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気象庁・海上保安庁・
北海道開発局

平成２２年度 大規模津波防災総合訓練の実施について
北海道太平洋沿岸は、1952 年や 2003 年に発生した十勝沖地震をはじめ、過去に幾度も
大規模な地震やそれに伴う津波災害に見舞われています。特に、東部の沿岸地域は、日本
海溝・千島海溝周辺海溝型地震が発生した場合、津波による甚大な被害が生ずることが想
定されています。
そこで、これらの地震や津波による被害の軽減を目指し、北海道釧路市をメイン会場として
大規模津波防災総合訓練を実施します。
本訓練は、中央防災会議の平成２２年度総合防災訓練大綱にも実施が位置づけられたも
ので、平成１６年１２月のスマトラ島沖大地震に伴うインド洋津波災害を踏まえて平成１７年度
より毎年実施している実践型の防災訓練であり、今年で６回目となります。
訓練は、津波避難ビルを用いた住民（要援護者を含む）の避難訓練、行政機関や公共機
関による漂流者救助・救急、応急復旧、物資輸送訓練、地域住民のボランティア活動による
各種支援訓練など、地域住民と防災関係団体・機関が協力・連携して実施します。
○大規模津波総合防災訓練の概要
１． 訓 練 日 時

平成２２年１０月１６日（土）

２． 訓 練 場 所

メ イ ン 会

９：００ ～ １３：００

場： 釧路市（第４埠頭外）

サ テ ラ イ ト 会 場： 厚岸町，浜中町
３． 主

催

国土交通省

４． 後

援

北海道，釧路市，釧路町，厚岸町，浜中町，白糠町

５． 訓練参加機関

国，地方公共団体，公共機関等 ６５機関（予定）

６． 参 加 人 員

約１０，０００人（予定）

７． 当日の取材等

当日のタイムスケジュールや取材場所等、詳細については後日改め
てお知らせします。

○問合せ先
【訓練全般について】
○河川局海岸室
課長補佐

西澤 洋行

代表

03-5253-8111

直通

03-5253-8471

内線 36332

道路局道路防災対策室
課長補佐

中村 俊之

港湾局災害対策室
課長補佐

高橋 秀彰

国土地理院企画部
防災企画官

秋山 一弥

気象庁総務部企画課
調査官

松浦 直

海上保安庁環境防災課
防災対策官

神田 寛二

代表

03-5253-8111

直通

03-5253-8489

代表

03-5253-8111

直通

03-5253-8689

代表

029-864-1111

直通

029-864-4512

代表

03-3212-8341

直通

03-3214-7902

代表

03-3591-6361

直通

03-3591-9819

代表

011-709-2311

内線 37882
内線 46752
内線 3123
内線 2248
内線 3904

【訓練内容の詳細，当日の取材について】
○北海道開発局事業振興部防災課
課長

矢野 明夫

課長補佐

島﨑 正俊

内線 5448
内線 5944
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⿕⅏≧ἣ䛾㎿㏿䛺ᢕᥱ䚸⿕ᐖ䛾Ⓨ⏕ཬ䜃ᣑ䛾㜵Ṇ䚸⿕⅏ᆅ䛾᪩ᮇᪧ䛺
䛹䚸⿕⅏䛧䛯ᆅ᪉බඹᅋయ➼䛜⾜䛖ᛂᛴᑐ⟇䛻ᑐ䛩䜛ᢏ⾡ⓗ䛺ᨭ䜢䛛䛴
㎿㏿䛻ᐇ䛩䜛䛯䜑䚸ᅜᅵ㏻┬⫋ဨ䛻䜘䜚ᵓᡂ䛥䜜䜛⤌⧊䚹㻌
㻌
䠄䠎䠅㻌䛭䛾䛾カ⦎ሙ㻌
䕿㻌 ఫẸ㑊㞴カ⦎䠄㔲㊰ᕷ䠈㔲㊰⏫䠈ཌᓊ⏫䠈୰⏫䠈ⓑ⣇⏫䠅㻌 㻌
䞉㻌 ὠἼ㑊㞴䝡䝹䜢ά⏝䛧䛯䚸㔲㊰ᕷ⾤ᆅ䛻䛚䛡䜛ఫẸ㑊㞴カ⦎㻌
䞉㻌 㔲㊰ᆅ᪉䛾ἢᓊᆅᇦ䛻䛚䛡䜛ఫẸ㑊㞴カ⦎㻌
䜚 䛳 䛣 䛖

䕿㻌 Ỉ㛛䞉㝣㛮䛾㛢㙐カ⦎䠄୰⏫䠅㻌 㻌
䞉㻌 ὠἼ㆙ሗ䜢ཷ䛡䛶⾜䛖⮬ື䛷㐲㝸ไᚚ䛜ྍ⬟䛺Ỉ㛛䞉㝣㛮䛾㛢㙐カ⦎㻌
䕿㻌 Ἑᕝ䞉㐨㊰ሗᯈ䛻䜘䜛⾲♧カ⦎䠄㔲㊰ᕷෆ䠅㻌 㻌
䞉㻌 ὠἼሗ䜢㎿㏿䛻㐨㊰⏝⪅➼䜈ᥦ౪䞉ఏ㐩䛩䜛䛯䜑䛾䚸ሗᯈ➼䜈䛾ὠἼሗ䛾
⾲♧カ⦎㻌
㻌
䠐䠊䛭䛾㻌
䞉㻌 カ⦎ෆᐜ䛻䛴䛔䛶䛿䚸㜵⅏㛵ಀᶵ㛵䛸䛾ㄪᩚ䛻䜘䜚ኚ᭦䛩䜛ሙྜ䛜䛒䜚䜎䛩䚹㻌
㻌
䠄ཧ⪃䠅つᶍὠἼ㜵⅏⥲ྜカ⦎䝯䜲䞁ሙ䠖㻌䛄㔲㊰す ➨䠐ᇧ㢌䛅䠄ᾏ㐨㔲㊰ᕷ䠅㻌
㻌

