
 

 

７ 訓練項目（概要） 

（１）情報収集伝達活動訓練  

内     容 会 場 参加機関 

① 地上及び上空からの情報収集 

  県警察のヘリコプターやトライアルバイク、自衛隊航空

機等により被災状況の情報収集活動を行い、県災害対策本

部へ報告する。 

湘南海岸公園 神奈川県警察本部地域総務課航空隊 

神奈川県警察第二交通機動隊 

海上自衛隊第４航空群 

航空自衛隊中部航空方面隊司令部 

航空自衛隊航空総隊司令部飛行隊 

② 局地航空機統制本部設置運営 

    県及び航空機を運航する各機関により、被災地域周辺に

おける航空機の運航を管理し、救出救助や後方搬送を実施

する。 

太洋中学校 神奈川県 

神奈川県警察本部危機管理対策課 

神奈川県警察本部地域総務課航空隊 

陸上自衛隊第31普通科連隊 

海上自衛隊横須賀地方総監部 

海上自衛隊第４航空群 

航空自衛隊中部航空方面隊司令部 

航空自衛隊航空総隊司令部飛行隊 

第三管区海上保安本部 

横浜市消防局 

③ ヘリテレ追尾装置を利用した被災情報の伝送 

被災地にヘリテレ追尾装置を設置し、県警察災害警備本

部及び県災害対策本部に被災情報を画像伝送する。 

湘南海岸公園（本部

席前モニター） 

関東管区警察局神奈川県情報通信部

機動通信課 

 

（２）自主防災組織による訓練 

内     容 会 場 参加機関 

① 安否確認 

  家屋倒壊現場に取り残された住民の所在、安否確認を行

う。 

湘南海岸公園 平塚市自主防災組織 

平塚市消防団 

② 救出・搬送訓練 

  家屋倒壊により閉じこめられた住民を、資機材を使用し

て救助し、安全な場所へ搬送して、順次、臨時救護所へ搬

送する。 

湘南海岸公園 平塚市自主防災組織 

平塚市消防団 

③ 消火訓練 

  火災家屋に対して、消火器等を用いて初期消火活動を行

う。 

湘南海岸公園 平塚市自主防災組織 

平塚市消防団 

 

（３）道路啓開、緊急交通路の確保訓練 

内     容 会 場 参加機関 

① 道路啓開 

道路管理者は、地震により被害を受けて不通となった道

路につき、協定締結機関の協力を得て緊急応急復旧を行う

。 

湘南海岸公園 平塚土木事務所 

 (社)平塚建設業協会 



 

 

 

② 緊急交通路の確保 

県警察は、緊急交通路確保のために検問所を設置して、

緊急通行車両の通行許可、一般車両に対する迂回措置を行

う。 

湘南海岸公園 県警察本部 

県警第二交通機動隊 

平塚警察署 

 

（４）救出救助部隊輸送訓練 

内     容 会 場 参加機関 

① 救出救助部隊の人員・車両・物資の海上輸送 

海上自衛隊ＬＣＡＣ（ホバークラフト）及び海上自衛隊

輸送艇が救出救助部隊（警察・自衛隊・救助犬）の人員・

車両・物資を海上輸送、海岸より上陸して被災現場へ向か

い、他の部隊と連携して救出救助活動を行う。 

湘南海岸～湘南海

岸公園 

海上自衛隊 

陸上自衛隊 

県警察本部 

（特非）神奈川県水難救済会 

（特非）救助犬訓練士協会 

 

（５）救出救助訓練 

内     容 会 場 参加機関 

① 多重衝突現場における救出救助 

  情報収集中のトライアルバイク隊員が、県道において道

路閉塞及び車両３台の多重衝突事故を発見、警察本部に出

動を要請。警察本部から出動要請を受けた消防機関等が救

助活動を展開、救出した負傷者を救急車等で搬送する。県

警からの要請により、事故車両等を(一般社)神奈川県自動

車整備振興会、(一般社)日本自動車連盟神奈川支部がレッ

カー等により撤去、搬出する。 

湘南海岸公園 神奈川県警察第二交通機動隊 

平塚警察署 

平塚市消防本部 

(一般社)神奈川県自動車整備振興会 

(一般社)日本自動車連盟神奈川支部 

 

② 広域応援部隊等による救出救助、災害救助犬を活用した

救出救助 

自衛隊、警察の偵察・パトロールにより大規模災害現場

の情報あり。バス横転、建物倒壊現場に、消防、警察、自

衛隊の各隊が順次到着。現場指揮本部を設置した上で、救

助方針を決定。消防、自衛隊は災害救助犬の部隊とともに

負傷者を捜索。倒壊した建物の瓦礫を協定業者の協力によ

り撤去。各現場において、消防、警察、自衛隊等が連携し

て救出救助活動を行う。 

湘南海岸公園 

                                                                                    

平塚市消防本部 

県警察第一機動隊 

陸上自衛隊第３１普通科連隊 

陸上自衛隊第４施設群 

(社)神奈川県建物解体業協会 

（特非）日本救助犬協会 

(特非)神奈川救助犬ネットワーク 

(社)ジャパンケネルクラブ 

神奈川ＤＭＡＴ 

③ 津波避難ビルからの救出救助 

自主防災組織から消防へ入った通報により、津波避難ビ

ル屋上に取り残された要救助者を救出するため、要請を受

けた横浜市消防局ヘリが現場へ急行し、屋上から吊り上げ

救助・搬送する。 

湘南海岸公園に隣

接した津波避難ビ

ル 

横浜市消防局 

平塚市自主防災組織 

 

 

 

 

 



 

 

 

（６）医療救護活動訓練 

内     容 会 場 参加機関 

① 自衛隊と各医療関係機関が連携する医療救護活動 

  県の要請により、自衛隊医療関係部隊、神奈川ＤＭＡＴ

、他県ＤＭＡＴ、日本赤十字社、在日米陸軍・米海軍・米

空軍等が被災地に出動し、現場救護所で各機関が互いに連

携した医療救護活動を行う。 

湘南海岸公園 神奈川県 

神奈川ＤＭＡＴ、他県ＤＭＡＴ 

平塚市消防本部 

自衛隊横須賀病院 

海上自衛隊横須賀地方総監部 

海上自衛隊横須賀衛生隊 

日本赤十字社神奈川県支部 

南関東防衛局 

在日米陸軍 

在日米海軍 

在日米空軍 

平塚看護専門学校 

湘央生命科学技術専門学校 

県立高校 

平塚市自主防災組織 

② 臨時救護所の設置運営訓練 

平塚市は、医師会等の協力により臨時救護所を設置し、

傷病者のトリアージ、医療救護等を行う。 

湘南海岸公園 平塚市 

（公益社）神奈川県医師会 

（公益社）神奈川県看護協会 

（社）平塚市医師会 

（社）平塚中郡薬剤師会 

（社）神奈川県柔道整復師会 

平塚市赤十字奉仕団 

平塚市自主防災組織 

③ ＳＣＵ設置運営訓練 

県、厚生労働省は県内外のＤＭＡＴ
ディーマット

（災害派遣医療チー

ム）に要請して、ＳＣＵ（航空搬送拠点臨時医療施設）を

厚木航空基地に設置し、広域医療搬送・地域医療搬送を行

う。 

海上自衛隊厚木航

空基地 

海上自衛隊第４航空群 

神奈川ＤＭＡＴ 

他県ＤＭＡＴ 

神奈川県 

他県ドクターヘリ（４県） 

④ 被災地と災害拠点病院・ＳＣＵ・他県災害拠点病院との

連携活動訓練 

被災地と災害拠点病院、ＳＣＵ、他県災害拠点病院がＤ

ＭＡＴと連携した医療救護活動を行う。 

平塚市民病院 

平塚共済病院 

済生会平塚病院 

東海大学医学部付

属病院 

茅ヶ崎市立病院 

秦野赤十字病院 

大和市立病院 

藤沢市民病院 

神奈川県 

平塚市民病院 

東海大学医学部付属病院 

茅ヶ崎市立病院 

秦野赤十字病院 

大和市立病院 

藤沢市民病院 

他県災害拠点病院 



 

 

 

⑤ 海上保安庁巡視船で行う医療救護活動 

  海上保安庁の巡視船「いず」は付近海域から被災地沖合

に向かい、海上から救助した負傷者を船内に収容する。収

容した負傷者が多数となり、いず船内での医療救護活動が

必要との判断により、ＤＭＡＴを派遣要請する。ＤＭＡＴ

はいず職員と連携して、船内での医療救護活動を行う。 

海上保安庁巡視船

「いず」 

海上保安庁 

神奈川ＤＭＡＴ 

他県ＤＭＡＴ 

平塚看護専門学校 

⑥ 傷病者の搬送訓練 

  トリアージ、応急救護を行った負傷者は、県医療救護本

部と現場ＤＭＡＴ等との調整により、救急車、ヘリで域内

・域外の災害拠点病院、ＳＣＵを経由して県外の災害拠点

病院等に搬送する。 

湘南海岸公園 

太洋中学校 

津波避難ビル 

巡視船いず 

海上自衛隊厚木航

空基地 

平塚市民病院、 

平塚共済病院 

済生会平塚病院 

東海大学医学部付

属病院 

成城学園伊勢原総

合グランド 

茅ヶ崎市立病院 

秦野赤十字病院 

大和市立病院 

下総航空基地（千

葉県） 

神奈川ＤＭＡＴ 

他県ＤＭＡＴ 

横浜市消防局 

陸上自衛隊 

海上自衛隊 

第三管区海上保安本部 

平塚市消防本部 

平塚市民病院 

平塚共済病院 

済生会平塚病院 

東海大学医学部付属病院 

茅ヶ崎市立病院 

秦野赤十字病院 

大和市立病院 

群馬県（ﾄﾞｸﾀｰﾍﾘ） 

埼玉県（ﾄﾞｸﾀｰﾍﾘ） 

千葉県（ﾄﾞｸﾀｰﾍﾘ） 

静岡県（ﾄﾞｸﾀｰﾍﾘ） 

神奈川県（ﾄﾞｸﾀｰﾍﾘ） 

成城学園 

他県災害拠点病院 

⑦ ドクターヘリの給油 

  他県から参集するドクターヘリが傷病者搬送を行うた

めには、給油が必須となるため、災害応急活動用備蓄燃料

を有する総合防災センターにおいて航空燃料の給油を行う

。 

総合防災センター 総合防災センター 

群馬県（ﾄﾞｸﾀｰﾍﾘ） 

埼玉県（ﾄﾞｸﾀｰﾍﾘ） 

千葉県（ﾄﾞｸﾀｰﾍﾘ） 

静岡県（ﾄﾞｸﾀｰﾍﾘ） 

 

⑧ 医薬品・血液等の搬送 

  県は、医療関係団体等の協力を得て医薬品及び輸血用血

液等を確保し、被災地に設置された「臨時救護所」へ搬送

する。 

湘南海岸公園 神奈川県赤十字血液センター 

(公益社)神奈川県薬剤師会 

（社）平塚中郡薬剤師会 

神奈川県医薬品卸業協会 

(一般社)日本産業・医療ガス協会神奈

川支部 

 



 

 

 

（７）多数遺体収容施設設置運営訓練 

内     容 会 場 参加機関 

①� 多数遺体収容施設設置運営 

平塚市は、地域防災計画に設置要領により、多数遺体収

容施設を設置し、遺体の収容、受付、検視、検案、身元確

認等を行う。 

太洋中学校 神奈川県環境衛生課 

平塚市 

県警察本部捜査第一課、鑑識課 

平塚警察署 

(一般社)神奈川県歯科医師会 

平塚歯科医師会 

平塚市医師会 

神奈川歯科大学 

 (社)全国霊柩自動車協会神奈川支部 

神奈川県葬祭業協同組合 

 

（８）在日米軍医療支援訓練 

内     容 会 場 参加機関 

① 在日米軍医療チームの輸送及び医療救護活動訓練 

   県の要請により、在日米陸軍、在日米海軍、在日米空軍

は医療チームをヘリコプターや車両で被災地内に派遣し、

ＤＭＡＴ等の医療関係部隊と連携して負傷者の救護活動

を実施する。南関東防衛局が医療チームと負傷者・ＤＭＡ

Ｔ等との通訳を行う。 

湘南海岸公園 神奈川県 

在日米陸軍 

在日米海軍 

在日米空軍 

南関東防衛局 

② 緊急医療物資の輸送訓練 

神奈川県の要請により、在日米海軍はヘリコプターによ

る被災地内への緊急医療物資の輸送訓練を実施する。 

太洋中学校 

湘南海岸公園 

神奈川県 

在日米海軍 

③ 在日米軍との通信訓練 

在日米軍への支援要請や被害状況の情報共有のた

め、在日米陸海軍司令部と神奈川県の間で、通信訓練

を実施する。 

神奈川県庁舎 

在日米陸海軍司

令部 

神奈川県 

在日米陸軍 

在日米海軍 

 



 

 

 

（９）緊急物資の広域搬送 

内     容 会 場 参加機関 

① 救援物資等の陸上搬送 

  県は、九都県市等からの救援物資を、関係機関の協力を

得て避難所へ搬送する。 

  平塚市は、協定業者の協力により、飲料水を避難所へ搬

送する。 

湘南海岸公園 神奈川県総合防災センター 

湘南地域県政総合センター 

九都県市 

(一般社)神奈川県トラック協会 

平塚市 

飲料水協定業者 

② 救援物資等の陸上搬送（中央会場と別日程で実施予定） 

  県は、九都県市等からの救援物資を、関係機関の協力を

得て避難所等へ搬送する。 

平塚市総合公園、県

立体育センター 

神奈川県総合防災センター 

湘南地域県政総合センター 

九都県市 

(一般社)神奈川県トラック協会 

平塚市 

 

（10）災害救援ボランティア支援センター設置運営訓練 

内     容 会 場 参加機関 

①� 災害救援ボランティア支援センター設置運営訓練 

災害救援ボランティア支援センターの設置運営訓練を

行う。 

湘南海岸公園 平塚市 

平塚市社会福祉協議会 

神奈川災害ボランティアネットワー

ク 

ひらつか災害ボランティアネットワ

ーク 

神奈川レスキューサポートバイクネ

ットワーク 

日本ボーイスカウト神奈川連盟 

 

（11）広域防災活動拠点等運営訓練 

内     容 会 場 参加機関 

①�  広域防災活動拠点運営訓練（８月２９日、９月４日実

施） 

  県災害対策本部の指示により、湘南現地災害対策本部は

広域防災活動拠点を開設し、救援物資の受入れ等を行う。 

平塚市総合公園、県

立体育センター、 

湘南地域県政総合センター 

（一般社）神奈川県トラック協会 

② 広域防災活動備蓄拠点運営訓練（９月６日実施） 

  県災害対策本部の指示により、湘南現地災害対策本部は

広域防災活動備蓄拠点を開設し、貸し出し業務を行う。 

衛生研究所 湘南地域県政総合センター 

 

 

９ その他 

  訓練に関する管理事項、各訓練項目に関する詳細な実施方法等については、別途定める。 


