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防災体制の強化、地域防災力の向上を目指して 

令和２年度 飯山市総合防災訓練について、秋津地区を主会場に実施します 

 

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  令和２年９月５日（土） 午前７時～午前９時半（予定） 

 

２ 主 会 場  秋津地区 秋津小学校グラウンド及び周辺 

 

３ 訓練要綱  別添のとおり 

 

４ 訓練内容 
 

・今回の訓練は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、規模を縮小して実施します。 

・以下の点をポイントとして、訓練を実施します。 

 ① 新型コロナウイルス感染症に対応した避難所運営の確認 

 ② 物資輸送拠点の開設、及び物資調達・輸送調整等支援システムによる支援物資要請 

 ③ IP 無線を活用した現地対策本部との連絡調整 

 

５ そ の 他 

   飯山市ホームページ 

   https://www.city.iiyama.nagano.jp/soshiki/kikikanribousai/bousaisyoubou/information/R2-kunren 

 

 

 

＜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）柳 一広 
住 所： 飯山市大字飯山 1110-1 
電 話： 0269-62-3111（内線 371） 
ファクシミリ： 0269-62-5990 
電子メール： kikikanri@city.iiyama.nagano.jp 

初走行車両 イースト・アイ 
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令和２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  令和２年９月５日（土） 午前 7時～9時半（予定） 

 

３ 会 場  秋津地区 秋津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。 

なお、本年度の訓練は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、規模を縮小して実施する。

また、以下の点をポイントとして訓練を実施する。 

（１）新型コロナウイルス感染症に対応した避難所運営の確認 

（２）物資輸送拠点の開設、及び物資調達・輸送調整等支援システムによる支援物資要請 

（３）IP 無線を活用した現地対策本部との連絡調整 

 

５ 訓練想定 

 令和２年９月５日（土）午前 7時 00分、長野県北部を震源とする大地震が発生した。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弱を観測した。 

 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。 

 また、前日の夕方には、秋津地区を中心に 50ｍｍ/時間を超える集中豪雨が発生しており、強

い地震の影響により土砂災害の危険が高まった。 

 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、

ライフラインの復旧等を行った。 

 

６ 主 催  飯山市 

 

７ 参加予定団体、機関等（順不動） ※色塗りは秋津小学校周辺にて訓練参加する団体 

 秋津地区住民／秋津地区区長会／市内各自主防災組織／飯水岳北交通安全協会秋津支部／飯山

警察署／（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／飯山市赤十字奉仕団／飯山市消防団／長野県（北信地域振興局、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）／中部電

力パワーグリッド（株）／飯山市 

 

８ 組織訓練 

（1）訓練本部 



2 

  

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／秋津地区区長会長／飯水岳北交通安全協会秋津支部長 

 

（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）（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、長野県（北信地域振興局、
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、中部電力パワ
ーグリッド株式会社） 

【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 
・IP無線連絡訓練 
【応援要請、協力要請】 
・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） 

・応急対策業務基本協定（飯山市建設業協会、長野県ダ
ンプカー協会飯山支部） 

・電力供給等の協力に関する協定（中部電力 PG（株）） 
【情報伝達等】 
・長野県北信地域振興局、北信建設事務所 

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、建
築士会飯水支部） 

【避難訓練】 
・自宅から一時避難場所への避難訓練（避難経路の確認） 
・受付、安否確認   
【避難場所における避難者対応及び避難所開設】 
・職員の避難所開設、避難所危険度判定 
・新型コロナウイルス感染症に対応した避難所運営 

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） 

・被害状況把握 ・交通規制  
・物資輸送拠点の開設訓練  ・支援物資要請訓練 

火災消火訓練、AED取扱訓練 
（岳北消防本部、消防団） 

・参集 ・出動 ・水利確保 ・機械操作、消火活動 
・消防団員を対象とした AED取扱訓練 

炊き出し訓練（赤十字奉仕団） ・炊き出し訓練 
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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 スケジュール（予定） 

主な災害発生・発令等 

7：00 大地震発生 福寿町観測震度 6弱 （Jアラート起動：緊急地震速報） 

    シェイクアウト訓練 

    情報配信訓練 

7：10 火災消火訓練（防災無線放送：消防団出動要請） 

7：15 自主避難、自主防災組織による安否確認訓練 

    災害対策本部設置訓練 

7：20 現地災害対策本部設置訓練、情報収集訓練 

7：25 避難情報発令（避難勧告）（防災無線放送：避難勧告） 

    ※避難勧告に伴う実際の住民避難は行わない 

避難所開設訓練、運営訓練（新型コロナ対策含む） 

8：10 応援要請訓練 

 支援物資拠点開設、要請訓練 

 ドローン調査訓練 

8：30 炊き出し訓練 

  

 

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） 

 

 

訓練名（担当団体） 訓練場所 予定時間

緊急地震速報（市） 7:00 　　地震発生（震度6弱）

シェイクアウト（地震対応一斉行動訓練）

避難訓練（区・住民） 一時避難場所 7:02

一時避難場所 7:10

出火通報訓練 秋津小学校周辺 7:10 　火災発生

火災出動防御訓練（岳北消防・消防団） 秋津小学校周辺 7:12

非常線設置訓練（警察・安協・消防団） 秋津小学校周辺 7:13

第1回災害対策本部会議（市）
市役所4階委員会

室
7:15 市：第4配備体制

現地災害対策本部設置訓練（市）
秋津地区活性化セ

ンター
7:20

避難勧告の発令（市） 7:25 　住民の避難は行わない

避難所開設、運営訓練（建築士会・市・区役員）
指定避難所

秋津小学校体育館
7:30

AED取扱訓練（岳北消防、消防団） 秋津小学校体育館 7:30

被害情報収集伝達訓練（市） 秋津小学校 7:55

第2回災害対策本部会議（市及び防災関係機関） 秋津小学校 8:00

応援要請訓練（市） 市役所事務室 8:10

支援物資要請、拠点開設訓練（市）
市役所事務室

屋内運動場
8:10

ドローン調査訓練（市） 秋津小学校 8:10

給食炊き出し訓練（赤十字奉仕団） 8:30

終了式 秋津小学校

10:00

7:00 8:00 9:00 10:00

非常事態告知　防災無線緊急放送（岳北消防本部・市）

安否確認・避難者名簿作成訓練（区・住民・市）

7:00 8:00 9:00

「しゃがむ、隠れる、じっとする」と

いった「安全行動」を約１分間実施。
その後、一時避難場所へ自主避難

開始

各地区活性化センター

所長へ被害状況等を伝
達（所長⇒区長へ連絡）


