別紙２
平成 29 年度総合防災訓練における非常通信訓練等
地方名

期日

訓練名

訓練等の内容

北海道

平成 29 年
平成 29 年度北海道防災 災害対策用移動通信機器搬入
8 月 29 日（火） 総合訓練本部運営訓練 訓練（机上訓練）

北海道

平成 29 年
9 月 1 日（金）

平成 29 年度北海道防災
臨時災害放送局用機器の展示
総合訓練

北海道

平成 29 年
9 月 9 日（土）

平成 29 年度千歳市総合 災害対策用移動通信機器の展
防災訓練
示、移動電源車の展示

北海道

平成 29 年
9 月下旬～10 月
中旬頃

北海道

平成 29 年
千歳市総合防災訓練
11 月 14 日（火）

北海道

平成 29 年 11 月
中旬

北海道地方非常通信訓
練

東北

平成 29 年
9 月 3 日（日）

秋田県総合防災訓練

東北

平成 29 年
9 月 3 日（日）

山形県総合防災訓練

漁業無線システムを活
用した非常通信訓練

参加団体
北海道、北海道警察本部、陸上
自衛隊北部方面総監部、北海道
開発局、第一管区海上保安本
部、(株)NTT 東日本、(株)NTT
ドコモ、(株)KDDI、(株)ソフト
バンク、道内放送会社等北海道
防災会議構成機関、北海道と防
災相互協定を締結する機関
他
北海道、北海道警察本部、陸上
自衛隊北部方面総監部、北海道
開発局、第一管区海上保安本
部、(株)NTT 東日本、(株)NTT
ドコモ、(株)KDDI、(株)ソフト
バンク、道内放送会社等北海道
防災会議構成機関、北海道と防
災相互協定を締結する機関
他
北海道、千歳市、北海道開発局、
管区気象台、陸上自衛隊、航空
自衛隊、北海道電力、(株)JR
北海道、千歳警察署、(株)NTT
ドコモ北海道支社、千歳市防災
会議構成機関 他

非常通信訓練（中央ルート及び
地方ルート）、災害対策用移動
北海道、余市町、余市郡漁業協
通信機器搬入訓練（実働訓練）、
会 他
漁業用無線局の固定間通信に
よる情報伝達訓練
北海道、千歳市、北海道開発局、
管区気象台、陸上自衛隊、航空
災害対策用移動通信機器搬入
自衛隊、北海道電力、JR 北海
訓練（机上訓練）
道(株)、千歳警察署、(株)NTT
ドコモ北海道支社、千歳市防災
会議構成機関 他
非常通信訓練（地方ルート）、
災害対策用移動通信機器搬入
調整中
訓練（机上訓練）、防災相互通
信用無線局による通信訓練
秋田県、大館市、秋田県警察本
部、東京都渋谷区、茨城県常陸
大宮市、兵庫県篠山市、自衛隊、
災害対策用移動通信機器搬入
国土交通省東北地方整備局、日
訓練（実働訓練）
本赤十字社、(株)NTT 東日本、
秋田県医師会、秋田県ＤＭＡＴ
他
山形県、酒田市、鶴岡市、庄内
町、三川町、遊佐町、自衛隊、
臨時災害放送局用機器の展示
山形県警察本部、酒田地区広域
行政組合消防本部、各消防団、
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地方名

期日

訓練名

東北

平成 29 年
9 月下旬～10 月
中旬頃

漁業無線システムを活
用した非常通信訓練

東北

平成 29 年
平成 29 年度緊急消防援
10 月 6 日（金） 助隊北海道東北ブロッ
～7 日（土）
ク合同訓練

東北

平成 29 年
11 月 26 日（日） 防災推進国民大会 2017
～27（月）

関東

平成 29 年
9 月 1 日（金）

第 38 回九都県市合同防
災訓練

関東

平成 29 年
9 月 2 日（土)

平成 29 年度群馬県総合
防災訓練

関東

平成 29 年
9 月 7 日（木）

平成 29 年度総合防災訓
練における非常通信訓
練

関東

平成 29 年
10 月 24 日(火)
～25 日(水)

平成 29 年度緊急消防援
助隊関東ブロック合同
訓練

信越

平成 29 年 10 月
12 日（木）

信越地方感度交換訓練

北陸

平成 29 年
9 月 3 日（日）

石川県防災総合訓練

北陸

平成 29 年
９月下旬

平成 29 年度富山県総合
防災訓練

訓練等の内容

参加団体
国土交通省東北地方整備局、山
形地方気象台、酒田海上保安
部、東北管区警察局、(株)NTT
東日本、(株)NTT ドコモ、日本
地域放送支援機構 他

非常通信訓練（中央ルート及び
地方ルート）、漁業用無線局の
調整中
固定間通信による情報伝達訓
練
総務省消防庁、自衛隊、北海道
東北ブロック1 道7 県の緊急消
防援助隊登録部隊及び山形県
消防相互応援隊、秋田県警察本
災害対策用移動通信機器搬入
部、米沢市、置賜広域行政事務
訓練（実働訓練）
組合、国土交通省東北地方整備
局、山形地方気象台、日本赤十
字社、医師会 他
内閣府、防災推進協議会、防災
災害対策用移動通信機器の展
示、移動電源車の展示、臨時災 推進国民会議、宮城県、仙台市、
害放送局用機器の展示
東北大学 他
埼玉県、千葉県、東京都、神奈
災害対策用移動通信機器の展
示、移動電源車の展示、臨時災 川県、横浜市、川崎市、千葉市、
害放送局用機器の展示、ICT ユ さいたま市、相模原市、自衛隊、
ニットの展示
各消防機関、各警察本部
群馬県、渋川市アマチュア無線
非常通信協議会、群馬県無線赤
十字奉仕団、群馬県警察本部、
渋川広域消防本部、渋川市消防
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 団、国土交通省、赤十字飛行隊
群馬支隊、陸上自衛隊第 12 旅
器の展示
団、日本赤十字社群馬県支部、
ライフライン機関、各種ボラン
ティア団体 他
神奈川県、鎌倉市、逗子市、座
非常通信訓練（中央ルート及び
間市、神奈川県企業庁、内閣府、
地方ルート）
消防庁
防災相互通信用無線局による
通信訓練、衛星可搬局による通
信訓練、衛星携帯電話による通 自衛隊、国土交通省、関東ブロ
信訓練、ヘリテレ及びヘリサッ ックの各緊急消防援助隊・消防
トによる映像伝送訓練、モバイ 本部 他
ルエンコーダによる映像伝達
訓練
防災相互波を具備した無線局
を所有する団体（県、市町村、
防災相互通信用無線局による
消防機関、県警察本部、国土交
通信訓練
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））
非常通信訓練（地方ルート）、
防災相互通信用無線局による
石川県、金沢市 他
通信訓練
非常通信訓練（地方ルート）、 富山県、富山市、立山町、富山
災害対策用移動通信機器搬入
市消防局、立山町消防本部、富
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地方名

東海

東海

東海

近畿

近畿

近畿
近畿

近畿

近畿

近畿
中国

期日
（調整中）

平成 29 年
9 月 3 日（日）

平成 29 年
9 月 3 日（日）

訓練名

訓練等の内容
訓練（実働訓練）、衛星可搬局
による通信訓練、衛星携帯電話
による通信訓練、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、移動
電源車の展示、臨時災害放送局
用機器の展示、ICT ユニットの
展示
平成 29 年度岐阜県・高 災害対策用移動通信機器の展
山市総合防災訓練
示、移動電源車の展示

平成 29 年度静岡県・南 災害対策用移動通信機器の展
駿地域総合防災訓練
示、移動電源車の展示

災害対策用移動通信機器の展
平成 29 年度三重県・伊
示、移動電源車の展示、移動電
平成 29 年
賀市・尾鷲市・紀北町総
源車から災害対策本部等への
11 月 5 日（日）
合防災訓練
電力供給訓練
ヘリテレ映像の配信及び衛星
平成 29 年
平成 29 年度京都府総合 車載局を利用した現地映像の
9 月 3 日（日） 防災訓練
配信、アマチュア無線による情
報伝達訓練
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）、防災相互通
平成 29 年
平成 29 年度兵庫県丹波 信用無線局による通信訓練、衛
星可搬局による通信訓練、衛星
9 月 3 日（日） 地域合同防災訓練
携帯電話による通信訓練、衛星
を利用した現地映像及びヘリ
テレ映像の配信
平成 29 年
平成 29 年度奈良県防災 防災相互通信用無線局による
9 月 10 日（日） 総合訓練
通信訓練
平成 29 年
平成 29 年度滋賀県総合 防災相互通信用無線局による
9 月 10 日(日)
防災訓練
通信訓練

平成 29 年
10 月 22 日(日)

平成 29 年
11 月 4 日(土)
～5 日（日）
平成 30 年
1 月中旬
（調整中）
平成 29 年
9 月 3 日（日）

参加団体
山県警察本部、国土交通省、自
衛隊、富山地方気象台、国土地
理院 他

調整中
静岡県、沼津市、裾野市、清水
町、長泉町、自主防災会、消防
団、静岡県警察本部、自衛隊、
在日米軍、静岡地方気象台、中
部地方整備局、医療救護機関、
ライフライン機関、地域の法
人・団体、ボランティア団体
他
調整中
京都府、京都市消防局、国土交
通省近畿地方整備局、（一社）
日本アマチュア無線連盟京都
府支部
兵庫県、丹波市、篠山市、関係
消防機関、自衛隊、国土交通省
近畿地方整備局、警察、日本赤
十字社兵庫県支部、医療関係機
関 他

奈良県、海上保安庁 他
滋賀県、湖南広域消防局

和歌山県、和歌山県警察、県内
緊急消防援助隊、県内 DMAT 隊、
漁業無線による津波避難情報
和歌山市、海南市、田辺市、新
平成 29 年度和歌山県津 の伝達訓練、全県移動系防災行
宮市、白浜町、すさみ町、那智
波災害対応実践訓練
政無線による災害情報の収集
勝浦町、太地町、串本町、防衛
及び伝達訓練
省海上保安庁、国土交通省近畿
地方整備局 他
大阪府、和歌山県、堺市、防災
防災相互通信用無線局による
関係機関、国土交通省近畿地方
近畿府県合同防災訓練
通信訓練
整備局 他
非常通信訓練（地方ルート）、
平成 29 年度孤立集落通
防災相互通信用無線局による
和歌山県、県内市町村
信訓練
通信訓練
平成 29 年度岡山県総合 移動電源車の展示、ICT ユニッ
岡山県、岡山市
防災訓練
トの展示
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地方名

中国

四国

四国

四国

四国

九州

九州

九州

沖縄

沖縄

期日
訓練名
訓練等の内容
参加団体
平成 29 年
平成 29 年度島根県総合 移動電源車の展示、ICT ユニッ
島根県、安来市
10 月 21 日（土） 防災訓練
トの展示
徳島県、県内市町村、消防機関、
徳島県警察本部、陸上自衛隊、
移動電源車による電源供給、臨 海上自衛隊、徳島海上保安部、
平成 29 年
平成 29 年度徳島県総合
時災害放送局の開設及び運用
医療機関、福祉事業者機関その
9 月 1 日（金） 防災訓練
訓練 等
他電力・道路・ガス・電気通信
事業者、放送事業者等団体企業
他
災害対策用移動通信機器の展
香川県、綾川町、消防機関、電
平成 29 年
平成 29 年度香川県総合 示、移動電源車の展示、臨時災
力・道路・ガス・電気通信事業
9 月 3 日（日） 防災訓練
害放送局用機器の展示、ICT ユ
者等団体企業 他
ニットの展示
徳島県、香川県、愛媛県、高知
平成 29 年
防災相互通信用周波数 防災相互通信用無線局による
県、各市町、消防機関、海上保
10 月下旬
を使用した感度試験
通信訓練
安庁、四国管区警察局、国土交
（調整中）
通省四国地方整備局 他
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、災害対策用移動通信 徳島県、香川県、愛媛県、高知
平成 29 年 11 月
四国地方非常通信訓練
県、香川県内市町村 他
機器の展示、移動電源車の展
中旬（調整中）
示、臨時災害放送局用機器の展
示、ICT ユニットの展示
非常通信訓練（地方ルート）、
災害対策用移動通信機器搬入
平成 29 年
佐賀県、玄海町、唐津市、伊万
平成 29 年度佐賀県原子
訓練（実働訓練）、佐賀県防災
9 月上旬
里市、防災関係機関 他
力防災訓練
行政ネットワークによる映像、
（調整中）
音声等の通信訓練
九州地方非常通信協議会、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
平成 29 年 9 月 平成 29 年度第二次九州
非常通信訓練（地方ルート）
絡会、大分地区非常通信連絡
（調整中）
地方非常通信訓練
会、宮崎地区非常通信連絡会、
鹿児島地区非常通信連絡会
他
平成 29 年
防災相互波を活用した 防災相互通信用無線局による
調整中
12 月上旬
通信訓練
通信訓練
（調整中）
非常通信訓練（地方ルート）、
災害対策用移動通信機器搬入
平成 29 年
平成 29 年度沖縄県総合 訓練（実働訓練）、衛星携帯電 伊江村、海上保安庁第十一管区
話による通信訓練、移動系防災 海上保安本部
8 月 31 日（木） 防災訓練
行政用無線による通信訓練、船
舶局海岸局間の通信訓練
沖縄県、沖縄県警察本部、金武
地区消防衛生組合、内閣府沖縄
総合事務局、陸上自衛隊第十五
平成 29 年
平成 29 年度沖縄県総合 防災相互通信用無線局による
旅団、航空自衛隊南西航空方面
9 月 1 日（金） 防災訓練
通信訓練
隊、海上自衛隊沖縄基地隊、海
上保安庁第十一管区海上保安
本部
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（参考）平成 29 年８月 29 日現在で実施済みのもの
地方名

期日

訓練名

訓練等の内容

北海道

災害通信連絡訓練（地
災害対策用移動通信機器搬入
平成 29 年
震・津波）兼 L アラート
訓練（机上訓練）
6 月 29 日（木）
全国総合訓練

東北

平成 29 年
平成 29 年度雄物川総合 災害対策用移動通信機器の展
5 月 28 日（日） 水防演習
示、移動電源車の展示

東北

非常通信訓練（地方ルート）、
平成 29 年
H29「みやぎ県民防災の
災害対策用移動通信機器搬入
6 月 12 日（月） 日」総合防災訓練
訓練（机上訓練）

東北

平成 29 年
8 月 25 日（金） 岩手県総合防災訓練
～26 日（土）

災害対策用移動通信機器の展
示

東北

平成 29 年
福島県総合防災訓練
8 月 27 日（日）

災害対策用移動通信機器の展
示、臨時災害放送局用機器の展
示

関東

関東

災害対策用移動通信機器の展
平成 29 年
第 66 回 利根川水系連 示、移動電源車の展示、臨時災
5 月 20 日（土） 合・総合水防演習
害放送局用機器の展示、ICT ユ
ニットの展示
非常通信訓練（地方ルート）、
平成 29 年
平成 29 年度栃木県・高 災害対策用移動通信機器搬入
7 月 21 日(金） 根沢町防災総合訓練
訓練（実施訓練、机上訓練）、
防災相互通信用無線局による
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参加団体
北海道、北海道警察本部、道内
市町村、陸上自衛隊北部方面総
監部、北海道開発局、第一管区
海上保安本部、
(株)NTT東日本、
(株)NTTドコモ、
(株)KDDI、
(株)
ソフトバンク、道内放送会社等
北海道防災会議構成機関
秋田県、秋田市、秋田県警本部、
秋田市消防本部、横手市、大仙
市、湯沢市、仙北市、美郷町、
羽後町、東成瀬村、国土交通省
東北地方整備局、秋田地方気象
台、陸上自衛隊、東北電力、日
本赤十字社、(株)NTT 東日本、
(株)NTTドコモ、
(株)KDDI、
(株)
ソフトバンク 他
宮城県、宮城県内各市町村、各
消紡本部、陸上自衛隊、仙台管
区気象台、第二管区梅上保安本
部、国土交通省東北地方整備
局、東北運輸局、東北電力、
(株)NTT 東日本、（株）NTT ド
コモ、（株） KDDI、（株）ソ
フトパンク 、日本赤十字社
他
岩手県、岩手県警察本部盛岡
市、矢巾町、盛岡地方気象台、
自衛隊、国土交通省東北地方整
備局、東北管区警察局、日本赤
十字社、医師会、岩手 DMAT、
（株）NTT 東日本 、(株) NTT
ドコモ、（株）KDDI、(株)ソフ
トバンク 他
福島県、福島県警察本部、福島
市、山形県・新潟県消防防災航
空隊、県内各消防本部、自衛隊、
東北管区警察局、福島地方気象
台、国土交通省東北地方整備
局、医師会、
（株）NTT 東日本 、
(株)NTT ドコモ、（株）KDDI、
(株)ソフトバンク 、移動無線
センター、日本地域放送支援機
構 他
茨城県、埼玉県、千葉県、栃木
県、群馬県、神奈川県、加須市、
各消防機関、各警察本部、国土
交通省、自衛隊
栃木県、高根沢町、塩谷広域行
政組合消防本部、陸上自衛隊第
12 特科連隊、宇都宮地方気象
台、宇都宮国道事務所 他
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通信訓練
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非常通信訓練（地方ルート）、
千葉県、匝瑳市、千葉県警察本
平成 29 年
第 38 回九都県市合同防
衛星可搬局による通信訓練、災
部、自衛隊 他
8 月 26 日（土） 災訓練（千葉県会場）
害対策用移動通信機器の展示
栃木県、大田原市、那須地区消
非常通信訓練（地方ルート）、 防本部、陸上自衛隊第 12 特科
連隊、宇都宮地方気象台、宇都
アマチュア無線による情報伝
宮国道事務所、(株)NTT、
平成 29 年
平成 29 年度栃木県・大 達訓練、災害伝言ダイヤル体
(株)KDDI、
(株)
験、ヘリテレ映像伝送訓練、ド (株)NTTドコモ、
8 月 27 日(日） 田原市総合防災訓練
ソフトバンク、日本赤十字社栃
ローンによる空撮及び映像伝
木支部、日本アマチュア無線連
送訓練
盟栃木県支部 他
平成 29 年
平成 29 年度埼玉県・鶴 衛星可搬局による通信訓練、災
埼玉県、鶴ヶ島市
8 月 27 日（日） ヶ島市総合防災訓練
害現地映像伝送訓練
福井県、南越前町、越前市、自
衛隊、福井県警察本部、消防機
関、中部管区警察局福井県情報
非常通信訓練（地方ルート）、
通信部、北陸総合通信局、敦賀
衛星可搬局による通信訓練、災
平成 29 年
平成 29 年度福井県総合
海上保安部、東京管区気象台福
害対策用移動通信機器の展示、
8 月 27 日（日） 防災訓練
井地方気象台、国土交通省近畿
移動電源車の展示、臨時災害放
地方整備局、近畿地方整備局福
送局用機器の展示
井河川国道事務所、国土地理院
北陸地方測量部、医療機関、交
通運輸機関、ライフライン機関
愛知県、愛知県警察、春日井市、
災害対策用移動通信機器の展
春日井市消防本部、自衛隊、指
示、移動電源車の展示、移動電 定地方行政機関、指定公共機
平成 29 年
平成 29 年度愛知県・春
源車から災害対策本部等への
関、指定地方公共機関、医療関
8 月 20 日（日） 日井市総合防災訓練
電力供給訓練、ＢＷＡを使用し 係機関、防災関係機関、自主防
た河川監視訓練
災組織、ボランティア団体、地
域住民 他
災害対策用移動通信機器の展
愛知県、瀬戸警察署、自衛隊、
示、移動電源車の展示、移動電
指定公共機関、学校、民間事業
平成 29 年
平成 29 年度瀬戸市総合
源車からコミュニティ放送事
者、ボランティア団体、自主防
8 月 27 日（日） 防災訓練
業者の臨時スタジオへの電力
災組織、市民 他
供給訓練
平成 29 年
平成 29 年度山口県総合 移動電源車の展示、ICT ユニッ
山口県、下関市
5 月 28 日（日） 防災訓練
トの展示
高知県、高知県東部９市町村、
消防機関、内閣府宇宙開発戦略
推進事務局、四国経済産業局、
アマチュア無線による情報伝
平成 29 年度高知県総合 達訓練、災害対策用移動通信機 中国四国産業保安監督部四国
平成 29 年
防災訓練・地域防災フェ 器の展示、移動電源車の展示、 支部、高知気象台、高知海上保
6 月 4 日（日）
臨時災害放送局用機器の展示、 安部、国土交通省四国地方整備
スティバル
局、陸上・海上・航空自衛隊、
ICT ユニットの展示
四国管区警察局、中国四国防衛
局、その他団体企業

平成 29 年
平成 29 年度鹿児島県総 アマチュア無線による情報伝
5 月 21 日（日） 合防災訓練
達訓練
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鹿児島県、西之表市、熊毛地区
消防組合、日本アマチュア無線
連盟県支部、鹿児島県赤十字ア
マチュア無線奉仕団 他
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平成 29 年 7 月
27 日(木)

訓練名

訓練等の内容

平成 29 年度第一次九州
非常通信訓練（地方ルート）
地方非常通信訓練
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参加団体
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
他

