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防災体制の強化、地域防災力の向上を目指して 
平成３０年度 飯山市総合防災訓練  ドローンを使用した現地調査訓練も実施 

 

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して、飯山市総合防

災訓練を次のとおり実施します。 

 

１ 日 時  平成３０年８月２５日（土） 午前７時～午前１０時（予定） 

２ 主 会 場  岡山地区 旧岡山小学校グラウンド及び周辺 

３ 訓練要綱  別添のとおり 

４ 特記事項 

⑴ 例年実施している訓練に加え、今回は次の訓練を新たに実施する予定です。 

◦ドローンを使用した現地調査訓練 

◦要配慮者利用施設（フジすまいるファーム飯山）における出火通報訓練等 

⑵ 飯山市ホームページ 「平成 30 年度 飯山市総合防災訓練を実施します」 
http://www.city.iiyama.nagano.jp/soshiki/kikikanribousai/bousaisyoubou/information/h30kunren/ 

 

＜担当課＞ 
飯山市 総務部 危機管理防災課 
（課長）湯本 登喜一 （担当者）篠原 秀和 
住 所： 飯山市大字飯山 1110-1 
電 話： 0269-62-3111㈹ 
ファクシミリ： 0269-62-5990 
電子メール： kikikanri@city.iiyama.nagano.jp 
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 平成 30 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 30年 8月 25 日（土） 午前 7時～10 時（予定） 

 

３ 会 場  岡山地区 旧岡山小学校グラウンド及び周辺 

 

４ 訓練実施方針 

東日本大震災や熊本地震を教訓に、大地震が発生した想定のもと、市民、自主防災組織、

市及び防災関係機関等が連携し、大地震発生後、3 時間、当日中までの初動対応訓練を実施

するとともに、1 日から 3 日後までに実施する応急対応活動を確認する。 
 

５ 訓練想定 

 平成 30年 8月 25 日（土）午前 7時 00 分、新潟県中越沖で大地震が発生した。この地震

により、飯山市全域を激しい揺れが襲い、飯山観測所の震度は 6強を観測した。 

 市内では、家屋の倒壊や火災の発生、道路などの破損寸断、電気、水道などのライフラ

インに甚大な被害が発生した。 

 各自主防災組織は、避難誘導及び住民の安否確認を行い、市は、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、避難者対応、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を行った。 
そのような状況下、柏崎刈羽原子力発電所において、地震の影響により事故が発生。施

設敷地緊急事態、全面緊急事態の発令により、原子力発電所から 50㎞圏域の住民に屋内退

避が必要となった。 
 

６ 主 催  飯山市 

 

７ 参加予定団体、機関等（順不同） 

 岡山地区住民／岡山地区区長会／市内各自主防災組織／飯水岳北交通安全協会岡山支部／

飯山警察署／飯山赤十字病院／日本郵便（株）飯山郵便局／（社）長野県建築士会飯水支

部／飯山市建設業協会／長野県ダンプカー協会飯山支部／岳北消防本部／飯山市社会福祉

協議会／飯山市消防団／長野県（北信地域振興局、北信保健福祉事務所、北信建設事務所）

／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）／

東京電力ホールディングス㈱／フジすまいるファーム飯山（要配慮者利用施設）／飯山市 

 

８ 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／岡山地区区長会長／飯水岳北交通安全協会岡山支部長 
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（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、岳北広域行政組合事務局長 

 

（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 

 

９ 訓練実施項目の概要 

訓練名（実施団体） 訓練内容 

地震対応一斉行動訓練（シェイ
クアウト訓練）（住民） 

「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／情報伝達訓練 
（長野県（北信地域振興局、北
信保健福祉事務所、北信建設事
務所）、飯山警察署、中野市、魚
津市、山梨市、長井市、国分寺
市、軽井沢町、飯山市建設業協
会、長野県ダンプカー協会飯山
支部、東京電力ホールディング
ス株式会社 

（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 
・災害時応援協定都市 
・災害時応援協定団体 
（情報伝達） 
・被害状況伝達等 

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、自主防災組織、市、 
長野県建築士会飯水支部、フジ
すまいるファーム飯山（要配慮
者利用施設）） 

（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等（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 
・避難所開設、名簿作成（受付）・物資調達 

ライフライン等応急対応訓練 
（市、協定団体、飯山警察署、
飯水岳北交通安全協会岡山支
部、飯山郵便局） 

・被害状況把握 ・ドローン調査 ・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 
（岳北消防本部・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（桑名川自主防災
組織）   

・炊き出し訓練（桑名川区自主訓練） 

ボランティア要請 
（社会福祉協議会・市） 

・ボランティアセンター開設訓練 

火災消火訓練 
（岳北消防本部・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 

その他 
・土砂災害に関する訓練（自主訓練） 
（警戒区域、避難経路、避難行動、避難場所等の確認） 
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10 訓練のポイント 

自助・共助・公助それぞれの初動対応や応急対応を確認・見直しを行い、訓練で検証を

行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 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 （Jアラート起動：緊急地震速報） 

    シェイクアウト訓練 

7：02 自主避難、自主防災組織による安否確認 

7：10 火災発生 （防災無線放送：消防団出動要請） 

7：15 災害対策本部設置 

現地災害対策本部設置 

7：25 指定緊急避難場所へ避難、避難所開設 （防災無線放送：避難勧告発表） 

7：35 原発事故により屋内退避準備情報発令 （防災無線放送：屋内退避準備情報発表） 

7：45 原発事故により屋内退避発令 （防災無線放送：屋内退避発表） 

8：00 各種個別訓練（旧岡山小学校グラウンド） 

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、 

倒壊家屋救助訓練など 

 

 

12 訓練の中止  

（1）飯山市災害対策本部が設置されている場合 

（2）飯山市災害警戒本部が設置されている場合で市長が訓練中止を適当であると判断した

場合 

（3）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 

（4）その他、市長が訓練中止を適当であると判断した場合 
 

  

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 

自分の身は自分で

守る 

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 
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13 訓練詳細スケジュール（予定） 

 
 


