
令和元年度 平塚市総合防災訓練 

 

本訓練は、過去の災害の教訓を踏まえた実践型訓練を行う「地震対応訓練」と市民参加体験型の防災啓発イベン

ト「防災フェア」を実施し、自助・共助・公助の連携を強化すると共に、市民の防災・減災への意識の高揚を図り

「災害に強いまち ひらつか」の実現のため開催しました。 

防災フェアでは、子どもから大人までが「楽しく、身近に」防災を体験できるブースの設置や、炊き出し

訓練、防災関係機関の車両展示などを行いました。 

地震対応訓練（防災関係機関）では、ライフライン応急復旧訓練や救出救助訓練を実施し、防災関係機関

と行政が連携した迅速的確な災害対応訓練を実施しました。 

地震対応訓練（地域編、避難所編）では、岡崎地区及び平塚市立岡崎小学校を会場に、地域における発災

時の災害対応から避難所生活までの行動と役割を体験する訓練を実施しました。 

 

１ 主  催 平塚市 

 

２ 日  時 令和元年８月２４日（土）９時００分～１３時００分 

 

３ 参加団体 ５８団体 

 

４ 参加者数 約５，３００人 

 

 

開会式 

 

市長あいさつ 

 

河野外務大臣あいさつ 

 

訓練参加団体 

 

訓練参加団体 



団　体　名　 内　容

平塚市料理飲食業組合連合会 かんぱんプディング・野菜スープ・ポトフの炊出し (11:00頃配布予定)

平塚市食生活改善推進団体 アルファ米2種類の炊出し(11:00頃配布予定)

女性防災クラブ平塚パワーズ ポリ袋で作る雨合羽／子供向け防災啓発／輪投げ／景品配布

レモンガス株式会社アクアクララヘルシー ウォーターサーバーでアクアクララの試飲／災害時の備蓄水の重要性周知

平塚市赤十字奉仕団 「心肺蘇生法」と「ＡＥＤの使い方」体験（大人版・子ども版）

ひらつな祭実行委員会 ひらつな祭のＰＲ／家具固定のＰＲ

ひらつか防災まちづくりの会 浸水シミュレーションマップの展示／地域での防災活動相談

公益社団法人神奈川県ＬＰガス協会湘南支部
平塚・中郡部会／平塚市ガス事業協同組合

備蓄・保管に最適な「ＬＰガスを使用した発電機」の展示

平塚市聴覚障害者協会 イヤーマフを使ったコミュニケーション体験／チラシの配布

ＮＰＯ法人ママプラグ 著書・制作物などの展示／著書・防災ウエットシートの販売

平塚市消防団 小型動力ポンプによる放水体験

平塚地域アマチュア無線クラブ 無線通信訓練／無線と防災の展示・相談コーナーを設置

平塚市ビルメンテナンス業協同組合
／湘南建物管理協同組合

清掃関連のパネル及び資機材の展示／会場内の清掃活動

湘南環境整備業協同組合 組合員の活動紹介／作業車のパネル展示

平塚市下水道経営課 家庭でできる浸水対策の実演・展示

平塚市建築指導課 模型等の展示、揺らして体験／ストローハウス・紙模型の作成体験

平塚市災害対策課／平塚市危機管理課 プログラム配布など／オリジナル防災缶バッジ作成（11:00から開始）

株式会社湘南ベルマーレ 復興支援キックターゲット1回100円参加賞・景品配布

東北福祉大学ボランティア支援課 エコノミークラス症候群予防体操／減災カルタ・防災紙芝居

東海大学チャレンジセンター
3.11生活復興支援プロジェクト

プロジェクトの活動紹介／東北の復興状況のパネル・写真展示

平塚防災安全協会 感震ブレーカー、救助用エアージャッキ、水害対策用品などの展示

平塚市文化・交流課 「災害多言語支援センター」の紹介／多言語情報のチラシ配布

防衛省自衛隊神奈川地方協力本部平塚地域事務所 防災写真パネル展示/非常食の展示

神奈川県企業庁平塚水道営業所
／平塚管工事業協同組合

県営水道の地震対策パネル展示／ペットボトル「森のハーモニー」配布

東京電力パワーグリッド株式会社平塚支社 災害時における電気安全のパネル展示／感震ブレーカーの展示

ＦＭ湘南ナパサ 防災ラジオの紹介／ラジオ内コーナー「防災インフォメーション」の紹介

ＮＰＯ法人ひらつかＩＴサポート
／東海大学梶田研究室

アプリ体験／パネル展示／ＤＩＴＳ投稿体験（第1回11:00、第2回12:00)

ひらつか地域介護システム会議
福祉用具・住宅改修連絡会

避難用品の展示／車いすでの安全な移動方法体験／避難用品の体験

平塚市社会福祉協議会ボランティアセンター 車いす搬送体験／ひらつか災害ボランティアネットワークの活動紹介

公益社団法人平塚青年会議所 平塚青年会議所の活動紹介／車いす搬送体験

陸上自衛隊第4施設群 自走架柱橋車両の展示／自走架柱橋歩き体験

東京ガス株式会社神奈川西支店 マイコンメーターの展示・復帰操作体験／輪投げゲーム

5日で5000枚の約束プロジェクト実行委員会 活動報告新聞の配布／プロジェクト紹介パネルの展示

ドコモＣＳ神奈川支店 衛星携帯電話などの展示／災害用伝言板体験／エリアメール等の紹介

東日本電信電話株式会社神奈川事業部 災害伝言ダイヤル「171」体験　/ ポータブル衛星車の展示

公益社団法人日本下水道管路管理業協会
関東支部神奈川県部会

ＴＶカメラ車乗車の操作体験／記念撮影・記念品配布

平塚警察署 レスキュー車等の展示

平塚市消防本部 災害活動支援車の展示／記念撮影／乗車体験

平塚市災害対策課 起震車による地震の揺れを体験（11:00から開始）

平塚市民病院 ＤＭＡＴ車・活動状況パネル・資機材の展示

一般社団法人平塚建設業協会 ショベルカー・高所作業車搭乗体験／参加賞配布／活動内容の紹介

活動報告パネル展示／災害救助犬とのふれあい、写真撮影・シール配布

災害救助犬の捜索訓練実演(第1回11:40、第2回12:30）

一般社団法人ジャパンケネルクラブ
／須山警察犬・愛犬訓練学校

防災フェア 

時 間  ９時３０分～１３時００分 

会 場  平塚市総合公園 平塚のはらっぱ（平塚市大原１－１） 

内 容   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

会場全体① 

 

会場全体② 

 

保存食炊き出し 

【料理飲食業組合連合会】 

【平塚市食生活改善推進団体】 

 

保存食炊き出し（アルファ米） 

【平塚市食生活改善推進団体】 

 

保存食炊き出し（野菜スープ料理） 

【料理飲食業組合連合会】 

 

保存食炊き出し（乾パンアレンジ料理） 

【料理飲食業組合連合会】 



 

ポリ袋雨合羽作成／輪投げ／子供向け防災啓発 

【女性防災クラブ平塚パワーズ】 

 

災害時の備蓄水の重要性周知／アクアクララ試飲 

【レモンガス㈱アクアクララヘルシー】 

 

心肺蘇生法とＡＥＤの使い方体験 

【平塚市赤十字奉仕団】 

 

ひらつな祭 PR／家具固定 PR 

【ひらつな祭実行委員会】 

 

浸水シミュレーションマップの展示／地域での防

災活動相談 

【ひらつか防災まちづくりの会】 

 

炊き出し用ＬＰガスボンベ提供／備蓄・保管に最適

な「ＬＰガスを使用した発電機」の展示 

【公益社団法人神奈川県ＬＰガス協会 湘南支部 平

塚・中郡部会／平塚市ガス事業協同組合】 



 

イヤーマフを使ったコミュニケーション体験／ 

チラシの配布 

【平塚市聴覚障害者協会】 

 

パネル・避難リュック・防災グッズの展示／著書・

防災ウエットシートの販売 

【NPO法人ママプラグ】 

 

小型動力ポンプによる放水体験 

【平塚市消防団】 

 

無線通信訓練／無線と防災の展示・相談コーナー 

【平塚地域アマチュア無線クラブ】 

 

清掃関連のパネル及び資機材の展示／会場内の清

掃活動 

【平塚市ビルメンテナンス業協同組合／湘南建物

管理協同組合】 

 

組合員の活動紹介／作業者のパネル展示 

【湘南環境整備業協同組合】 

 



 

家庭でできる浸水対策の実演・展示 

【平塚市下水道経営課】 

 

木造住宅耐震化促進事業補助金制度等の紹介／ブロ

ック塀の安全対策ＰＲ／模型を揺らして体験／スト

ローハウス・紙模型の作成体験 

【平塚市建築指導課】 

 

防災パネル展／防災ラジオ受付／オリジナル防災

缶バッジ作成 

【平塚市災害対策課／平塚市危機管理課】 

 

復興支援キックターゲット 

【株式会社湘南ベルマーレ】 

 

エコノミークラス症候群予防体操／「遊びながら学

ぶ防災」減災カルタ・防災紙芝居 

【東北福祉大学ボランティア支援課】 

 

プロジェクトの活動紹介及び東北の復興状況のパネ

ル・写真展示 

【東海大学チャレンジセンター3.11 生活復興支援プ

ロジェクト】 



 

感震ブレーカー展示・相談／救助用エアージャッ

キ、水害対策用品、アルファ化米の展示 

【平塚防災安全協会】 

 

多言語通訳訓練／「災害多言語支援センター」の紹

介／多言語情報のチラシ配布 

【平塚市文化・交流課】 

 

防災写真パネル展示/非常食の展示 

【防衛省自衛隊神奈川地方協力本部平塚地域事務

所】 

 

県営水道の地震対策パネル展示／ペットボトル「森

のハーモニー」配布 

【神奈川県企業庁平塚水道営業所／平塚管工事業協

同組合】 

 

災害時における電気安全のパネル展示／感震ブレ

ーカーの展示 

【東京電力パワーグリッド株式会社平塚支社】 

 

防災ラジオの紹介／ラジオ内コーナー「防災インフ

ォメーション」の紹介 

【ＦＭ湘南ナパサ 】 



 

ＤＩＴＳのアプリ体験／パネル展示／ＤＩＴＳ投

稿体験 

【ＮＰＯ法人ひらつかＩＴサポート／東海大学梶

田研究室】 

 

車いす、避難用品の展示／車いすでの安全な移動方

法体験／避難用品の体験 

【ひらつか地域介護システム会議福祉用具・住宅改

修連絡会 

 

車いす搬送体験／ひらつか災害ボランティアネッ

トワークの活動紹介／ボランティア活動保険紹介 

【平塚市社会福祉協議会ボランティアセンター】 

 

平塚青年会議所の活動紹介／車いす搬送体験 

【公益社団法人平塚青年会議所】 

 

 

自走架柱橋車両の展示／自走架柱橋歩き体験 

【陸上自衛隊第４施設群】 

 

マイコンメーターの展示・復帰操作体験／ガス管・

ガスホースを利用した輪投げゲーム 

【東京ガス株式会社神奈川西支店】 



 

活動報告新聞の配布／プロジェクト紹介パネルの

展示 

【5日で 5000枚の約束プロジェクト実行委員会】 

 

衛星携帯電話、携帯電話充電器の展示／災害用伝言

板体験／エリアメール等の紹介 

【ドコモＣＳ神奈川支店】 

 

災害伝言ダイヤル「171」体験 / ポータブル衛星

車の展示 

【東日本電信電話株式会社神奈川事業部】 

 

高圧洗浄車・緊急支援状況写真パネル展示／ＴＶカ

メラ車乗車・操作体験 

【公益社団法人日本下水道管路管理業協会  

関東支部神奈川県部会】 

 

レスキュー車等の展示 

【平塚警察署】 

 

災害活動支援車の展示／記念撮影／乗車体験 

【平塚市消防本部】 



 

起震車による地震の揺れを体験 

【平塚市災害対策課】 

 

ＤＭＡＴ車・活動状況パネル・資機材の展示 

【平塚市民病院】 

 

ショベルカー・高所作業車搭乗体験／参加賞配布／

建設機械・活動内容パネルの展示① 

【一般社団法人平塚建設業協会】 

 

ショベルカー・高所作業車搭乗体験／参加賞配布／

建設機械・活動内容パネルの展示② 

【一般社団法人平塚建設業協会】 

 

災害救助犬の捜索訓練実演 

【一般社団法人ジャパンケネルクラブ／須山警察

犬・愛犬訓練学校】 

 

 

災害救助犬活動報告パネル展示／災害救助犬とのふ

れあい、写真撮影・シール配布 

【一般社団法人ジャパンケネルクラブ／須山警察

犬・愛犬訓練学校】 

 

 

 

 



地震対応訓練（防災関係機関） 

時 間  １０時００分から１１時００分まで 

会 場  平塚市総合公園 平塚のはらっぱ（平塚市大原１－１） 

 内 容  シェイクアウト訓練、通報訓練、情報収集・伝達訓練、消火訓練、ライフライン応急復旧訓練、 

災害救助犬捜索訓練、瓦礫除去訓練、救出救助訓練 

 

通報訓練 

【神奈川県タクシー協会相模支部平塚地区会】 

 

消火訓練 

【平塚市消防団第６分団】 

 

立ち入り規制・情報収集訓練 

【平塚警察署（湘南平塚サイクルポリス）】 

 

水道管復旧訓練 

【神奈川県企業庁平塚水道営業所 ／平塚管工事業協同

組合】 

 

応急送電訓練 

【東京電力パワーグリッド株式会社平塚支社／平

塚市電設協会】 

 

下水道復旧訓練 

【公益社団法人日本下水道管路管理業協会関東支部

神奈川県部会】 



 

ガス施設復旧訓練 

【東京ガス株式会社湘南導管ネットワークセンタ

ー】 

 

災害救助犬捜索訓練 

【一般社団法人ジャパンケネルクラブ／須山警察

犬・愛犬訓練学校】 

 

倒壊家屋・事故車両からの救出・救助訓練 

【平塚市消防署警備第二課指揮隊】 

 

倒壊家屋・事故車両からの救出・救助訓練 

【平塚市消防署警備第二課本署救助隊】① 

 

倒壊家屋・事故車両からの救出・救助訓練 

【平塚市消防署警備第二課本署救助隊】② 

 

倒壊家屋・事故車両からの救出・救助訓練 

【平塚市消防署警備第二課本署第一救急隊】 



 

倒壊家屋・事故車両からの救出・救助訓練 

【神奈川県警察第一機動隊】① 

 

倒壊家屋・事故車両からの救出・救助訓練 

【神奈川県警察第一機動隊】② 

 

倒壊家屋・事故車両からの救出・救助訓練 

【神奈川県警察第一機動隊】③ 

 

倒壊家屋・事故車両からの救出・救助訓練 

【陸上自衛隊第４施設群】① 

 

倒壊家屋・事故車両からの救出・救助訓練 

【陸上自衛隊第４施設群】② 

 

倒壊家屋・事故車両からの救出・救助訓練 

【陸上自衛隊第４施設群】③ 



地震対応訓練（地域編、避難所編）      

時 間  ９時００分～１２時００分 

会 場  平塚市立岡崎小学校（平塚市岡崎３４３０） 

内 容  地震から身を守る訓練（シェイクアウト訓練）、避難訓練、自主防災組織の災害対応訓練、 

避難所の開設・運営訓練、物資の輸送・受入訓練、避難所の衛生管理・感染症対策 

 

 

避難所の施設被害状況確認 

 

避難所開設に必要な資機材準備 

 

避難本部設置・避難所のスペース割振り 

 

受付の設置 

 

他町内会・地区外・市外居住者スペース設置 

 

要支援者スペース設置 



 

避難所へ避難してくる避難者 

 

避難所開設を待つ避難者 

 

避難所開設前の避難者への応急手当（女性防災クラ

ブ平塚パワーズ） 

 

避難所配備職員の MCA無線交信（施設の安全点検結

果報告・避難所受け入れ準備完了報告・地域の被害

状況報告を実施） 

 

アマチュア無線による MCA 無線の補完（MCA 無線と

同様の内容を中央会場の平塚地域アマチュア無線

クラブ会員と交信） 

 

自治会ごとに避難者受け入れ開始 



 

地域住民用スペースを自治会ごとに使用 

 

情報掲示板を活用した避難者への情報提供と地域

の被害状況集約 

 

救護場所での応急手当 

 

訓練参加者へ応急手当指導（女性防災クラブ平塚パ

ワーズ） 

 

避難所運営委員会会議実施 

 

避難者への情報提供 



 

炊き出し用のガスボンベ設置（公益社団法人神奈川

県 LPガス協会湘南支部平塚・中郡部会） 

 

炊き出し（家庭科室） 

 

炊き出し（屋外炊き出し場） 

 

ゴミ集積場所の設置 

 

トイレの設置（男性用・女性用・多目的） 

 

プライベートルームの設置（男女更衣室、授乳室） 



 

ダンボール間仕切りの設置（乳幼児世帯用） 

 

照明の設定 

 

物干し場設置（男性用・女性用） 

 

共有物品の設置（ステージ） 

 

隔離室の設置（図工室） 

 

ペットスペース設置（校庭） 



 

支援物資の荷下ろし・受け入れ（一般社団法人神奈

川県トラック協会） 

 

物資置き場に物資を搬送 

 

畳の荷下ろし・受け入れ（「５日で５０００枚の約

束。」プロジェクト実行委員会） 

 

キッズスペース・憩いスペース設置、「５日で５０

００枚の約束。」プロジェクト実行員会活動紹介 

 

ダンボールベッド・ダンボールトイレ荷下ろし・受

け入れ（大和紙器株式会社） 

 

ダンボールベッド・ダンボールトイレ組み立て体験

（大和紙器株式会社） 



 

避難所における感染症対策啓発①（健康課） 

 

避難所における感染症対策啓発②（健康課） 

 

物資の配布（アルファ米、保存水） 

 

余震対応訓練 

 

炊き出し試食 

 

市長あいさつ 

 

以 上 


