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地方名 期日 訓練名 訓練等の内容 参加団体

北海道 平成30年９月２日(日) 北広島市総合防災訓練

災害対策用移動通信機器
の展示、移動電源車の展
示等、臨時災害放送局用
機器の展示等

北広島市防災会議構成機関　等

北海道 平成30年９月８日(土) 千歳市総合防災訓練

災害対策用移動通信機器
搬入訓練（実働訓練）（調
整中）、衛星携帯電話によ
る通信訓練、災害対策用
移動通信機器の展示、移
動電源車の展示等、臨時
災害放送局用機器の展示
等

千歳市防災会議構成機関　等

北海道
平成30年
10月中旬から11月頃

北海道地方非常通信訓
練

非常通信訓練（地方ルー
ト）、災害対策用移動通信
機器搬入等訓練（実働訓
練）（調整中）

北海道地方非常通信協議会構
成地方自治体　等

東北 平成30年９月４日(火)
平成30年度青森県総合
防災訓練

災害対策用移動通信機器
搬入訓練（実働訓練）、災
害対策用移動通信機器の
展示、移動電源車の展示
等

青森県内の指定地方行政機関
及び指定地方公共機関等91機
関

東北 平成30年11月10日(土)
平成30年度多賀城市総
合防災訓練

災害対策用移動通信機器搬
入訓練（実働訓練）、臨時災
害放送局用機器の展示等

多賀城市等の指定地方行政機
関及び指定地方公共機関等

東北
平成30年
11月17日(土)～18日(日)

緊急消防援助隊北海道
東北ﾌﾞﾛｯｸ合同訓練

災害対策用移動通信機器搬
入訓練（実働訓練）、災害対
策用移動通信機器の展示、
移動電源車の展示等

 緊急消防援助隊 161隊、 県内
消防応援隊 31隊、 関係機関
（自衛隊、警察、DMAT等） 53隊
等 245団体

関東 平成30年９月２日(日)
平成30年度栃木県･鹿
沼市総合防災訓練

非常通信訓練（地方ルー
ト）、災害対策用移動通信機
器搬入訓練（実働訓練）、ア
マチュア無線による情報伝
達訓練、災害対策用移動通
信機器の展示、臨時災害放
送局用移動通信機器の展示
等、ヘリテレ映像伝送訓練、
ドローンによる空撮及び映像
伝送訓練

栃木県、鹿沼市、鹿沼市消防本
部、栃木県警察本部、陸上自衛
隊第１2特科隊、宇都宮地方気
象台、宇都宮国道事務所、日本
赤十字社栃木県支部、（独）国立
病院機構栃木医療センター、栃
木県石油商業組合、東京電力パ
ワーグリッド（株）、NHK宇都宮放
送局　等

関東 平成30年９月１日(土)
平成30年度群馬県総合
防災訓練

アマチュア無線による情報
伝達訓練、災害対策用移動
通信機器の展示、応急用無
線局開設訓練

群馬県無線赤十字奉仕団、赤十
字飛行隊群馬支隊、陸上自衛隊
第12旅団、群馬県警察本部、多
野藤岡広域消防本部、藤岡市消
防団、国土交通省、日本赤十字
社群馬県支部ほか関係機関、ラ
イフライン関係各社、各種ボラン
ティア等

平成30年度総合防災訓練における非常通信訓練等
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関東 平成30年９月５日(水)
平成30年度総合防災訓
練における非常通信訓
練

非常通信訓練（中央ルート・
地方ルート）、アマチュア無
線による情報伝達訓練

松田町、山北町、清川村、神奈
川県警察本部

関東 平成30年９月１日(土)
平成30年第39回九都県
市合同防災訓練(川崎
会場)

災害対策用移動通信機器の
展示、移動電源車の展示
等、臨時災害放送局用機器
の展示等、ＩＣＴユニットの展
示等

埼玉県、千葉県、東京都、神奈
川県、横浜市、川崎市、千葉市、
さいたま市、相模原市、自衛隊、
消防本部、警察本部

信越 平成30年10月11日（木）
信越地方非常通信協議
会 感度交換訓練

防災相互通信用無線局によ
る通信訓練

防災相互波を具備した無線局を
所有している団体（県、市町村、
消防機関、県警察本部、国土交
通省、海上保安庁、放送事業
者、電力・ガス事業者、日本赤十
字社等（調整中））

北陸 平成30年９月２日(日)
平成30年度富山県総合
防災訓練

非常通信訓練（地方ルー
ト）、アマチュア無線による情
報伝達訓練、衛星携帯電話
による通信訓練、災害対策
用移動通信機器の展示、移
動電源車の展示等、臨時災
害放送局用機器の展示等

富山県、氷見市、高岡市、射水
市、国土交通省、氷見市消防本
部、高岡市消防本部、射水市消
防本部、富山県警察本部、自衛
隊、富山地方気象台、国土地理
院　等

北陸 平成30年９月２日(日) 石川県防災総合訓練
非常通信訓練（地方ルー
ト）、防災相互通信用無線局
による通信訓練

石川県、金沢市等98機関（調整
中）

北陸
平成30年
11月９日（金）～10日（土）

平成30年度近畿府県合
同防災訓練

衛星可搬局による通信訓
練、災害対策用移動通信機
器の展示、移動電源車の展
示等、臨時災害放送局用機
器の展示等、衛星車載局を
利用した映像伝送訓練、ヘリ
テレ映像伝送訓練

福井県、三重県、滋賀県、京都
府、大阪府、兵庫県、奈良県、和
歌山県、徳島県　他

東海 平成30年９月２日(日) 岐阜県総合防災訓練
災害対策用移動通信機器の
展示、移動電源車の展示等

岐阜県、岐阜県警察、美濃市、
自衛隊、国土交通省、指定公共
機関、ライフライン機関、地域の
法人、団体、ボランティア組織等

東海 平成30年９月２日(日)
静岡市･静岡県
総合防災訓練

災害対策用移動通信機器の
展示、移動電源車の展示
等、ＩＣＴユニットの展示等、
移動電源車から災害対策本
部等への電力供給訓練

静岡県、静岡市、警察本部、消
防本部、自衛隊、海上保安庁、
国出先機関、医療救護機関、ラ
イフライン機関、地域の法人・団
体、ボランティア組織等

東海 平成30年11月３日(土)
大規模津波
総合防災訓練

災害対策用移動通信機器の
展示、移動電源車の展示
等、ＩＣＴユニットの展示等

国土交通省、経済産業省、自衛
隊、海上保安庁、三重県、三重
県警察、四日市市、四日市市消
防本部、鳥羽市、指定公共機
関、四日市港管理組合等
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東海 平成30年11月18日(日)
美浜町･河和南部学区
合同防災訓練

災害対策用移動通信機器の
展示、移動電源車の展示
等、ＩＣＴユニットの展示等

美浜町、愛知県防災航空隊、愛
知県半田警察署、陸上自衛隊第
35普通科連隊、知多南部消防組
合、美浜町消防団、西日本電信
電話、知多半島ケーブルネット
ワーク、地域の法人・団体等

東海 平成30年11月25日(日) 御殿場市防災訓練

災害対策用移動通信機器の
展示、移動電源車の展示
等、ＩＣＴユニットの展示等、コ
ミュニティＦＭ放送（臨時災害
用放送局）への電力供給訓
練

調整中

東海 平成30年11月18日(日)
美浜町･河和南部学区
合同防災訓練

災害対策用移動通信機器の
展示、移動電源車の展示
等、ＩＣＴユニットの展示等

美浜町、愛知県防災航空隊、愛
知県半田警察署、陸上自衛隊第
35普通科連隊、知多南部消防組
合、美浜町消防団、西日本電信
電話、知多半島ケーブルネット
ワーク、地域の法人・団体等

近畿 平成30年９月２日(日)
平成30年度滋賀県総合
防災訓練

防災相互通信用無線局によ
る通信訓練

滋賀県、甲賀広域行政組合消防
本部

近畿 平成30年９月２日(日)
平成30年度京都府総合
防災訓練

アマチュア無線による情報
伝達訓練

（一社）日本アマチュア無線連盟
京都府支部

近畿 平成30年11月４日(日)
平成30年度大阪府･泉
南地域５市３町合同防
災訓練

260MHz移動無線を活用し
た、基地局緊急解放時の相
互通信訓練

大阪府、河内長野市、大阪狭山
市、千早赤阪村

近畿 平成30年10月14日(日)
平成30年度津波災害対
応実践訓練

災害対策用移動通信機器搬
入訓練（実働訓練）（調整
中）、移動電源車の展示等、
ICTユニットの展示等、漁業
無線による伝達訓練、全県
移動系防災行政無線による
災害情報の収集及び伝達訓
練、公共ブロードバンド移動
通信システムによる映像伝
送訓練（調整中）

和歌山県、串本町、自衛隊（陸
海空）、近畿地方整備局、海上
保安庁、県警察本部、漁業組合
等

中国 平成30年11月４日(日)
平成30年度広島県総合
防災訓練

災害対策用移動通信機器搬
入訓練（実動訓練）、災害対
策用移動通信機器の展示、
移動電源車の展示等、ICT
ユニットの展示等、ドローン
による空撮及び映像伝送訓
練

調整中

四国 平成30年９月１日(土)
平成30年度徳島県総合防
災訓練

災害対策用移動通信機器の
展示、移動電源車の展示
等、臨時災害放送局用機器
の展示等、ＩＣＴユニットの展
示等

徳島県、市町ほか消防機関、電力・
道路/ガス・電気通信事業者等団体
企業　等（計100機関）

九州 調整中
平成30年度佐賀県原子
力防災訓練

非常通信訓練（地方ルー
ト）、災害対策用移動通信機
器搬入訓練（実働訓練）、佐
賀県防災行政ネットワークに
よる映像、音声等の通信訓
練

佐賀県、玄海町、唐津市、伊万
里市等
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九州 平成30年12月上旬
防災相互波を活用した
通信訓練

災害対策用移動通信機器搬
入訓練（実働訓練）、防災相
互通信用無線局による通信
訓練

調整中

九州 平成30年10月頃
平成30年度第二次九州
地方非常通信訓練

非常通信訓練（地方ルート）

九州地方非常通信協議会構成
員、福岡県非常通信連絡会、佐
賀地区非常通信連絡会、長崎地
区非常通信連絡会、熊本地区非
常通信連絡会、大分地区非常通
信連絡会、宮崎地区非常通信連
絡会、鹿児島地区非常通信連絡
会

沖縄 平成30年９月１日（土）

平成30年度沖縄県総合
防災訓練
(防災相互通信用無線
局による通信訓練等)

非常通信訓練（地方ルー
ト）、防災相互通信用無線局
による通信訓練、衛星携帯
電話による通信訓練、災害
対策用移動通信機器の展
示、ICTユニットの展示

内閣府沖縄総合事務局、陸上自
衛隊第十五旅団、航空自衛隊南
西航空方面隊、第十一管区海上
保安本部、沖縄県、沖縄県警察
本部、那覇市消防局

沖縄
平成30年８月23日（木）か
ら30日（木）の間

平成30年度沖縄県総合
防災訓練
(災害対策用移動通信
機器貸出訓練)

非常通信訓練（地方ルー
ト）、災害対策用移動通信機
器搬入訓練（実働訓練・机上
訓練）、衛星携帯電話による
通信訓練、国際ＶＨＦ（船舶
共通通信システム）による通
信訓練、災害対策用移動通
信機器及びICTユニットの実
演

久米島町、座間味村、粟国村、
北大東村、南大東村、公益社団
法人西部海難防止協議会

沖縄 平成30年９月１日（土）

平成30年度沖縄県総合
防災訓練
(ドローンによる交通困
難地域への災害対策用
移動通信機器の搬送訓
練)

災害対策用移動通信機器搬
入訓練（実働訓練・机上訓
練）、MCA無線機よる通信訓
練、ドローンによる交通困難
地域（本島周辺離島）への災
害対策用移動通信機器の搬
送訓練

島尻消防組合消防本部、東京大
学大学院、救急・災害時ドローン
プラットフォームネットワーク、島
尻消防組合消防団久高島班

沖縄 平成30年11月６日（火）
平成30年度沖縄県総合防
災訓練
(情報連絡訓練)

災害対策用移動通信機器搬
入訓練（机上訓練）

沖縄県及び沖縄本島南部圏域
14市町村
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北海道 平成30年８月26日(日) 南幌町防災訓練

災害対策用移動通信機器
の展示、移動電源車の展
示等、臨時災害放送局用
機器の展示等

南幌町防災会議構成機関　等

東北 平成30年６月12日(火)
平成30年度｢みやぎ県
民防災の日｣総合防災
訓練

非常通信訓練（地方ルー
ト）、災害対策用移動通信
機器搬入訓練（机上訓練）

宮城県及び宮城県内各市町村、
指定地方行政機関等168機関

関東 平成30年７月９日(月)
平成30年度栃木県･芳
賀町防災図上訓練

非常通信訓練（地方ルー
ト）、災害対策用移動通信機
器搬入訓練（実働訓練・机上
訓練）、防災相互通信用無
線局による通信訓練

栃木県、芳賀町、芳賀地区広域
行政事務組合消防本部、栃木県
警察本部、陸上自衛隊第12特科
隊、自衛隊栃木地方協力本部、
宇都宮地方気象台、宇都宮国道
事務所、日本赤十字社栃木県支
部、（一社）栃木県トラック協会、
栃木県倉庫協会

関東 平成30年８月26日(日)
平成30年度埼玉県･蓮
田市総合防災訓練概要

衛星可搬局による通信訓
練、災害現地映像伝送訓練

埼玉県、蓮田市

関東 平成30年８月26日(日)
第39回九都県市合同防
災訓練･千葉県会場訓
練

非常通信訓練（地方ルー
ト）、災害対策用移動通信機
器搬入訓練（実働訓練）、衛
星可搬局による通信訓練、
災害対策用移動通信機器の
展示

千葉県警察本部、自衛隊　等

関東 平成30年５月19日(土)
第67回 利根川水系連
合･総合水防演習

移動電源車の展示等、臨時
災害放送局用機器の展示
等、ＩＣＴユニットの展示等

国土交通省、茨城県、埼玉県、
千葉県、栃木県、群馬県、神奈
川県、加須市、自衛隊、消防本
部、警察本部

関東 平成30年８月26日(日)
平成30年第39回九都県
市合同防災訓練(千葉
会場)

災害対策用移動通信機器の
展示、移動電源車の展示
等、臨時災害放送局用機器
の展示等、ＩＣＴユニットの展
示等

埼玉県、千葉県、東京都、神奈
川県、横浜市、川崎市、千葉市、
さいたま市、相模原市、自衛隊、
消防本部、警察本部

東海 平成30年５月20日(日)
三重県受援体制整備に
向けた活動実験

災害対策用移動通信機器搬
入訓練（実働訓練）、災害対
策用移動通信機器の展示、
移動電源車の展示等、ＩＣＴ
ユニットの展示等、移動電源
車から本部代替施設への電
力供給訓練、対策本部にお
ける通信訓練

桑名市、いなべ桑名市、 いなべ
四日市、四日市、木曽岬町、東
員町、菰野町、朝日町、川越町、
自衛隊、海上保安庁、三重県警
察本部、県内の消防署　等

東海 平成30年８月26日(日)
愛知県･津島市総合防
災訓練

災害対策用移動通信機器の
展示、移動電源車の展示
等、ＩＣＴユニットの展示等、
移動電源車から災害対策本
部等への電力供給訓練

愛知県、愛知県警察、津島市、
津島市消防本部、自衛隊、指定
地方行政機関、指定公共機関、
指定地方公共機関、医療関係機
関、防災関係機関、自主防災組
織、ボランティア団体、地域住民
等

（参考）平成30年８月29日で実施済のもの
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地方名 期日 訓練名 訓練等の内容 参加団体

近畿 平成30年８月５日（日）
平成30年度奈良県防災
総合訓練

移動電源車の展示等、ＩＣＴ
ユニットの展示等

奈良県、田原本町、自衛隊　等

四国 平成30年５月27日（日）
平成３０年度高知県総合
防災訓練・地域防災フェス
ティバル

アマチュア無線による情報
伝達訓練、衛星可搬局によ
る通信訓練、災害対策用移
動通信機器の展示、移動電
源車の展示等、臨時災害放
送局用機器の展示等、ＩＣＴ
ユニットの展示等

高知県防災会議、高知市防災会
議、土佐市防災会議、いの町防災
会議、仁淀川町防災会議、佐川町
防災会議、越知町防災会議、日高
村防災会議、高知県内７市町村、
消防本部、警察本部、自衛隊、海
上保安庁、四国地方整備局、四国
経済産業局、防災関係団体・企業
等(計87機関)

九州 平成30年５月27日（日） 鹿児島県総合防災訓練
アマチュア無線による情報
伝達訓練、災害対策用移動
通信機器の展示

鹿児島県、指宿市、指宿南九州
消防組合、日本アマチュア無線
連盟県支部、県赤十字アマチュ
ア無線奉仕団等79団体

九州
平成30年
７月24日（火）～25日（水）

平成30年度第一次九州
地方非常通信訓練

非常通信訓練（地方ルート）

九州地方非常通信協議会構成
員、福岡県非常通信連絡会、佐
賀地区非常通信連絡会、長崎地
区非常通信連絡会、熊本地区非
常通信連絡会、大分地区非常通
信連絡会、宮崎地区非常通信連
絡会、鹿児島地区非常通信連絡
会

沖縄
平成30年7月18日(水)～19
日（木）

美ら島レスキュー2018
災害対策用移動通信機器搬
入訓練（机上訓練）

陸上自衛隊第十五旅団、沖縄
県、内閣府沖縄総合事務局、第
十一管区海上保安本部、沖縄県
警察本部等　94機関

沖縄 平成30年８月８日(水)
うるま市､恩納村の災害
時相互支援訓練

災害対策用移動通信機器搬
入訓練（実働訓練・机上訓
練）、災害対策用移動通信
機器の展示、ICTユニットの
展示

うるま市、恩納村


