う。
自主防災会（避難所啓発）
隊友会

9:43 水消火器での消火訓練を行う。
自主防災会（消火班）
あいち防災リーダー

9:44 三角巾の取り扱い訓練を行う。
自主防災会（救護班）
豊川市女性防火クラブ
(公財)国際交流協会

9:45 避難所の負傷者の報告を行う。 避難所対策員

9:46 応急救護所の開設を行う。 保健班

9:47 医療班が応急救護所の開設を行う。
病院管理第１班
医療班

9:50 医療救護班が応急救護所で医療等を行う。 (一社)豊川市医師会

9:53 福祉避難所開設、通訳ボランティア派遣の要請を行う。 避難所対策員

9:54 災害時要援護者のための福祉避難所開設依頼を行う。 豊川老人保健施設ケアリゾートオリーブ

医療班（市民病院）の出動

医療救護班（豊川市医師会）の出動

御油小学校からの報告

福祉避難所の開設（民間福祉施設）依頼

避難所の啓発

初期消火

救　護

メイン会場内避難所からの報告

応急救護所の開設

避難所電力復旧

道路復旧

陸上自衛隊の救出・プッシュ型支援物資の搬送

住民の避難②避難誘導

活動方針（活動エリア）の決定

プロパンガス供給

燃料の調達

電力復旧

メイン会場内避難所からの報告

給水

9:17

物資調達

　・仮設トイレ搬入

　・食糧搬入

　・炊き出し資材搬入

避難所開設広報

住民の避難①

三河海上保安署ヘリの広報活動

上空からの情報収集活動準備

避難所開設、運営（メイン・第２会場）

9:02
　・避難所指定の所管施設の被害調査

　・避難所施設の被害調査

災害対策本部参集

開始報告

津波警報発令

災害対策本部運用

御津、小坂井地区における避難勧告及び避難誘導

瓦礫埋没車両、倒壊家屋からの救出
及び上空からの情報収集活動

訓練項目等

訓練予告放送（会場内戸別受信機）

陸上自衛隊の装備品等の展示
セッツカートン㈱提供物資展示
市内畳店展示

公衆電話の設置

8:30
訓練開始（緊急地震速報対処）

(地震発生）



時間 訓練内容等 実施機関名等訓練項目等

9:55 通訳ボランティアの派遣依頼を行う。 豊川市国際交流協会

9:56 避難所地区の都市ガスの復旧を行う。 中部ガス㈱豊川営業所

9:57 避難所地区の上水道の復旧を行う。 豊川市上下水道工事協同組合

9:59
応急救護所から歯科医師の派遣及び医薬品の調達要請を行
う。

医療班

10:00 災害時の協定に基づき歯科医療等を行う。 (一社)豊川市歯科医師会

災害時の協定に基づき薬剤師会が救急医薬品を調達
し、避難所での服薬指導等を行う。

(一社)豊川市薬剤師会

10:03 電力の復旧を行う。 中部電力㈱豊川営業所

10:04 災害ボランティアセンターの設置・開設を行う。
豊川防災ボランティアコーディネーターの会

(福)豊川市社会福祉協議会
市民協働国際班

10:08 協定に基づく、生活物資の搬送 豊川市陸運協会

10:10 避難所へ畳の提供、郵便ポストを設置、トイレの供給 市内畳店、豊川郵便局、Ｇテクノ㈱

10:14
災害時要援護者のための福祉避難所開設準備完了の報告を行
う。

豊川老人保健施設ケアリゾートオリーブ

10:16 遺体安置所へ葬祭用具の提供を行う。 ㈱東海典礼

10:18 避難所における給食活動の応援要請を行う。 避難所対策員

10:20 避難所での給食活動等を行う。
日本赤十字社豊川第２赤十字奉仕団
(福)豊川市社会福祉協議会
防災ボランティア関係団体

10:24 御油小学校へ食糧の調達を行う。
生活協同組合コープあいち
㈱エーコープあいち

10:25 災害廃棄物の処理を行なう。 （一社）愛知県産業廃棄物協会

管内の人的、家屋等の被害調査報告を行う。 被害調査第１班～３班

10:27 管内の公共土木施設の被害調査報告を行う。
公共土木施設第１班～５班
住宅班

避難所指定の所管施設の被害調査報告を行う。 文教施設第２班

避難所施設の被害調査報告を行う。 市民協働国際班

消防事案対応件数の報告を行う。 消防長

10:30 訓練終了報告 防災対策監

10:35 市長

10:40

10:45

10:50

９　訓練会場図

終了報告

本部長講評

来賓あいさつ

来賓紹介

（閉会）

災害ボランティア要請

食糧の調達（御油小学校）

災害廃棄物の処理

被害調査報告

・人的、家屋等の被害調査報告

・公共土木施設等の被害調査報告

・避難所指定の所管施設の被害調査報告

・避難所施設の被害調査報告

・消防事案対応件数報告

畳の調達、郵便ポスト設置、トイレの供給

福祉避難所の開設（民間福祉施設）準備完了報告

葬祭用具の提供

メイン会場内避難所からの報告

応急救護所からの報告

歯科医療救護

救急医薬品供給等

電力復旧

災害ボランティアセンターの設置

物資搬送

都市ガス復旧

上水道復旧

通訳ボランティアの派遣依頼



講評

消防署長
1 豊川市消防本部
2 豊川市
3 豊川市消防団
4 陸上自衛隊
5 豊川警察署
6 豊川警友会
7 中部電力株式会社電力ネットワークカンパニー豊川営業所
8 中部ガス株式会社豊川営業所
9 一般社団法人愛知県LPガス協会東三河支部豊川地区会
10 一般社団法人豊川市医師会
11 一般社団法人豊川市歯科医師会
12 一般社団法人豊川市薬剤師会
13 社会福祉法人豊川市社会福祉協議会
14 豊川市上下水道工事協同組合
15 豊川石油業協同組合
16 豊川陸運協会
17 豊川建設業協会
18 豊川造園建設協同組合
19 豊川電気災害安全協力会
20 一般財団法人中部電気保安協会
21 生活協同組合コープあいち
22 隊友会
23 葬祭業社（株式会社東海典礼）
24 豊川郵便局
25 市内畳店

○○市長 26 豊川市自主防災会連絡協議会及び自主防災会
○○副市長 27 豊川市自主防災会連絡協議会及び自主防災会
○○教育長 28 豊川市自主防災会連絡協議会及び自主防災会
○○○ 29 豊川市女性防火クラブ
○○○ 30 防災リーダー（あいち防災リーダー・とよかわ防災リーダー）
○○○ 31 防災リーダー（あいち防災リーダー・とよかわ防災リーダー）
○○○ 32 豊川防災ボランティアコーディネーターの会

33 日本赤十字社豊川第２赤十字奉仕団
34 一般社団法人愛知県産業廃棄物協会
35 豊川老人保健施設ケアリゾートオリーブ
36 アレルギーっ子の会
37 西日本電信電話株式会社名古屋支店
38 豊川市国際交流協会
39 豊川市ろうあ者福祉協会
40 Ｇテクノ株式会社
41 株式会社アルマダス
42 セッツカートン株式会社
43 株式会社エーコープあいち
44 東三河生コンクリート協同組合

演
台


