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第３９回九都県市合同防災訓練（平成３０年度川崎市総合防災訓練）概要

～防災から始まる、力強いまち～

１ 目 的 

川崎市を含む九都県市（埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・横浜市・川崎市・

千葉市・さいたま市・相模原市）では、首都直下地震等の被害を最小限に食い止め

るために、九都県市相互、さらには市民一人ひとりと防災関係機関が緊密な連携を

とり、一体となって災害に立ち向かうことが重要であるとの考えの下、例年、９月

１日の「防災の日」を中心とした「防災週間」に、九都県市の連携・協力体制の充

実を図る訓練を中心とした防災訓練を実施することとしています。

川崎市では、この九都県市合同防災訓練の目的を踏まえ、第３９回九都県市合同

防災訓練の幹事都市として、基幹的広域防災拠点が立地する川崎区東扇島を中心に

本訓練を実施します。

２ 実施日時 

平成３０年９月１日（土） １０：００～１２：００

※ 川崎マリエン会場   平成３０年９月１日（土）１０：００～１３：００

※ 多数遺体取扱訓練   平成３０年９月６日（木）１３：００～１５：００

３ 訓練会場（資料２『訓練会場全体図』参照） 

(1) 東扇島
ア 東公園会場   東扇島東公園

イ 川崎マリエン会場 川崎マリエン

ウ 臨海部事業所会場 東亜石油株式会社京浜製油所

(2) その他 
ア 病院訓練会場 市立川崎病院他

イ 多数遺体取扱訓練会場 カルッツかわさき

４ 訓練の重点項目（資料３『訓練項目一覧』参照） 

(1) 防災関係機関相互の連携強化と他自治体及び国との協力体制の充実 

災害初動期における九都県市や国及び防災関係機関等の協力体制のもと、想定さ

れる事象に対する広域的かつ緊急的な訓練を実施し、相互連携体制を検証します。
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(2) 自助・共助の取組強化を目的とした市民参加型の体験訓練や防災啓発 

誰もが事前に備えるとともに、発災時に適切な判断や行動をとることができるよ

う、市民を対象とした訓練や防災啓発を充実させ、自助・共助の力で「命を守る」

意識を醸成します。

(3) 発災時における緊急支援物資の輸送及び受入訓練 

東扇島の耐震バースを利用した海上からの緊急支援物資の受入や、指定物資集積

場所での仕分け、分配等の受援体制の確認など、各協定や受援マニュアルを検証し

ます。

(4) かわさきパラムーブメントの考え方を踏まえた防災訓練 

障害のある人や、外国人の方が生き生きと暮らすうえで、災害に対する不安解消

に向け、自助・共助・公助の連携を強化する訓練を実施します。

(5) 川崎臨海部の地域特性に対応した防災対策訓練の実施 

事業所と防災関係機関が相互に連携した訓練を実施し、川崎臨海部における石油

コンビナート地域の防災対策を検証します。

(6) 災害医療活動の初動体制の検証 

市内複数の災害拠点病院や一般病院における情報収集、DMAT等との相互連携、
現地救護所での救命活動、医療機関間での傷病人搬送など、災害医療活動の初動体

制を検証します。

５ 訓練参加予定機関数・訓練参加及び参観人数 

    約１２０機関 約８，０００人（見込み） 
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マリエン会場 

訓練会場 東公園会場 
川崎マリエン体育館 
E－１ 避難所開設訓練 
E－２ 避難所医療訓練 
E－３ 救援物資受入訓練（集積場所） 
E－４ 避難誘導訓練 

川崎    駐車場等 
F－１ みんなで訓練４８（各種防災体験訓練） 
F－２ 備える。フェスタ 
F－３ 災害ボランティアセンター訓練 
F－４ 給食訓練（海上自衛隊） 

多目的広場（東側）
A－１ 広報訓練    
A－２ シェイクアウト訓練    
A－３ 負傷者応急救護訓練   
A－４ 初期消火訓練    
A－５ 情報受伝達訓練    
A－６ 高所ビル救出救助訓練   
A－７ 道路啓開 緊急交通路確保訓練
A－８ ＮＢＣ等特殊災害対応訓練  
A－９ 救出救助訓練    
A－10 一斉放水 

多目的広場（西側） 
B－１ 災害時応急医療訓練   
B－２       応急復旧訓練
B－３ 給食訓練（陸上自衛隊）   
B－４ 救援物資受入訓練（広域拠点）  
B－５ 災害対応車両等展示  

第３９回 九都県市合同防災訓練（平成 30年度 川崎市総合防災訓練） 会場全体図

訓練会場 マリエン会場 

カルッツかわさき ※９月６日（木）実施
I－１ 多数遺体取扱訓練 

防災浮き桟橋

 訓練会場 多数遺体取扱訓練会場 

東公園会場

東亜石油株式会社京浜製油所 
G－１ 海上避難訓練（防災浮き桟橋） 
G－２ 情報収集訓練 
G－３ 海上訓練 
G－４ 事業所内消火訓練 
G－５ 負傷者応急救護訓練 

訓練会場 臨海部事業所会場 

東亜石油株式会社
京浜製油所 

市立川崎病院 他 
H－１ 災害時病院対応訓練 
H－２ 病院間負傷者搬送訓練 
H－３ 災害時石油供給訓練 

訓練会場 病院会場 

 訓
練
会
場
全
体
図
 

9 号バース

ヘリポート
C－１ 応援部隊員輸送訓練 
C－２ 負傷者緊急搬送訓練 
C－３ 政府調査団視察訓練

海上（風の塔） 
D－１ 要救助者搬送訓練（風の塔）
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訓練項目一覧
訓練項目 参加機関

東扇島東公園 会場

A － １ 広報訓練     市民放送株式会社
A － ２ シェイクアウト訓練 全参加機関・団体

川崎区自主防災組織連絡協議会
川崎市聴覚障害者災害対策委員会
川崎区自主防災組織連絡協議会
川崎消防団
川崎地区婦人消防隊委員会
川崎消防ボランティア委員会
川崎地区少年消防   
臨港消防団
臨港地区婦人消防隊委員会
臨港消防      委員会
臨港地区少年消防   
川崎市アマチュア無線情報ネットワーク
公益社団法人隊友会川崎支部
ＮＰＯ法人日本救難バイク協会
ペガサス宮前
一般社団法人神奈川県    協会川崎支部
川崎市（消防局航空隊）
神奈川県警察（地域総務課航空隊）
川崎市（川崎区役所）
首都高速道路株式会社神奈川管理局
千葉市（消防局航空隊    隊）
川崎市（消防局【川崎】指揮情報隊、特別救助隊、はしご隊）
川崎市（消防局航空隊、はしご隊）
陸上自衛隊（第１師団第１飛行隊）
一般社団法人川崎建設業協会
神奈川建設重機協同組合
神奈川県警察（川崎臨港警察署）
川崎市（川崎区役所）
横浜市（消防局機動特殊災害対応隊）
川崎市（消防局 臨港 特殊災害対応隊 高度工作隊 救急隊）
川崎市（消防局【宮前】特殊災害対応隊、第２消防隊、救急隊）
神奈川県警察（第一機動隊）
陸上自衛隊（第１師団第１特殊武器防護隊）
ＮＰＯ法人救助犬訓練士協会
東京消防庁（第二消防方面本部消防救助機動部隊）
相模原市消防局（南高度救助隊）
    市（消防局特別高度救助隊）
川崎市（消防局 臨港 指揮情報隊 特別高度救助隊 第１消防隊）
川崎市（消防局【幸】救急隊）
川崎市（消防局【中原】指揮情報隊、特別救助隊、震災工作隊）
川崎市（消防局【高津】第１消防隊）
川崎市（消防局【多摩】第１消防隊、救急隊）
川崎市（消防局【麻生】特別救助隊）
神奈川ＤＭＡＴ（帝京大学医学部附属帝京溝口病院）
神奈川県警察（第一交通機動隊）
神奈川県警察（危機管理対策課）
神奈川県警察（第二機動隊）
関東管区警察局神奈川県情報通信部機動通信課（    隊）
埼玉県警察（広域緊急援助隊）
陸上自衛隊（東部方面混成団第31普通科連隊）
航空自衛隊（中部航空方面隊）
川崎消防団
臨港消防団

ＮＢＣ等特殊災害対応訓練８A －

多目的広場（東側）

A ５－ 情報受伝達訓練

３

初期消火訓練A － ４

救出救助訓練９A －

７

一斉放水10－A

訓練番号訓練会場

道路啓開 緊急交通路確保訓練A －

A － ６ 高所ビル救出救助訓練
(首都高速換気塔）

負傷者応急救護訓練A －
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訓練項目 参加機関

東扇島東公園 会場

川崎ＤＭＡＴ（日本医科大学武蔵小杉病院）

川崎ＤＭＡＴ（聖マリアンナ医科大学病院）

日本赤十字社神奈川県支部

学校法人湘央学園

海上自衛隊（横須賀地方隊衛生隊）

川崎市（消防局救急課）

東京電力       株式会社川崎支社

東京  株式会社神奈川導管          

東京ガス株式会社川崎支店

神奈川県ＬＰ  協会川崎南支部

株式会社ＮＴＴ東日本神奈川事業部

川崎市管工事業協同組合

川崎市（上下水道局）

陸上自衛隊（東部方面混成団第31普通科連隊）

川崎区赤十字奉仕団

川崎港運協会

一般社団法人日本埋立浚渫協会

神奈川倉庫協会（川崎港）

東洋埠頭株式会社東扇島支店

国土交通省（関東地方整備局)

陸上自衛隊（東部方面混成団第31普通科連隊）

海上自衛隊（護衛艦）

B － ５ 災害対応車両等展示 陸上自衛隊（東部方面隊）

陸上自衛隊（第12旅団第12飛行隊）

陸上自衛隊（東部方面混成団第31普通科連隊）

東海大学医学部付属病院

横浜市（消防局航空隊）

川崎市（消防局航空隊）

海上保安庁（第三管区海上保安本部）

陸上自衛隊（第１師団第１飛行隊）

C － ３ 政府調査団視察訓練 政府調査団

東日本高速道路株式会社関東支社

川崎市（消防局航空隊）

陸上自衛隊（第１師団第１飛行隊）

海上保安庁（川崎海上保安署）

多目的広場（西側）

ヘリポート

海上

１

B － ２

－B 災害時応急医療訓練

応援部隊輸送訓練C

D － １ 要救助者搬送訓練（風の塔）

      応急復旧訓練

B － ４ 救援物資受入訓練（広域拠点）

給食訓練（陸上自衛隊）３－B

－ １

C － ２ 負傷者緊急搬送訓練

訓練会場 訓練番号

06



訓練項目 参加機関
マリエン 会場

川崎区自主防災組織連絡協議会

川崎市（川崎区役所）

川崎区自主防災組織連絡協議会

公益社団法人川崎市医師会

公益社団法人川崎市歯科医師会

公益社団法人川崎市看護協会

公益社団法人川崎市薬剤師会

川崎地区ケア輸送連絡会

川崎市（川崎区役所）

一般社団法人日本建設機械    協会神奈川支部

一般社団法人神奈川県    協会

一般社団法人神奈川県    協会川崎支部

一般社団法人埼玉県トラック協会

一般社団法人千葉県    協会

一般社団法人東京都トラック協会

赤帽首都圏軽自動車運送協同組合神奈川県支部

公益財団法人川崎港振興協会

川崎市（港湾局）

公益財団法人川崎市国際交流協会

公益財団法人川崎港振興協会

川崎市（港湾局）

川崎市立田島中学校

川崎市立大師小学校

公益社団法人神奈川県柔道整復師会川崎支部連合会

ＮＰＯ法人ナルク川崎

川崎市男女共同参画    

川崎市

公益社団法人川崎市獣医師会

平和会ペットメモリアルパーク

ペットとぼうさい

総務省関東総合通信局防災対策推進室

一般財団法人移動無線センター

川崎市視覚障害者対策委員会

ＮＰＯ法人日本救難バイク協会

神奈川災害            

川崎災害ボランティアネットワーク会議

株式会社ＮＴＴ東日本神奈川事業部

ＫＤＤＩ株式会社南関東支社

株式会社ジーエーティー

震災対策コミュニティ研究会

エリーパワー株式会社

株式会社サンナイオートメーション

自衛隊神奈川地方協力本部

南関東防衛局

住友商事株式会社

関西広域連合

川崎市

社会福祉法人川崎市社会福祉協議会

社会福祉法人川崎区社会福祉協議会

公益財団法人    市民活動    

川崎市（健康福祉局 市民文化局 川崎区役所）

海上自衛隊（横須賀基地）

川崎区赤十字奉仕団

屋外

備えるフェスタ

みんなで訓練４８
（各種防災訓練）

F － １

屋内

避難所医療訓練

避難誘導訓練

F － ３

E － １ 避難所開設訓練

E － ２

E － ３

F － ２

災害ボランティアセンター訓練

給食訓練（海上自衛隊）４－F

４E －

救援物資受入訓練（集積場所）

訓練会場 訓練番号

07



訓練項目 参加機関
事業所 会場

川崎市立田島中学校
海上保安庁（第三管区海上保安本部）
海上保安庁（川崎海上保安署）
川崎市（港湾局）
神奈川県警察（横浜水上警察署）
川崎市（消防局）
海上保安庁（第三管区海上保安本部）
川崎海上共同防災協議会
東京消防庁
横浜市（消防局）
川崎市（消防局）
東亜石油株式会社
扇島共同防災協議会
東京消防庁
横浜市（消防局）
川崎市（消防局）
東亜石油株式会社
ＪＦＥスチール株式会社
市立川崎病院

病院 会場

太田総合病院
日本鋼管病院
宮川病院
川崎協同病院
AOI国際病院
総合川崎臨港病院
総合新川橋病院
第一病院
神奈川ＤＭＡＴ（市立井田病院）
神奈川ＤＭＡＴ（市立多摩病院）
神奈川ＤＭＡＴ（横浜市東部病院）
川崎区内病院
市立川崎病院
川崎市看護短期大学
川崎市（保健医療調整本部）
日本鋼管病院
市立川崎病院 市立井田病院 市立多摩病院
川崎市看護短期大学
横浜市（消防局航空隊）
川崎市（消防局航空隊）
陸上自衛隊（東部方面混成団第31普通科連隊）
市立川崎病院
ＪＸＴＧ株式会社川崎製油所
経済産業省（関東経済産業局）
陸上自衛隊（東部方面総監部装備部）
陸上自衛隊（第１師団第１後方支援連隊）

多数遺体取扱訓練

公益財団法人川崎市医師会
公益社団法人川崎市歯科医師会
川崎葬祭具協同組合
セレモニアグループ有限会社佐野商店
神奈川県警察（捜査第一課 鑑識課）
神奈川県警察（川崎警察署 川崎臨港警察署）
川崎市（健康福祉局、川崎区役所）

カルッツかわさき

東亜石油株式会社 川崎製油所

川崎病院 他

G － ５

３G －

災害時石油供給訓練３H －

病院間負傷者搬送訓練２－H

H － １ 災害時病院対応訓練

海上避難訓練（防災浮き桟橋）G － １

多数遺体取扱訓練１－I

－G

事業所内消火訓練

負傷者応急救護訓練

海上訓練

情報収集訓練２

G － ４

訓練会場 訓練番号

08


