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平成２８年度 
飯山市総合防災訓練を開催します。 

  
 

飯山市地域防災計画に基づき、防災関係機関と地域住民が相互に連携し各種の防災訓練を

総合的に実施し、有事に際して即応できる体制を確立するとともに、広く防災思想の普及

高揚を図ることを目的に、飯山市総合防災訓練を開催します。 
 
１ 期 日  平成 28 年 9 月 3 日（土） 午前 7 時 00 分～10 時 30 分 
 
２ 主会場  戸狩小学校グラウンド 
 
３ 訓練要綱 別添のとおり  
 
 

飯山市ホームページ 

http://www.city.iiyama.nagano.jp/soshiki/kikikanribousai/bousaisyoubou/informa

tion/%EF%BD%8828bousaikunren/ 
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お問い合わせ先 飯山市総務部危機管理防災課 TEL 62-3111（内線371）

8：00～11:30 戸狩小学校グラウンドで自然災害体験ができます

/3（土）

“シェイクアウト”（地震対応一斉行動訓練）
～ ひとつしかない 「命」 を守り、生き抜くための１分間の行動訓練です ～

AM 7：00
市総合防災訓練では、いつおこるかわからない地震に対して、市民一人ひとりが一斉に行う初動訓練を

行います。 当日は、防災無線から緊急地震速報が流れますので、自宅で「しゃがむ、隠れる（頭を守る）、

じっとする」といった「命を守る安全行動」を約１分間行いましょう。

＋
家族で防災について
考えましょう。
（テーマ：災害時の連
絡手段、集合場所な
ど）

さらに
プラスワン

区において、引き続き
避難訓練が実施され
る場合は参加しま
しょう。

自宅の防災無線、故障していませんか？

市では、お知らせがあるときは、6：45,12,30,18：45に放送を行っています。 いざという時のために、放送が

聞こえるか確認しましょう。

※２～3日間、全く放送が聞こえない場合は、故障している可能性がありますので市危機管理防災課へご連絡ください。

飯山市総合防災訓練飯山市総合防災訓練

9
防災無線から
緊急地震速報
が流れます

地震体験

7：30～12：00

降雨体験
7：30～12：00

煙中体験
7：50～11：00

9月3日、戸狩小学校では、各関係機関の協力のもと、消火器取扱訓練や、救助訓練など、様々な訓練が予
定されています。
これらの訓練のほか、今年は、地震体験車、降雨体験車が派遣され、どなたでも体験することができます。
この機会に是非、自然災害の恐ろしさを体験しませんか。多くの市民、特にお子様のご来場をお待ちしてお
ります。 なお、学校敷地内は車の駐車はできません。堀之内、五荷、瀬木日帰り駐車場など、戸狩温泉ス
キー場の駐車場をご利用下さい。

・戸狩小学校グラウンド内
（救助・救出訓練 8：30頃～）

・太田地区活性化センター西
側 ふれあい広場
（上空偵察訓練後、機体展示
及び機体の紹介 9:00頃～）

※間近で機体をご覧いただ

けます。

消防防災航空隊

救助・救出訓練

※ 訓練の進行状況や気象等により、時間の変更や中止になる場合があります



飯山市総合防災訓練

8：00～11：30 戸狩小学校グラウンド

戸狩小学校グラウンドで、地震体験、降雨体験、煙中体験ができます。

この機会に、災害の恐ろしさを体験しませんか。

地震体験車 地震が起きたら？

大地震の揺れを体験し、被害に対する備えを学

びましょう。震度４～７まで段階的に地震を体験

できます。

降雨体験車 集中豪雨が起きたら？

集中豪雨の恐怖を体験しましょう。降雨を段階的

に体験できます。

※雨具は、会場に用意してあります。

煙中体験 煙の中はどうなっている？

煙の中ではほとんど見えません。いざという時、

どのように逃げればよいか学びましょう。

随時体験できます。
（申込不要）

消防防災ヘリ
めったに見学することができない消防防災航空隊の救助訓練です。

訓練後、機体が展示され、近くでご覧いただけます。

救助訓練 ８：30頃～ 戸狩小学校グラウンド

機体展示・紹介 9：00頃～ 太田地区活性化センター西側ふれあい広場

学校敷地内は車の駐車はできません。堀之内、五荷、瀬木日帰り駐車場など、戸狩温泉スキー場の駐車場をご利用下さい。

市役所危機管理防災課 62-3111（内線371）

９月３日（土）
災害の恐ろしさを体験しよう！災害の恐ろしさを体験しよう！



1 
  

平成 28年度 飯山市総合防災訓練要綱 

１ 目  的 

 災害対策基本法及び飯山市地域防災計画に基づき、防災関係機関と地域住民が相互に連

携し、各種の防災訓練を総合的に実施し、有事に際して即応できる体制を確立するととも

に、防災に関する意識の高揚と知識の向上を図ることを目的とする。 

 

２ 実施期日  平成 28年 9 月 3日（土） 午前 7時～10 時 30 分 

 

３ 会  場  太田地区 戸狩小学校グラウンド及び周辺 

 

４ 主  催  飯山市 

 

５ 参加予定団体、機関等（順不動） 

 太田地区住民／太田地区区長会／市内各自主防災組織／飯水岳北交通安全協会太田支部／

飯山警察署／飯山赤十字病院／戸狩小学校／日本郵便（株）飯山郵便局／（社）長野県建

築士会飯水支部／岳北消防本部／長野県消防防災航空隊／千曲川河川事務所（地震・降雨

体験車派遣協力）／飯山赤十字奉仕団／飯山市社会福祉協議会／飯山市消防団／中野市／

災害時相互応援協定都市（魚津市、山梨市、長井市、国分寺市、軽井沢町）／飯山市 

 

６ 組織訓練 

（1）訓練本部 

本部長 飯山市長、 副本部長 副市長、教育長 

 

（2）本部付（順不同） 

  飯山警察署長／太田地区区長会長／飯水岳北交通安全協会太田支部長 

 

（3）訓練本部の構成等 

  総務対策部    総務部長 

  民生対策部    民生部長 

  経済対策部    経済部長 

  建設水道対策部  建設水道部長 

  教育対策部    教育部長 

  文化振興対策部  文化振興部長 

  議会対策部    議会事務局長 

  消防対策部    岳北消防本部消防長、飯山市消防団長、岳北行政組合事務局長 

 

（4）訓練本部事務局責任者 

  飯山市総務部危機管理防災課長 

 

７ 訓練の中止  

（1）飯山市災害警戒（対策）本部が設置又は継続されている場合 

（2）市内に「大雨」、「洪水」、「暴風」、警報が発表されている場合又は訓練中に発表され

る可能性が極めて高い場合で市長が訓練中止を適当であると判断した場合 

（3）その他、市長が訓練中止を適当であると判断した場合 
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ｔ 

 

東日本大震災をはじめ、神城断層地震、広島県及び南木曽町の土砂災害、また、今年 4
月に発生した熊本大地震など近年多発している大規模な自然災害は、飯山市においても起

こり得る可能性があります。 
災害はいつ起こるか分かりません。災害がいつ起きても適切に対処できるように，より

実践的な防災訓練が必要とされています。 
防災訓練を行うことによって、市民の皆さんの自らの自助、地域の皆さんで行う共助、

市役所や消防・警察等が行う公助、それぞれの役割のもと連携を図りながら、地域の防災

力をさらに高めていかなければなりません。 
今回の訓練は、熊本大地震を教訓に市内に存在する活断層による直下型の大地震が発生

したという想定のもと、市民の皆さんと各関係機関が連携しながら、情報伝達、避難退避、

安否確認、全避難場所の避難者対応、避難所の開設・受け入れが進むまでの 3 時間を想定

した訓練を行うほか、倒壊した家屋からの救助、消火器やＡＥＤの取り扱い、ボランティ

アセンターの立ち上げなどの個別訓練や、地震体験車や降雨体験車の派遣により、自然災

害の恐ろしさを知っていただくことで、市民の防災意識の向上を図ります。 
 また、今年度は、全市民を対象としたシェイクアウト（地震一斉対応行動訓練）を皮切

りに、緊急放送を活用し、太田地区以外でも市内の各自主防災組織で独自訓練として避難

訓練などを行います。 
 

 

平成 28 年 9 月 3 日（土）秋雨前線豪雨の影響で、前日から降り続いた雨の連続雨量は、

2 日間で 150 ㎜を超え、市内各地山間部においては、土砂災害の危険が高まっている状況下、 
午前 7 時に大地震が発生。飯山観測所の震度は「6 強」を観測した。 
この地震により、市内全域で家屋の倒壊、火災等甚大な被害が発生した。 
市では、地震発生後直ちに災害対策本部及び現地対策本部を設置し、災害情報の収集、

各関係機関と連携し、火災の鎮圧、負傷者の救出・救護、ライフラインの復旧等に努める

とともに、全市の指定緊急避難場所での避難者対応が求められた。 
 

自助・共助・公助それぞれの初動行動を確認・見直しを行い、訓練で検証を行う。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

はじめに 

防災訓練 想定 

訓練のポイント 

自主防災組織によ

る住民の安否確

認・避難誘導等 

公助 

自助 共助 

・防災関係機関の適切な初
動行動 

・防災関係機関相互の情報
伝達及び連携 

自分の身を自分で

守る防災意識 

現状を確認・見直し 

訓練で検証 

・地域防災力の向上 

・防災関係機関の 
災害処理能力の向上 

減災 



3 
  

 

 

訓練名（団体） 訓練内容 

シェイクアウト（地震対応一斉行動訓練） 

（市民） 
「しゃがむ」、「頭を守る」、「じっとする」といった命を守り、
生きぬくための一分間の行動訓練 

災害対策本部設置訓練／災害派遣
要請訓練 
（市、中野市、魚津市、山梨市、長
井市、国分寺市、軽井沢町） 

（参集、情報の収集、避難勧告等発表） 
・職員非常参集   ・防災無線緊急放送 
・災害対策本部設置 ・情報の収集   
・避難勧告等発表   ・現地災害対策本部設置 
・非常通信取扱 
（応援要請） 
・長野県災害時相互応援協定（中野市） 
・災害時応援協定都市（魚津市、山梨市、長井市、国分寺市、軽井沢町） 

避難訓練／避難場所の避難者対応
及び避難所開設訓練 
（住民、市、建築士会飯水支部） 

（避難訓練） 
・一時避難場所から指定緊急避難所場所への誘導（地域独自

の避難方法） 
・安否確認  ・要配慮者への対応 
（避難場所における避難者対応及び避難所開設） 
・職員の避難場所対応、避難所危険度判定 
・開設、名簿作成（受付）・物資調達 

ライフライン応急対応訓練 
（市、協定団体、飯山警察署、飯水岳北交
通安全協会、飯山郵便局） 

・被害状況把握 ・交通規制 ・緊急物資調達要請  
・給水 ・物資輸送   

救助・緊急医療活動訓練 
（消防署・消防団、飯山赤十字病院、住民） 

・仮救護所設置  ・緊急医療活動  ・AED 取扱 
・応急手当 ・倒壊家屋救助 ・トリアージ ・緊急搬送 

炊き出し訓練（赤十字奉仕団）   ・炊き出し訓練 

ボランティア受入訓練 
（社会福祉協議会） 

・ボランティアセンター開設 

火災消火訓練 
（消防署・消防団・住民） 

・参集 ・出動 ・水利確保 ・機械操作、消火活動 
・油火災実験 ・煙中体験 ・消火器取扱訓練 

緊急放送を活用した各自主防災組
織の独自訓練 

・土砂災害警戒区域等の確認 ・避難 ・避難名簿作成 
・安否確認 

防災ヘリを活用した救助訓練及び
上空偵察訓練 

・孤立集落からの救助救出訓練 
・被害状況の確認 

地震体験車、降雨体験車派遣による
防災啓発活動 

・地震体験 
・降雨体験 

 

主な災害発生・発令等 

7：00 大地震発生 福寿町観測震度 6強 

7：10 戸狩小学校付近から火災発生 

7：15 災害対策本部設置 

7：15 現地災害対策本部設置 

7：25 避難勧告発令 

7：50～ グラウンド内訓練 

煙中体験、油火災・消火器取扱訓練、給水訓練、 
備蓄物資輸送訓練、救急・救護訓練、倒壊家屋救

助訓練、消防防災ヘリによる救助救出訓練、地

震・降雨体験、炊き出し訓練 など 
 

 

 
  

訓練名及び訓練内容（概要） 



4 
  

 
 
訓練スケジュール（詳細） 


