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大地震に備える

マグニチュード７クラスの首都直下地震は今後30年以内に70％の確率で発生し、最新の埼玉県地震被害想定調
査結果では、県南東部の11市区に震度６強の揺れが発生すると想定されています。
災害対応は、まずは「自分の命、安全は自分で守る」ことが重要です。しかも、「災害対応は日頃、やっていること

しかできない」と言われています。日常的な心構えや対策が大きな効果を発揮するのです。
“自分の命は自分で守る”ために、３つの取組は必ずしましょう。

命を守る３つの自助の取組

皆さんの行動・備えが、自分や家族の命を守ることにつながります

彩の国 埼玉県

“自分の命は自分で守る”ための備えをしましょう

首都直下地震の被害イメージと近い阪神・淡路大震災では、死者数は6,434人に及び、死者の80％以上が家屋

の倒壊や家具等の転倒による圧迫死でした。
“自分の命､安全は自分で守る”ためには、まずは家具や家電製品の固定をしましょう。

家具の固定１

特に重要なポイント
☑ ①寝ている場所

☑ ②よくいる場所
（ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ､ｷｯﾁﾝ､
子供部屋等）

☑ ③避難経路

【家具等の固定方法】
原則は､Ｌ型金具等で壁下地にネジで固定。
それが難しければ、
ポール式（突っ張り棒）＋ストッパー式
またはマット式
※Ｌ型金具等→Ｌ型金具、ベルト式、
チェーン式等

２ 災害用伝言サービス ３
災害発生直後は、電話がつながりにくい状態となる
ため、家族の安否を確認するには「災害用伝言サービ
ス」を活用することが有効です。予め家族で連絡方法
を決めておき、日ごろから体験しておきましょう。

３日分 の水・食料備蓄

①１７１にダイヤル ➢ガイダンスが流れる
② 録音は「１」､再生は「２」をダイヤル➢ガイダンスが流れる
③ 連絡を取りたい被災地の方の固定電話番号および携帯電
話・PHS・IP電話の番号をダイヤル
（０××）－×××－×××× ➢ガイダンスが流れる

④ 伝言の「録音」または「再生」

災害用伝言ﾀﾞｲﾔﾙ「１７１」

携帯電話各社が提供する「災害用伝言板」では、携帯電
話番号単位で安否情報を登録・確認できます。
NTT災害用伝言板web171では､全ての電話番号（携帯電
話・固定電話等）単位で安否情報を登録・確認できます。

災害用伝言板／NTT災害用伝言板web171

災害発生直後は、支援物資が届くまで時間がかか
ることを想定し、最低３日分（できれば１週間分）
の水と食料を備えておきましょう。
保存性のよい食料品を少し多めに『買い置き』し、その

備蓄（ストック）した食料品を、日常的に食べて、食べた分
を買い足す「ローリングストック」が無駄なく有効です。

★体験利用日：毎月1日・15日､防災週間(8/30～9/5)など

特に重要なポイント
☑ 飲料水及び食料品は最低３日分（できれ
ば１週間分）を確保する（水は1日1人3ℓ）

☑ 自分や家族が食べたいものを用意する

☑ 主食（米､ﾊﾟﾝ等）だけでなく、副菜（野菜等）や
主菜（肉､魚等）など栄養バランスも考える

☑ 家族構成（乳幼児・高齢者・食物ｱﾚﾙｷﾞｰ等）
を考慮した食料品を用意する

は、家具や家
電製品が倒れ
てこないように
する

以上

2016年3月修正 (2014年8月発行)

（携帯トイレも合わせて備蓄）

http://www.pref.saitama.lg.jp/soshiki/a0401/index.html
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～見学に際してのお願い～ 

  

 

 ・見学中はこまめに休憩、水分補給を行い、熱中症（めまい、頭痛、体の 

  だるさ等）には十分注意願います。高齢者の方やお子様には、周囲の方 

  も気を配るようお願いします。※気分が悪くなった時やケガをした場合 

  は、救護所（３ページ「２ 主会場案内図」参照）までお越しください。 

 

 

 

 ・見学は指定された見学エリア内で行い、係員の誘導に従うよう御協力お 

  願いします。 

 ・歩きスマホは大変危険ですので、おやめください。 

 

 

 

 ・気象警報の発令や部隊の災害出動等の場合は、訓練の全て、または一部 

  を中止にすることがございますので、御了承願います。 

事故の防止 

訓練の中止 

熱中症の予防 



 

－１－ 

１ 訓練実施概要 

 

１ 訓練コンセプト  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 訓練概要  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リアル防災訓練 

災害時には各関係機関の連携・協

力体制が求められることから、訓練

の準備段階から、各防災関係機関で

顔の見える関係・信頼を築きます。 

訓練では各防災関係機関の防災対

応能力の向上を図り、築き上げた関

係を基に、密な協力体制をとり、想

定される事象に対応し、より意義の

ある防災訓練にします。 

 

 

これまで地域防災訓練等で培った住民

の防災意識の更なる向上を目的とし、住

民参加型の訓練を実施します。訓練を通

して、発災時において、「自ら何をすべき

か」を考え、行動をとれるようにし、災

害弱者への配慮等、共助の取り組みも強

化します。 

また、本訓練が一過性とならないよう、

機関系訓練を集中して観られる環境を整

備し、住民の防災意識、知識の向上や地

域の防災対策に還元できる契機となるよ

うにします。 

防災関係機関相互の連携強化 自助・共助の取り組み強化 

訓練を実践に近づけるため、訓練

想定の一部を明らかにしないセミブ

ラインド型訓練を導入します。 

訓練従事者には、その場で与えら

れた状況から適切な判断や行動が求

められ、よりリアルな訓練として、

臨場感・緊張感が生まれ、防災技術

の向上に繋がると期待されます。 

訓練終了後に問題点の抽出や実効

性の検証を行い、実際の災害に備え

ます。 

[被害想定] ８月３１日午前１０時に東京湾北部を震源とするマグニチュード7.3の地震が 

     発生し、和光市内でも最大震度６強の揺れを観測しました。この地震によって県 

     南西部を中心に甚大な被害が発生していることを想定して訓練を行います。 

 シナリオ 中央会場 市内各会場 和光樹林公園

○発災本部設置
・災害対策本部設置・運営訓練

・合同指揮本部設置・運営訓練
・現場指揮本部設置・運営訓練

○情報収集

・職員による情報収集訓練

・バイクによる情報収集・伝達訓練
・ドローンによる情報収集訓練

・航空機による情報収集訓練
・ヘリコプターによる情報収集訓練

・知事上空偵察訓練

○道路啓開 ・道路啓開訓練

○人命救助活動

・宙吊り救助訓練
・高架橋崩落事故救出訓練

・座屈建物救出訓練（ＣＳＲ）
・土砂崩落事故救出訓練

・高層階建物救出救助訓練

○消火活動 ・中高層建物火災防御訓練

○負傷者救護活動 ・応急救護所開設・運営訓練 ・災害時医療機関対応訓練

○被災者支援
・給水活動訓練

・慰問演奏
・炊き出し訓練

・帰宅困難者対応訓練

・多数遺体収容施設設置運営訓練
・ペット同行避難訓練

・給水活動訓練

・外国人支援活動訓練

○受援
・受援訓練
・飛行場外離着陸場開設訓練

・災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ開設・運営訓練

・救援物資受援訓練

○ライフライン復旧 ・ライフライン復旧訓練（ガス・ＬＰガス）

○指定避難所
・避難者誘導・輸送訓練 ・指定避難所開設・運営訓練

・電気供給訓練

○福祉避難所 ・福祉避難所開設・運営訓練

自助 ○体験・見学

・避難訓練コンサート ・防災フェア
　・地震体験、自然災害体験

　・住宅用火災警報器設置促進広報
　・消防士なりきり体験

　・関係企業、団体防災啓発展示
・ＢＯＳＡＩ競技大会

公助

共助

・シェイクアウト訓練
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３ 日時及び会場 

(1) 日時    令和元年８月３１日（土）     ８：００～１５：００ 

(2) 主な会場  ①指定避難所（市内１２か所）   ８：００～ ９：３０ 

         ②和光市役所（主会場）     １０：００～１２：００ 

   ③和光樹林公園（防災フェア等） １２：００～１５：００ 

         ※この他にも市内各所で訓練が行われます。 

 
会場位置図 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 主催、参加機関 
(1) 主 催 埼玉県、和光市 

(2) 後 援 内閣府 

(3) 参加機関 １０ページ「６ 訓練参加・協力機関一覧」に掲載 

和光市役所 

（主会場） 
 

和光樹林公園 

下新倉小学校 

（指定避難所） 

新倉小学校 

（指定避難所） 

白子小学校 

（指定避難所） 

北原小学校 

（指定避難所） 

第三小学校 

（指定避難所） 

本町小学校 

（指定避難所） 
大和中学校 

（指定避難所） 

第三中学校 

（指定避難所） 

第五小学校 

（指定避難所） 

第四小学校 

（指定避難所） 

広沢小学校・第二中学校 

（指定避難所） 
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救 出 救 助 訓 練 

№ 訓練項目 訓練場所 訓練時間 

① 災害対策本部設置・運営訓練 駐車場内テント 10：00 ～ 11：45 

② 合同指揮本部設置・運営訓練 駐車場内テント 10：00 ～ 11：45 

③ 職員による情報収集訓練 駐車場内テント 10：00 ～ 11：45 

④ バイクによる情報収集・伝達訓練 駐車場 10：00 ～ 10：10 

⑤ ドローンによる情報収集訓練 駐車場 10：00 ～ 10：10 

⑥ 航空機による情報収集訓練 駐車場上空 10：00 ～ 10：05 

⑦ 道路啓開訓練 駐車場 10：05 ～ 10：20 

⑧ 宙吊り救助訓練 駐車場（サンアゼリアの壁面） 10：10 ～ 10：30 

⑨ 現場指揮本部設置・運営訓練 駐車場 10：10 ～ 11：45 

⑩ ヘリコプターによる情報収集訓練 駐車場上空 10：20 ～ 10：25 

⑪ 知事上空偵察訓練 駐車場上空 10：20 ～ 10：25 

⑫ 応急救護所開設・運営訓練 駐車場 10：20 ～ 11：25 

⑬ 高架橋崩落事故救出訓練 駐車場 10：25 ～ 10：55 

⑭ 座屈建物救出訓練（CSR） 駐車場 10：45 ～ 11：15 

⑮ 土砂崩落事故救出訓練 駐車場 10：50 ～ 11：15 

⑯ 高層階建物救出救助訓練 サンアゼリアの屋上 11：15 ～ 11：25 

⑰ 中高層建物火災防御訓練 駐車場（市役所行政棟の壁面） 11：20 ～ 11：45 

防 災 体 験 訓 練 

№ 訓練項目 訓練場所 訓練時間 

⑱ 給水活動訓練 行政棟と議会棟の間 10：00 ～ 13：00 

⑲ 炊き出し訓練 行政棟と議会棟の間 11：45 ～ 13：00 

⑳ 避難訓練コンサート サンアゼリア大ホール 13：30 ～ 14：45 

そ の 他 

№ 項目 場所 時間 

 パブリックビューイング サンアゼリア小ホール、企画展示室 10：00 ～ 11：45 

 航空自衛隊慰問演奏 サンアゼリア小ホール 11：45 ～ 13：00 

 東北３県震災復興パネル展示等 展示ホール 19：00 ～ 12：00 

 

 ご注目していただきたい訓練のポイントを４点ご紹介します。 

⑤ドローンによる情報収集訓練    ⑫応急救護所開設・運営訓練 

ドローンを使って、上空から被災状況を確認します。  

設定されたルートを自動飛行するドローンをお見逃しなく！ 

救助された負傷者を応急救護所に運び、重症度別に分ける、 

トリアージを実施。医師たちが観察・処置を行い、中でも緊急

を要すると判断された患者を救急車で緊急搬送します。 

⑧⑬⑭⑮消防隊等による救出救助訓練 ⑰中高層建物火災防御訓練 

被災状況を再現するセットを組む本番さながらの訓練です。

訓練従事者には、訓練想定の一部は明らかにされておらず、

現場の状況から判断・救助活動を実施します。緊迫感のある

訓練をご覧ください。 

地震により中高層建物で火災が発生し、延焼が拡大。 

逃げ送れて屋上に避難した要救助者を、はしご車で救出し、 

地元の消防団、消防、建設業者が協力し合い、消火に挑みます。 
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３ 救出救助訓練 

  

※ ⑥⑩⑪⑯の訓練はヘリコプター又は航空機が参加する訓練です（天候等により中止になる可能性があります）。 

　シェイクアウト訓練
　和光市内全域で一斉にシェイクアウト訓練を行います。

①災害対策本部設置・運営訓練
　災害対策本部を設置し、市内被害状況の把握や活動方針を決定
　します。

②合同指揮本部設置・運営訓練
　現地に合同指揮本部を設置し、消火、救助活動の立案、指示、
　関係機関への連絡を行います。

③職員による情報収集訓練
　被害状況の情報収集、災害対策本部への伝達を行います。

④バイクによる情報収集・伝達訓練
　バイクにより、地上から被害情報や被害状況を収集し、合同指
　揮本部へ伝達を行います。

日本アマチュア無線連盟

埼玉県警察交通機動隊

陸上自衛隊第３２普通科連隊

災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾊﾞｲｸﾈｯﾄﾜｰｸ関東

 埼玉支部

埼玉ﾚｽｷｭｰｻﾎﾟｰﾄ・ﾊﾞｲｸﾈｯﾄﾜｰｸ

⑤ドローンによる情報収集訓練
　ドローン（無人航空機）により、低空から被害状況の情報収集
　を行います。

埼玉県南西部消防本部 ㈱日本環境調査研究所

⑥航空機による情報収集訓練
　航空自衛隊機（Ｔ４）により、上空からの被害状況の情報収集
　を行います。

⑦道路啓開訓練
　障害物を排除し、通行路、避難路を確保します。

埼玉県建設業協会朝霞支部

日本自動車連盟埼玉支部

埼玉県警備業協会

埼玉県鳶・土木工業会

埼玉県レッカー事業協同組合

朝霞県土整備事務所

⑧宙吊り救助訓練
　地震によりバランスを崩し宙吊り状態になった高所作業中の作
　業員を救出します。

埼玉県南西部消防本部 和光市消防団

⑨現場指揮本部設置・運営訓練
　災害現場に現場指揮本部を設置。情報の収集、伝達、消火、救
　助活動の指示、関係機関と調整を行います。

埼玉県南西部消防本部 和光市消防団

⑩ヘリコプターによる情報収集訓練
　ヘリコプターにより、上空から被害状況を情報収集します。

⑪知事上空偵察訓練
   知事がヘリコプターに乗機し、上空から被害状況の偵察を行い
　ます。

⑫応急救護所開設・運営訓練
　救急指揮所、応急救護所を開設し、多数の傷病者へのトリアー
　を実施して、救急搬送を行います。

埼玉県南西部消防本部

坂戸・鶴ヶ島消防本部
和光市消防団

志木市消防団

朝霞地区医師会

　埼玉病院

　ＴＭＧあさか医療センター
　新座志木中央総合病院

比企広域消防本部

西入間消防本部

朝霞市消防団
新座市消防団

埼玉県看護協会

埼玉県病院局

日本医療科学大学

⑬高架橋崩落事故救出訓練
　地震により和光陸橋が崩落し、崩落に巻き込まれた車両内の要
　救助者を救出します。

埼玉県南西部消防本部

埼玉西部消防局

川越地区消防局

入間東部地区事務組合消防本部

戸田市消防本部

埼玉県警察機動隊

⑭座屈建物救出訓練（CSR）
　地震により耐火建物の１階部分が崩落し、１階、２階及び３階
　部分に取り残された要救助者の検索救助活動を行います。

埼玉SMART（機動救助隊）

　さいたま市消防局

　川口市消防局
　埼玉東部消防局

日本救助犬協会

⑮土砂崩落事故救出訓練
　地震により住宅や車両が土砂に巻き込まれたため、要救助者の
　検索救助活動を行います。

陸上自衛隊第３２普通科連隊

航空自衛隊中部航空方面隊

日本捜索救助犬協会

ジャパンケネルクラブ

⑯高層階建物救出救助訓練
　地震等で避難路が断たれ、屋上に避難した要救助者をヘリコプ
　ターにより救出します。

埼玉県防災航空隊

⑰中高層建物火災防御訓練
　地震により高層建物上層階から火災が発生し、要救助者の救出
　や放水による消火活動を行います。

埼玉県南西部消防本部

朝霞市消防団
新座市消防団

和光市消防団

志木市消防団
柳下生コン㈱

10:10 10:30 10:50 11:10 11:30 11:50
タイムスケジュール

訓練項目 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40 12:00 参加機関

埼玉県警察航空隊

埼玉県防災航空隊

航空自衛隊中部航空方面隊

和光市

参加者全員

埼玉県南西部消防本部　　　　さいたま市消防局

埼玉県警察本部　　　　　　　陸上自衛隊第32普通科連隊

航空自衛隊中部航空方面隊　　和光市消防団

和光市

10:00



 
 

－７－ 

４ 防災フェア～ＢＯＳＡＩ競技大会～ 

 

 和光樹林公園では防災意識と知識の向上のため、展示や防災体験ができるブースが集まっ

た防災フェア（12：00～15：00）及びスポーツ要素を取り入れた防災プログラムが体験でき

るＢＯＳＡＩ競技大会（13：00～15：00(※受付12：30～14：30)）を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ名〈出展社名〉（★印の出店ﾌﾞｰｽでｽﾀﾝﾌﾟをもらえる） 

 

         

 

 

 

 

※その他樹林公園では「外国人支援活動訓練」も行っています。 

総合体育館（メインアリーナ）      

【競技・ゲームエリア】           

①毛布で担架タイムトライアル★ 

②お家の防災グッズなぁに?クイズ★ 

③ロープワークチャレンジ★ 

④携帯トイレでフリースロー★ 

⑤防災カードゲーム[シャッフル]★ 

⑥防災クイズ★ 

⑦水害着せかえゲーム★ 

⑧ジャッキアップ救出大作戦★ 

⑨家具転倒防止間違い探し★ 

 

総合体育館（サブアリーナ）       

【室内防災体験エリア】         

⑩  

⑪ぼうさいずきんちゃんの減災クイズ 

〈和光樹林公園パートナーズ〉★ 

⑫避難所生活・畳 

〈5日で5000枚の約束。〉★ 

⑬家具転倒防止講座〈埼玉県防災士会〉★ 

⑭ロープワーク教室〈埼玉県防災士会〉★ 

⑮耐震補強ある／なし実験 

〈埼玉県防災学習センター〉★  

⑯  

〈朝霞地区薬剤師会〉 

⑰災害ボラセン出発・準備ゲーム 

〈和光市社会福祉協議会〉★ 

⑱  

⑲ｲﾂﾓ防災ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ家具転倒防止 

★ 

⑳感震ブレーカー〈リンテック21〉 

 

エントランス広場【競技エリア】      

㉑水消火器で的当てチャレンジ★ 

Ａ 

Ｂ 

 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ名〈出展社名〉（★印の出店ﾌﾞｰｽでｽﾀﾝﾌﾟをもらえる） 

Ｃ 

エントランス広場      

㉒給水車の展示及び飲料水の配給など 

〈埼玉県企業局〉 

㉓地震体験車・消防士なりきり体験など 

〈埼玉県南西部消防本部〉★ 

 

㉔荒川上流改修に関する展示パネル・自然 

 災害体験車など 

★ 

㉕電気に関わる防災グッズの紹介・高所作 

 業車搭乗体験など 

〈東京電力パワーグリッド株式会社〉★ 

 

㉖災害用伝言板、音声お届けｻｰﾋﾞｽの体験等 

〈ソフトバンク株式会社〉 

㉗災害対策に向けた取り組みなど 

〈株式会社ＮＴＴドコモ〉 

 

 

Ｃ 

Ａ Ｂ 

Ｃ 

Ｄ 

㉘ 〈ＫＤＤＩ株式会社〉 

㉙衝突体験車の展示など 

〈日本自動車連盟埼玉支部〉★ 

 

㉚アマチュア無線の紹介など 

〈（一社）日本アマチュア無線連盟 埼玉県 

 支部 埼玉県電波適正利用推進員協議会〉 

㉛映像伝送訓練〈埼玉県消防防災課〉★ 

 

㉜災害用伝言ﾀﾞｲﾔﾙ 171の体験利用など 

〈東日本電信電話株式会社 埼玉事業部〉★ 

 

休憩舎【防災体験・啓発エリア】     

㉝災害派遣写真の展示・自衛官募集など 

 

㉞ﾍﾟｯﾄ防災ﾊﾟﾈﾙ展示と持ち出し品展示など

〈埼玉県愛玩動物協会〉 

 

㉟

〈一般社団法人埼玉県ＬＰガス協会  

 埼玉県ＬＰガス協会 朝霞支部〉 

㊱消防設備の展示・説明など

〈（一社）埼玉県消防設備協会〉 

 

㊲埼玉ケーブルテレビ連盟加盟各ケーブル

テレビ会社紹介・緊急地震速報端末展示 

〈埼玉ケーブルテレビ連盟〉 

㊳熱中症対策のための情報提供・飲料紹介

〈大塚製薬株式会社〉 

 

㊴  

 

㊵防災クイズ・災害時こまらないための食 

 の備えの紹介等 

〈生活協同組合コープみらい〉 

 

㊶  

〈埼玉県生活協同組合連合会〉 

㊷防災かまどベンチの展示・組立実演 

〈株式会社コトブキ〉 

 

㊸パネルの展示（平成30年7月豪雨災害  

 や北海道胆振東部地震での活動紹介他） 

〈日本赤十字社埼玉県支部〉 

㊹防災用品の展示・炊き出し用かまど展示 

〈株式会社サイボウ〉 

 

㊺非常用トイレ・トイレ用テントの紹介 

〈星野総合商事株式会社〉 

㊻防災用品（食料・トイレなど）〈船山㈱〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｄ 



受付は体育館入口にあるよ！受付は体育館入口にあるよ！
－８－
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５ その他の訓練 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

①和光市駅               ②イトーヨーカドー和光店 

③和光市役所(主会場)        ④埼玉病院 

⑤和光樹林公園（総合体育館） ⑥南公民館 

⑦総合福祉会館              ⑧新座防災基地 

⑨わこう助産院 

 

〈指定避難所〉 

➊白子小学校  ➋新倉小学校 ➌第三小学校 ➍第四小学校 

➎第五小学校  ➏広沢小学校 ➐北原小学校 ➑本町小学校 

➒下新倉小学校 ➓大和中学校 ⓫第二中学校 ⓬第三中学校 

⑧
【被災者支援】         

①②帰宅困難者対応訓練(8/27) 

 駅前の帰宅困難者の安全を確保 

 するため、一時滞在施設へ誘導 

 します。 

   東武鉄道㈱  

    東京地下鉄㈱  

    イトーヨーカドー和光店 

  本田技研工業㈱  

    和光消防署  

    和光市消防団  

    朝霞警察署  

  和光市 

 

➋ペット同行避難訓練(8:00～9:30) 

 災害時、ペットと同行避難する     

 被災者を指定した避難所にて受        

 け入れます。 

  埼玉県獣医師会南支部 

  和光市 

【体験・見学】          

⑥多数遺体収容施設設置運営訓練（10:00～12:00） 

 大規模災害発生時の遺体検視、 

 検案、引渡等を行います。 

  埼玉葬祭業協同組合  

   埼玉県警察  

    朝霞警察署  

    朝霞地区医師会  

    朝霞地区歯科医師会  

    和光市 

 

 

③(小ホール)慰問演奏（11:45～13:00）

 避難所において音楽演奏を行い、 

 被災者の緊張緩和、ストレスの軽 

 減を図るとともに、精神的健全性 

 の安定化に寄与する活動を行いま 

 す。 

  航空自衛隊中部航空方面隊 

〈会場案内図〉 

⑩
 

  
 

 

 
  

 

 
 

 
 

 
 

  

 
 ⑥

⑤

③

➒

➋

➐

➑

①
②
➌

➍

➎

④

⓬

➏⓫

⑦ 

【負傷者救護活動】         

 

 救急指定病院の活動を開始し、近隣 

 住民や訓練会場から搬送される負傷 

 者を救護します。 

  埼玉県南西部消防本部 

  朝霞地区医師会   

  埼玉病院 

  日本医療科学大学 

  和光市 

 

【受援】              

⑧受援訓練（7:30～11:40） 

 活動拠点に集結する車両の受け入れ 

 ます。 

  埼玉県南西部消防本部  

  南西部地域振興センター  

  訓練参加機関 

 

 

 

 航空活動の拠点になる場外離着陸場 

 を開設します。 

  埼玉県南西部消防本部  

  埼玉県防災航空隊 

 

 

⑤救援物資受援訓練（8:00～13:00） 

 トラックにより輸送される救援物資 

 の受援、搬送、仕分けを行います。 

  埼玉県トラック協会朝霞支部 

  佐川急便㈱ 

    和光市 

 

 

 

 大規模災害による広域的な被害を想 

 定した災害ボランティアセンターの 

 開設、運営を行います。 

  埼玉県社会福祉協議会  

  和光市社会福祉協議会 

【指定避難所】                                                          

❶～⓬指定避難所開設・運営訓練(8:00～9:30) 

 自治会連合会との協働により指定避難所の開設・運営します。 

  和光市自治会連合会   ➊～⓬の小中学校  

    朝霞地区医師会和光支部 和光市 

 

③避難者誘導・輸送訓練(9:30～10:00) 

 指定避難所に避難してきた住民を広域避難させます。 

  和光市自治会連合会       ㈱和光観光サービス 

  指定避難所開設・運営訓練参加者 和光市 

 

⓬電気供給訓練(8:00～9:30) 

ガス発電設備により、指定避難所へ電気を供給します。 

 埼玉県ＬＰガス協会朝霞支部 

 

 

 

➓
➊ 

⑨

【福祉避難所】                                                           

⑦⑨福祉避難所開設・運営訓練(8:00～9:30) 

 要配慮者が安心して避難できるよう福祉避難所の開設・運営します。 

  総合福祉会館ゆめあい和光 わこう助産院 

    和光市 

 

 



 
 

－１０－ 

６ 訓練参加・協力機関一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国・地方公共団体 

国土交通省関東地方整備局防災室   

国土交通省関東地方整備局荒川上流河川事務所 

熊谷地方気象台 

岩手県 

宮城県 

福島県 

埼玉県 

和光市 

 

自衛隊 

自衛隊埼玉地方協力本部 

陸上自衛隊第１師団第３２普通科連隊 

航空自衛隊中部航空方面隊 

 

警察 

埼玉県警察本部 

朝霞警察署 

 

消防 

埼玉県南西部消防本部 

さいたま市消防局 

埼玉西部消防局 

川越地区消防局 

入間東部地区事務組合消防本部 

比企広域消防本部 

坂戸・鶴ヶ島消防組合消防本部 

西入間広域消防組合消防本部 

戸田市消防本部 

川口市消防局 

埼玉東部消防組合消防局 

 

消防団 

和光市消防団 

朝霞市消防団 

志木市消防団 

新座市消防団 

 

医療機関 

埼玉県医師会 

埼玉県看護協会 

埼玉県歯科医師会 

朝霞地区医師会 

国立病院機構埼玉病院 

ＴＭＧあさか医療センター 

新座志木中央総合病院 

朝霞地区薬剤師会和光支部 

日本医療科学大学 

朝霞地区歯科医師会 

埼玉県獣医師会南支部 

日本赤十字社埼玉県支部 

参加・協力団体 

和光市自治会連合会 

埼玉県社会福祉協議会 

和光市社会福祉協議会 

和光市文化振興公社 

株式会社埼玉りそな銀行  

株式会社武蔵野銀行 

埼玉縣信用金庫 

東日本旅客鉄道株式会社 

埼玉高速鉄道株式会社 

埼玉新都市交通株式会社 

首都圏新都市鉄道株式会社 

西武鉄道株式会社 

秩父鉄道株式会社 

東武鉄道株式会社 

東京地下鉄株式会社 

埼玉ケーブルテレビ連盟 

株式会社ジェイコム埼玉・東日本 

株式会社テレビ埼玉 

株式会社エフエムナックファイブ 

 

埼玉レスキューサポート・バイクネットワーク 

災害ボランティアバイクネットワーク関東埼玉支部 

日本アマチュア無線連盟埼玉県支部 

ジャパンケネルクラブ 

埼玉県建設業協会   

埼玉県鳶・土木工業会 

日本自動車連盟埼玉支部 

埼玉県レッカー事業協同組合 

埼玉県警備業協会 

日本捜索救助犬協会 

日本救助犬協会 

株式会社日本環境調査研究所 

環境ロボティクス協会 

埼玉中央生コン協同組合 

柳下生コン株式会社 

 

埼玉葬祭業協同組合 

埼玉県トラック協会 

株式会社和光観光サービス 

佐川急便株式会社 

本田技研工業株式会社 

株式会社イトーヨーカ堂 

東武バスウエスト 

第一環境株式会社和光営業所 

わこう助産院 

 

埼玉県ガス協会 

埼玉県ＬＰガス協会 

東京ガス株式会社 

東上ガス株式会社 

東京電力パワーグリッド株式会社 

東日本電信電話株式会社 

ＮＴＴ東日本－関信越 

株式会社ＮＴＴドコモ 

ＫＤＤＩ株式会社 

ソフトバンク株式会社  

 

プラス・アーツ 

埼玉県消防設備協会 

埼玉県生活協同組合連合会 

生活協同組合コープみらい 

埼玉県愛玩動物協会 

大塚製薬株式会社 

株式会社大塚製薬工場 

株式会社コトブキ 

株式会社サイボウ 

船山株式会社 

星野総合商事株式会社 

埼玉県防災士会 

株式会社リンテック21 

5日で5000枚の約束。 

和光市総合体育館 

埼玉県イツモ防災インストラクター 

県営和光樹林公園パートナーズ 

埼玉県防災学習センター 

埼玉県自主防災組織リーダー養成指導員 

ＢＯＳＡＩまちづくり伝道師 

和光市災害時通訳翻訳ボランティア 

 

和光市教育委員会 

白子小学校 

新倉小学校 

第三小学校 

第四小学校 

第五小学校 

北原小学校 

広沢小学校 

本町小学校 

下新倉小学校 

大和中学校 

第二中学校 

第三中学校 

和光国際高校 

和光特別支援学校 

和光南特別支援学校 

埼玉県のマスコット「さいたまっち]「コバトン」 
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７ 九都県市合同防災訓練 

 

－九都県市合同防災訓練とは－ 

  

 私たちの住んでいる埼玉県を含む九都県市（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）地域は、「首

都直下地震」や「南海トラフ地震」の発生が懸念されており、これらの地

震による被害は各方面に及ぶことが予想されます。 

 九都県市相互が緊密な連携をとり、一体となって災害に立ち向かい、被

害を最小限に抑えるため、例年9月1日の「防災の日」を中心として8月

30日から9月5日の「防災週間」に合同防災訓練を実施しています。 

  

 昭和55年から39回にわたって合同防災訓練を実施しており、今年で40回目となります。 

 平成23年には未曾有の大災害となった東日本大震災を経験したことから九都県市では被

災地・被災者対応や救援物資の輸送などの、より実践的な合同防災訓練を実施し、九都県

市相互の連携協力体制の充実・強化を図るとともに、住民一人ひとりの防災意識や減災へ

の備えの向上を目指しています。 

 

 

 

 

 

 

 

九都県市相互の 

協力体制の確立を 

表現したｼﾝﾎﾞﾙﾏｰｸ 

 九都県市合同防災訓練 

 ホームページはこちら 

www.9tokenshi-bousai.jp/kunren/ 





                                                                      

・わ
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和光市内の理化学研究所でアジア初の快挙！！

新元素ニホニウム（元素番号113）が発見されました！！

それを記念して、作られたのが「ニホニウム通り」です。

和光市駅南口～理化学研究所までのこの道路には、

記念モニュメントや元素記号のプレートが埋め込まれています。

毎年１月最終土・日曜日にニッポン全国の鍋料理が和光市に集結！

来場者の方々の投票で優勝が決まります。

来年１０月には歴代の優勝鍋等の受賞鍋が集まる

『グランドチャンピオン大会』を開催！

ぜひ、美味しいお鍋を楽しみにお越しください！

陸上自衛隊朝霞訓練場にて、2020年東京オリンピック・パラリンピックの

競技種目、射撃（ライフル射撃、クレー射撃）が開催されます！

和光の風土、歴史、素材などを活用した

アイデアあふれる商品を和光ブランドとして認定しています。

お越しいただいた記念に、お土産にぜひいかがでしょうか！

和光市はこんなまちです。

 わかい「まち」です。
　　市民の平均年齢が県内で２番目に若く、毎年人口が増加中！

 交通の便が良い「まち」です。
　　東京外かく環状道路が通り、鉄道３路線が乗り入れ、大変便利！

 美しい自然が残る「まち」です。
　　都心に近いながら、樹林公園等があり、湧水が湧く自然が豊か！

 史跡や文化がある「まち」です。
　　吹上原遺跡や白子宿といった史跡、童謡詩人清水かつら縁の地！

ニホニウム

ニッポン全国鍋グランプリ

オリンピック・パラリンピックの射撃競技会場

和光ブランド

Nh
113

 

 

 全５ 日間の単位制の講座で防災の実践的なスキルを身につけます。

  全講座の受講者を 『 和光市BOSAIまちづくり伝道師』 として認定！！

  詳し く はQRコ ード から和光市HPをご覧く ださ い。

お問い合わせ： 和光市危機管理室　 048-424-9097

和光市イメージキャラクター「わこうっち」 和光市キャラクター「さつきちゃん」 

BOSAI まちづくり伝道師 養成講座 

和光市概要 


