
 

令和元年度射水市総合防災訓練実施計画 

 

１ 目  的 

  この訓練は、災害対策基本法第４８条の規定に基づき、災害発生時における迅速
かつ的確な防災活動の実施や、防災思想の普及啓発を図るため、射水市が、国の機
関、広域応援協定を締結している自治体・団体、防災関係機関、自主防災組織並び
に地域住民等の参加のもとに、災害応急対策等について実践的かつ実効性のある総
合的な防災訓練を行う。 

 

２ 実施期日  

 令和元年８月２５日（日） 午前８時３０分～１２時００分 

 

３ 実施地区 水戸田地区     

   

４ 訓練会場 水戸田コミュニティセンター、水戸田保育園、射水市民病院  

       風乃里水戸田 

 

５ 想  定 

 ・ 地震・風水害・土砂災害想定 

 ・ 発生日時   令和元年８月２５日（日） 午前８時３０分 

 ・ 震源地    呉羽山断層帯  

 ・ 地震の規模  マグニチュード７．４（最大震度７）  

  

６ 被害想定 

   午前８時３０分頃、呉羽山断層帯を震源とするマグニチュード７．４の地震が

発生し、射水市で震度７を観測した。 
一方、前日からの局地的な集中豪雨で大雨警報が発表され、市及び関係機関が警

戒を強めていた。 
前日からの豪雨が激しさを増し、土砂災害発生の恐れが高まっていたところに地

震発生による影響が加わり、建物の倒壊、火災が発生し多数の市民が負傷したほか、
液状化により道路やライフラインの寸断が発生し、水戸田地区に甚大な被害が生じ
ている。 
射水市は、水戸田地区全域に警戒レベル４避難指示（緊急）を発令し、水戸田コ

ミュニティセンターを避難所として開設するとともに市現地対策本部を同所に設置
し、関係機関と連携した災害応急対策活動を実施する。 

   

７ 主な訓練項目        

  ※下線の訓練項目は、新たに実施するもの。 ※二重下線の参加機関は、新たに参加するもの。 

（１）情報伝達・収集訓練 

① 外国語による情報提供の支援【射水市民国際交流協会、未来創造課】 

② 日本文、英文によるエリアメール・緊急速報メール配信 

③ 防災行政無線（サイレン・音声）を活用した情報伝達訓練 

④ 土砂災害警戒区域（生源寺地区）への戸別受信機による情報伝達訓練  

⑤ 災害情報メール配信・職員参集メール配信【人事課】 

⑥ コミュニティＦＭへの割込み放送による電話中継放送及び広報 

【㈱エフエムいみず、未来創造課】 



 

     

 

⑦ 消防団による避難広報 

⑧ アマチュア無線による通信確保訓練【射水市アマチュア無線非常通信協力会】 

 

（２）被害箇所調査 

①  緊急通行確保路線の被害調査【射水市建設業協会、道路課】 

②  上下水道施設の被害調査【上水道工務課、下水道工務課】 

③  港湾施設の被害調査【港湾・観光課】 

④  和田川、庄川河川堤防の巡視【消防団】 

 

（３）地域（地域振興会・自主防災会等）の訓練 

①  住民避難・地域振興会本部設置及び避難者受付訓練 

【水戸田地域振興会、政策推進課】 

② 避難所開設訓練（ダンボール間仕切り、仮設トイレ展示） 

【水戸田地域振興会、避難所開設担当職員】 

③ 炊き出し訓練・災害時の食事確保【水戸田地域振興会、収納対策課】 

④ 要配慮者安否確認、誘導訓練【民生委員】 

 

（４）体験型訓練 

① 土石流体験３Ｄシアター【北陸地方整備局立山砂防事務所】 

② 土砂災害に対する模型、パネル展示【北陸地方整備局立山砂防事務所】 

③ ダンボールベット・防災備蓄品展示 

【ＮＰＯ法人富山県防災士会、射水市防災士連絡協議会】 

④ 気象・災害情報及び警戒レベルのパネル展示【富山地方気象台】 

⑤  発電機使用訓練【消防本部】 

⑥ ロープワーク訓練【消防本部】 

⑦ 防災体験（水消火器・煙体験） 

【消防本部、消防団、射水市女性防火クラブ】 

    ⑧ チェーンソー・ジャッキアップ使用訓練【射水造園業組合、消防本部】 

⑨ 救命救急・応急救護訓練（講習） 

【日本赤十字社富山県支部、（公社）射水市柔道整復師会、消防本部】 

⑩ 地震体験訓練（住宅耐震強化の説明）【㈱カワノ、建築住宅課】  

⑪ 災害出動車両等展示【自衛隊富山地方協力本部】 

⑫ 通信確保訓練（災害用伝言ダイヤル「１７１」） 

【西日本電信電話㈱富山支店】 

 

（５）関係機関等の訓練 

      ① 県消防防災ヘリコプターによる情報収集訓練 

     【県防災航空センター】 

   ② 応援協定による支援物資搬送訓練【長野県千曲市】 

③ 射水市災害対策本部設置・運営訓練【災害対策本部連絡員】 

④ 飲料水の提供【コーシン・サントリービバレッジ（株）】   

⑤ 放棄車両移動訓練【射水警察署】 

⑥ 倒壊家屋からの救出訓練【消防本部、消防団】 



 

⑦ 消防団警戒出動集結及び一斉放水訓練【消防団】 

⑧ 臨時救護所の設置・運営訓練（トリアージ） 

【（公社）射水市医師会、射水市薬剤師会】   

⑨ 射水市災害救援ボランティアセンター設置・運営訓練 

【（福）射水市社会福祉協議会、（公社）射水青年会議所】 

    ⑩ 福祉避難所の開設訓練【風乃里水戸田、地域福祉課】 

    ⑪ 備蓄物資の輸送・供給訓練【課税課】 

 

（６）復旧活動等 

① 電源復旧訓練【（一財）北陸電気保安協会】 

   ② LPガス防御供給訓練【日本海ガス㈱、市 LPガス協会】 

 

８ 訓練参加機関及び規模 

   

  参加機関  ３３機関  参加者総数 約４００名    

 

（１）国・県・市関係機関 ＜６＞ 

・国土交通省北陸地方整備局立山砂防事務所  ・気象庁富山地方気象台 

・自衛隊富山地方協力本部      ・射水警察署 

・富山県防災航空センター      ・長野県千曲市  

       

（２）関係機関 ＜２３＞ 

・水戸田地域振興会          ・㈱エフエムいみず 

・射水ケーブルネットワーク㈱    ・射水市アマチュア無線非常通信協力会 

・射水市建設業協会                  ・射水造園業組合   

・射水市民国際交流協会              ・射水市女性防火クラブ    

・㈱カワノ                          ・日本赤十字社富山県支部  

・ＮＰＯ法人富山県防災士会     ・射水市防災士連絡協議会 

・西日本電信電話㈱富山支店         ・コーシン・サントリービバレッジ㈱ 

・（公社）射水市柔道整復師会     ・（公社）射水市医師会 

・（公社）射水青年会議所       ・（福）射水市社会福祉協議会 

・射水市薬剤師会          ・射水市エルピーガス協会 

・（一財）北陸電気保安協会高岡営業所 ・日本海ガス㈱ 

・風乃里水戸田 

 

（３）市関係機関 ＜４＞ 

 ・射水市                 ・射水市消防団 

・射水市消防本部                  ・射水市民病院 

 

９ その他 

  雨天決行とする。ただし、災害等が発生した場合、又は発生するおそれがある場

合は中止とする。  



 １　水戸田地区での訓練

(1) 住民への避難広報活動

(2) 住民の避難訓練

(3) 緊急速報メール・職員参集情報伝達訓練

(4) 土砂災害警戒区域への戸別受信機による情報伝達訓練

(5) 要配慮者安否確認、誘導訓練

(6) 緊急通行確保路線の被害調査

(7) 上下水道施設の被害調査

(8) 港湾施設の被害調査

(9) 和田川、庄川河川堤防の巡視、広報

(10) 福祉避難所の開設訓練（風乃里水戸田）

(11) 県消防防災ヘリコプターによる情報収集訓練

 ２　水戸田コミセン・水戸田保育園周辺での訓練

(1) 射水市災害対策本部設置・運営訓練

(2) 避難所開設訓練

(3) 地域振興会本部設置・避難者受付訓練

(4) 災害応援協定企業による飲料水の提供（サントリー）

(5) 防災行政無線・FM放送での情報伝達訓練

(6) 消防団警戒出動集結・一斉放水訓練

(7) 訓練想定説明

(8) 本部長への訓練開始報告

(9) 炊き出し訓練・災害時の食事確保

(10) 電源復旧訓練

(11) LPガス防御供給訓練

(12) アマチュア無線による通信確保訓練

(13) 通信確保訓練

(14) 発電機使用訓練

(15) ロープワーク訓練

(16) 防災体験（初期消火・煙体験）

(17) 射水市災害救援ボランティアセンター設置・運営訓練

(18) 救命救急・応急救護訓練（AED）

(19) 気象・災害情報及び警戒レベルのパネル展示

(20) 臨時救護所の設置・運営訓練（トリアージ）

(21) 多言語による情報提供の支援

(22) ダンボールベット・防災備蓄品展示

(23) チェーンソー・ジャッキアップ使用訓練

(24) 地震体験訓練（住宅耐震強化の説明）

(25) 土石流体験３Ｄシアター

(26) 土砂災害に対する模型、パネル展示

(27) 災害出動車両等展示

(28) 備蓄物資の輸送・供給訓練

(29) 応援協定による支援物資搬送訓練

(30) 放棄車両移動訓練

(31) 倒壊家屋からの救出訓練

 3　閉会式

(１) 閉会式
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総合防災訓練（屋外訓練会場図）
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水戸田コミュニティセンター（屋内訓練会場）
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