
訓練 訓練

番号 時間

1 学校避難訓練 愛大付属生徒及び教員

住民避難訓練（孤立住民避難含む） 道後地区住民、陸上自衛隊中部方面特科隊

避難行動要支援者避難訓練 道後地区住民、アトムタクシー

ペット同伴避難訓練
社団法人愛媛県獣医師会、認定NPO法人えひめイヌ・ネコの会
イヌネコライフネットワークえひめ、生活衛生課、道後地区住民

地震時の避難初動対応訓練 愛大付属学校に通学する児童及び児童の家族 5
学校関係者家族に起震車に乗って待機いただき、１０時の開始に併せて起震車を起
動し、避難所に逃げてもらう訓練。

初期消火訓練 道後地区住民、愛大付属小学生 10

瓦礫からの救出訓練 道後地区住民（防災士主導）、愛大付属中学生 20

応急救護訓練 松山市消防団女性分団、防災サポーター 20

4 避難所訓練
道後地区自主防災組織、地区住民、松山市電設業協会、松山電気工事協同組合
レンゴー株式会社、松山市職員

90

5 臨時災害放送局開設・放送訓練 四国総合通信局、FM愛媛 120 放送関係者が臨時災害放送局の開設要領を確認する訓練

6 避難所仮設トイレ設置訓練 中予浄化槽管理協同組合・松山衛生事業協同組合、株式会社プレコ 15

7 情報収集訓練 陸上自衛隊中部方面特科隊、松山市消防団（赤バイ隊）、松山中央郵便局（ﾌｧｲﾔｰﾎﾟｽﾄﾏﾝ） 5

8 国土交通省災害対策車両設置訓練 国土交通省四国地方整備局松山河川国道事務所 15

9 通行障害車両搬出訓練 ㈱中川自動車商会、JAF愛媛支部 15

10 道路障害物撤去訓練 愛媛県建設業協会松山支部 15 緊急車両の通行に支障をきたす障害物を撤去する訓練

11 非常通信訓練 松山市役所アマチュア無線部 5

12 物資集積拠点設置訓練 愛大付属中学生、教員 15 緊急支援物資の拠点を設置する訓練

13 水道施設応急復旧訓練 松山市管工事業協同組合 15

14 ガス施設応急復旧訓練 四国ガス(株）グループ 15

15 電力施設応急復旧訓練 四国電力(株）グループ 15

16 電話施設応急復旧訓練 ＮＴＴグループ 15

17 ＬＰＧ施設応急復旧訓練 愛媛県ＬＰガス協会 15 LPガスを応急復旧する訓練

18 防疫・廃棄物処理訓練 生活衛生課、清掃課 10

19 緊急物資輸送に伴う搬送支援訓練 松山東警察署 10

20 緊急支援物資輸送・整理訓練
松山東警察署、イオン、フジ、三越、コープえひめ、高島屋、ＤＣＭダイキ、ダイキアクシス
松山生協、ＪＡえひめ中央、女性分団、防災リーダークラブ、愛大付属小学生
松山地区トラック協会、松山市職員

10

21 緊急支援物資配送訓練 赤帽愛媛県軽貨物自動車運送協同組合、松山地区トラック協会、女性分団、松山市職員 5

22 被災建物被害調査訓練 愛媛県土地家屋調査士会 10 被災建物の被害調査を実施する訓練

23 衝突車両からの救出訓練 愛媛県警察本部広域緊急援助隊、DMAT 15

24 倒壊家屋からの救出訓練 陸上自衛隊中部方面特科隊、松山市消防団第７方面隊、DMAT 15

25 消火、救助訓練 松山市消防局、松山市消防団第７方面隊、DMAT 15

26 緊急援助物資（医薬品）搬送訓練 赤帽愛媛県軽貨物自動車運送協同組合、市職員 5

27 集団救急救護訓練
松山市消防局、松山市医師会、DMAT、日本赤十字愛媛県支部、松山市薬剤師会
松山市保健所

20

28 ヘリコプターによる吊上救助訓練 愛媛県消防防災航空隊 10

市長あいさつ・地元代表あいさつ 松山市長・地元代表 5

炊き出し訓練
女性防火クラブ，物資協定８業者，飲料協定事業所、LPG協会松山支部
陸上自衛隊中部方面特科隊、隊友会、防災サポーター、防災リーダークラブ

緊急地震速報・気象機器ＰＲ 松山地方気象台

ＮＴＴ災害用伝言ダイヤル普及啓発 ＮＴＴグループ・ドコモ

防災グッズの展示等 ＤＣＭダイキ㈱

バイオ燃料化技術の紹介 ㈱ダイキアクシス 使用済み天ぷら油によるバイオ燃料化技術の紹介

ボランティア本部運営訓練 （松山市社会福祉協議会）ボランティアセンター

ペット同伴避難等に係る啓発 愛媛県獣医師会

火災予防啓発 松山市消防局

モバイル松山消防啓発 松山市消防局

雨水利用事業促進事業の啓発 水資源対策課

木造住宅耐震診断等啓発 建築指導課

ブロック塀耐震相談 建築指導課 ブロック塀の耐震相談

ＬＰＧ防災啓発 愛媛県ＬＰＧ協会中予支部

防災啓発 大塚製薬株式会社

行政書士業務啓発 愛媛県行政書士会

備蓄啓発 危機管理課 松山市の備蓄品の展示などによる啓発

消火体験コーナー 防災センター 水消火器を使用しした消火体験

地震体験車体験 防災センター

煙体験ハウス 防災センター 煙を体験

自動車安全運転啓発 JAF 模擬衝突体験機による衝突体験

車両展示 アトムタクシー

災害パネル等展示 松山東警察署

災害パネル等展示 自衛隊愛媛地方松山協力本部

1 住民避難訓練 坂本地区住民

2 避難所開設運営訓練 坂本地区自主防災組織連合会、坂本地区住民 45

3 土砂災害救助訓練 消防局、消防団第６方面隊 60

4 応急給水訓練 松山市公営企業局 30 給水車から飲料用袋に給水する訓練

5 防災講演 松山市保健所 30

炊き出し訓練 女性防火クラブ

　平成30年度　松山市総合防災訓練　タイムスケジュール　（案）（10:00～13:00）

訓　　練　　種　　目 実施機関 訓　　　練　　　内　　　容 10:00

※９：３０に地震発生。

11:30 12:00 12:30

2

3

9:30避難訓練開始。避難訓練終了後、小学生、中学生、教員は訓練に参加しながら、
体験・啓発ブースも体験してもらう

13:00

訓練会場に徒歩または車両で避難する訓練

避難行動要支援者の避難を支援する訓練

ペット同伴避難者への対応として、ペットを預かり保護する訓練

倒壊家屋から発生した火災を、バケツリレーで初期消火する訓練

救出された怪我人を、仮救護所で応急手当する

瓦礫下に閉じ込められた住民を、救出する訓練

10:30 11:00

災害協定締結事業所による仮設トイレを設置する訓練

段ボールベッドや間仕切り等の設定訓練
高齢者、障がい者、女性用のスペース確保の必要性を理解していただく研修の実施

各地域の被害状況をヘリまたはバイク等で確認し、現地本部に報告する訓練

災害対策車両を災害現場に設定し、通行障害搬出訓練を支援する訓練

緊急車両の通行に支障をきたす一般車両を撤去する訓練

被災建物から発生した火災の消火と、要救助者を連携して救出する訓練

緊急時の通信手段として、アマチュア無線を用いて交信する訓練

水道施設を応急復旧する訓練

ガス施設を応急復旧する訓練

電力施設を応急復旧する訓練

電話施設を応急復旧する訓練

被災地の感染防止のため消毒を実施し、廃棄物の回収を実施する訓練

体
験
・
啓
発
ブ
ー

ス

炊飯（白米）・カレーの作成、飲料水の提供

緊急地震速報のPR等、気象に関する防災啓発

災害用伝言板等の普及啓発

防災グッズの展示等

緊急支援物資を搬送する車両の、走行支援を行う訓練。

緊急支援物資を物資拠点に搬送。
物資を防災サポーターや愛大付属中学生により搬入。
集積された物資を女性消防団等により整理。

物資拠点から避難所まで配送する訓練

衝突した車両から、要救助者を救出する訓練

倒壊家屋から要救助者を連携して救出する訓練

モバイル松山消防の普及・啓発

雨水利用など各種節水対策事業の啓発

応急救護所で不足している医療品を搬送する訓練

救出された多数の負傷者を、医師会等が連携して救護活動する訓練

建物屋上に取り残された要救助者を県消防防災航空隊が救出する訓練

会場

メ
イ
ン
会
場

木造住宅耐震診断等の啓発活動

災害現場活動写真等の展示・啓発

災害時におけるＬＰＧの有用性についての啓発

非常食等の展示・試食

行政書士が行う業務の啓発

地震体験を行い身を守る行動をとる体験

車両の展示

災害現場活動写真等の展示・啓発

避難者の受入れや避難所名簿の作成を行う訓練

土砂で埋まった座屈建物や車両からの救出訓練

炊飯（白米）・カレーの作成、飲料水の提供

訓練会場に徒歩等で避難する訓練

サ

テ

ラ

イ

ト

会

場

ボランティア活動に関する啓発、活動状況のパネル展示など

メ
イ
ン
会
場

松山市保健所保健師から「避難所生活の注意事項」についての講演。

ペット同伴避難等に係る啓発

火災予防全般の啓発活動

１３時まで実施

9:30


