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実施日 実施時間

北海道 6月8日 11:30～15:10 1 函館市
台風豪雨によるがけ崩れ災害を想定した情報伝達
訓練及び避難訓練

情報伝達訓練、避難訓練、災害箇所調査、土砂
災害の説明会、災害図上訓練

市町村、警察、住民、気象台、国土交通省

青森県 9月1日 検討中 1 鯵ヶ沢町
前線性豪雨による土石流、がけ崩れ災害を想定した
情報伝達訓練及び避難訓練

情報伝達訓練、避難訓練、災害箇所調査　 市町村、消防団、住民

情報伝達
6月8日

9:00～16:00 35 釜石市他全市町村
H14台風6号豪雨による土砂災害を想定した情報伝
達訓練

情報伝達訓練 市町村、住民（釜石市）、気象台

避難
10月下旬

検討中 1 二戸市 H11豪雨による土砂災害を想定した避難訓練 避難訓練 市町村、消防団、住民

宮城県 10月頃予定 検討中 1 白石市 台風豪雨による土砂災害
情報伝達訓練、避難訓練、土砂災害に関する住
民への説明会

市町村、警察、消防団、住民、気象台

秋田県 6月8日 8:30～11:00 1 東成瀬村
台風豪雨によるがけ崩れ災害を想定した情報伝達
訓練及び避難訓練

情報伝達訓練、避難訓練（災害時要援護者主体） 市町村、住民、国土交通省

山形県
直轄連携
6月8日

8:45～15:00 7 大蔵村他6市町村 台風豪雨による土砂災害を想定した情報伝達訓練 情報伝達訓練、避難訓練 市町村、消防団、住民、気象台、国土交通省

福島県 6月8日 9:00～16:00 2 西会津町、西郷村
台風豪雨による土砂災害を想定した情報伝達訓練
及び避難訓練

情報伝達訓練、避難訓練（災害時要援護者主
体）、応急復旧対策訓練（図上訓練）

市町村、消防団、住民、国土交通省

情報伝達
6月8日

9:30～16:00 1 常陸大宮市
梅雨前線豪雨による土砂災害を想定した情報伝達
訓練

情報伝達訓練 市町村

避難
8月26日

9:30～12:30 1 常陸太田市
震度6の直下型地震による土砂災害を想定した避難
訓練

避難訓練 市町村、住民

栃木県 6月8日 9:30～16:00 1 宇都宮市
急傾斜地崩壊による土砂災害を想定した情報伝達
訓練

情報伝達訓練 市町村、国土交通省

5月21日 8:00～12:00 1 富岡市
地震による土砂災害を想定した情報伝達訓練及び
避難訓練

情報伝達訓練、避難訓練 市町村、住民、国土交通省

警戒情報試行

7月～8月
検討中 32 危険箇所を有する全市町村 土砂災害警戒情報の試行

県から市町村に対する情報伝達手段・内容の確
認

市町村、気象台

埼玉県 6月8日 9:30～14:30 1 飯能市
台風豪雨によるがけ崩れ災害を想定した情報伝達
訓練及び避難訓練

情報伝達訓練、避難訓練、地域機関とのTV会議
ｼｽﾃﾑによる情報伝達

市町村、埼玉西部広域消防本部、住民、気象台、国
土交通省

千葉県 6月8日 9:30～15:00 8 成田市他7市町村
台風豪雨によるがけ崩れ災害を想定した情報伝達
訓練

情報伝達訓練 市町村、気象台、国土交通省

東京都 6月8日 9:30～12:00 1 青梅市
台風豪雨による土砂災害を想定した情報伝達訓練
及び避難訓練

情報伝達訓練（ﾛｰﾙﾌﾟﾚｲﾝｸﾞ方式）、避難訓練（災
害時要援護者主体）、消防署による講演

市町村、消防団、住民、国土交通省

神奈川県 6月8日 9:00～16:00 1 箱根町
台風豪雨による土石流災害を想定した情報伝達訓
練

情報伝達訓練、避難訓練 市町村、気象台、国土交通省

山梨県 6月8日 9:00～12:00 1 富士河口湖町
台風豪雨による土石流災害を想定した情報伝達訓
練及び避難訓練

情報伝達訓練、避難訓練、防災ヘリによる崩壊地
調査

市町村、消防団、警察、住民、気象台、国土交通省

長野県
直轄連携
6月8日

9:30～16:00 18
白馬村他17市町村
（6/8;13市町村,6/8以外;5市町村）

台風豪雨による土石流災害を想定した情報伝達訓
練及び避難訓練

情報伝達訓練、避難訓練（災害時要援護者主
体）、応急復旧対策訓練（図上訓練）

市町村、消防団、警察、住民、気象台、国土交通省

警戒情報試行

6月8日
検討中 1 妙高市 土砂災害警戒情報の試行 市までの情報伝達体制の確認 市町村、気象台

直轄連携
6月11日

8:30～12:30 1 妙高市
梅雨前線豪雨による地すべり災害を想定した情報伝
達訓練及び避難訓練

情報伝達訓練、避難訓練、土砂災害に関する講
演会

市町村、消防団、住民、気象台、国土交通省

富山県
直轄連携
6月8日

9:00～12:00 1 立山町
台風豪雨による土石流災害を想定した情報伝達訓
練及び避難訓練

情報伝達訓練、避難訓練（災害時要援護者主体） 市町村、消防団、住民、気象台、国土交通省

石川県 6月8日 13:00～17:00 1 羽咋市
台風豪雨による土石流・地すべり災害を想定した情
報伝達訓練及び避難訓練

情報伝達訓練、避難訓練（災害時要援護者主体） 市町村、消防団、住民、国土交通省

情報伝達
6月8日

13:30～15:10 34 全市町村 豪雨による土砂災害を想定した情報伝達訓練 情報伝達訓練 市町村、気象台

避難
6月4日

8:30～13:00 1 揖斐川町 豪雨による土砂災害を想定した避難訓練
避難訓練（災害時要援護者主体）、土砂災害に係
る講演会

市町村、消防団、住民、国土交通省

直轄連携
7月5日

検討中 1 中津川市 恵南豪雨による土砂災害を想定した情報伝達訓練 情報伝達訓練（ﾛｰﾙﾌﾟﾚｲﾝｸﾞ方式） 市町村、国土交通省

静岡県
直轄連携
6月8日

9:30～16:00 42
（情報伝達訓練）全市町村
（避難訓練）伊豆市、藤枝市、静岡
市、浜松市

台風による土石流被害等を想定した情報伝達訓練
及び避難訓練

情報伝達訓練、避難訓練（災害時要援護者主
体）、応急復旧対策訓練（図上訓練）、土砂災害
に関する講演会（藤枝市）

市町村、消防団、住民、気象台、国土交通省

6月4日 9:00～12:00 3 豊橋市、岡崎市、犬山市
台風豪雨による土石流被害を想定した情報伝達訓
練及び避難訓練

情報伝達訓練、避難訓練（災害時要援護者主
体）、土砂災害や前兆現象に関するビデオ上映

市町村、消防団、警察、住民、気象台

通信
6月8日

9:00～12:00 41 土砂災害危険区域を有する市町村 土砂災害警戒情報に係る通信訓練 土砂災害警戒情報に係る通信訓練 市町村、気象台

三重県 7月16日 9:00～14:30 1 いなべ市
台風による土石流被害を想定した情報伝達訓練及
び避難訓練

情報伝達訓練（ﾛｰﾙﾌﾟﾚｲﾝｸﾞ方式）、避難訓練（災
害時要援護者主体）

市町村、消防団、警察、住民、気象台、国土交通省

福井県 6月8日 7:30～11:00 1 越前市
集中豪雨による土石流災害を想定した情報伝達訓
練及び避難訓練

情報伝達訓練、避難訓練 市町村、消防団、警察、住民、国土交通省

滋賀県 6月8日 9:30～16:00 11 大津市他10市町村
台風による土石流被害を想定した情報伝達訓練及
び避難訓練

情報伝達訓練、避難訓練（災害時要援護者主体
）

市町村、住民、国土交通省

京都府 6月14日 9:30～12:00 1 宮津市
台風豪雨による土砂災害を想定した情報伝達訓練
及び避難訓練

情報伝達訓練、避難訓練 市町村、消防団、警察、住民、気象台、国土交通省

大阪府 6月8日 9:00～12:00 24
（情報伝達・避難訓練）茨木市、柏
原市、島本町
（情報伝達訓練）他21市町村

台風豪雨によるがけ崩れ災害を想定した情報伝達
訓練及び避難訓練

情報伝達訓練、避難訓練（災害時要援護者主体
）、応急復旧対策訓練（図上訓練）

市町村、消防団、警察、住民、国土交通省

兵庫県 7月30日 9:00～14:30 1 豊岡市
梅雨前線豪雨による土砂災害を想定した情報伝達
訓練及び避難訓練

情報伝達訓練、避難訓練 市町村、住民、国土交通省

奈良県 6月8日 9:00～15:00 1 上北山村
台風による土石流被害を想定した情報伝達訓練及
び避難訓練

情報伝達訓練、避難訓練 市町村、消防団、住民、気象台、国土交通省

和歌山県 6月8日 9:30～16:00 8
（情報伝達・避難訓練）九度山町
（情報伝達訓練）他7市町村

台風豪雨による地すべり災害を想定した情報伝達訓
練及び避難訓練

情報伝達訓練、避難訓練（災害時要援護者主体） 市町村、消防団、住民、気象台、国土交通省

直轄連携
5月20日

9:30～11:45 2 倉吉市、湯梨浜町
台風豪雨による土砂災害を想定した情報伝達訓練
及び避難訓練

情報伝達訓練、避難訓練（災害時要援護者主体） 市町村、消防団、警察、住民、気象台、国土交通省

9月 検討中 3 東・中・西部で各1 検討中 検討中 調整中

情報伝達
6月8日

9:30～15:45 1 松江市
梅雨前線豪雨による土砂災害を想定した情報伝達
訓練

情報伝達訓練 市町村、気象台

避難
9月

検討中 1 松江市 梅雨前線豪雨による土砂災害を想定した避難訓練 避難訓練（災害時要援護者主体）、防災学習会 市町村、住民

避難
9月

検討中 4 大田市他3町 検討中 情報伝達訓練、避難訓練（災害時要援護者主体） 市町村、消防団、警察、住民、陸上自衛隊、国土交通省

情報伝達
6月7日

8:30～14:30 2 倉敷市、玉野市
梅雨前線豪雨による土砂災害を想定した情報伝達
訓練

情報伝達訓練 市町村、消防団、気象台、住民

避難
9月

検討中 2 倉敷市、玉野市 検討中 避難訓練（災害時要援護者主体） 市町村、消防団、気象台、住民

直轄連携
6月1～2日

10:00～16:00 7 安芸太田町他6市町村
豪雨による群発的な土砂災害（土石流・がけ崩れ計
100箇所）を想定した情報伝達訓練

情報伝達訓練（ﾛｰﾙﾌﾟﾚｲﾝｸﾞ方式）、孤立化した地
域への対応検討、避難住民への初期対応検討

市町村、住民、国土交通省

6月6～7日 10:00～16:00 7 福山市他6市町村
台風豪雨による群発的な土砂災害（土石流・がけ崩
れ計100箇所）を想定した情報伝達訓練

情報伝達訓練（ﾛｰﾙﾌﾟﾚｲﾝｸﾞ方式）、孤立化した地
域への対応検討、避難住民への初期対応検討

市町村、住民

6月8～9日 10:00～16:00 9 竹原市他8市町村
台風豪雨による群発的な土砂災害（土石流・がけ崩
れ計100箇所）を想定した情報伝達訓練

情報伝達訓練（ﾛｰﾙﾌﾟﾚｲﾝｸﾞ方式）、孤立化した地
域への対応検討、避難住民への初期対応検討

市町村、住民

山口県 6月8日 9:00～15:00 1 防府市
梅雨前線豪雨による土砂災害を想定した情報伝達
訓練及び避難訓練

情報伝達訓練、避難訓練（災害時要援護者主体） 市町村、住民、国土交通省

徳島県 6月8日 10:00～12:00 2 三好市、那賀町
台風豪雨によるがけ崩れ災害を想定した情報伝達
訓練

情報伝達訓練 市町村、気象台、国土交通省

情報伝達
6月8日

8:30～16:00 17 全市町村
台風豪雨による土石流・がけ崩れ災害を想定した情
報伝達訓練及び避難訓練

情報伝達訓練 市町村、気象台、国土交通省

避難
6月8日

8:30～12:00 1 観音寺市
台風豪雨による土石流・がけ崩れ災害を想定した情
報伝達訓練及び避難訓練

避難訓練（災害時要援護者主体）、応急復旧対策
訓練（図上訓練）

市町村、消防団、警察、住民、気象台、国土交通省

6月28日 9:30～16:00 1 西条市
台風豪雨による土石流及び天然ダム形成を想定し
た情報伝達訓練及び避難訓練

情報伝達訓練、避難訓練（災害時要援護者主
体）、応急復旧対策訓練（図上訓練）

市町村、消防団、住民、国土交通省

直轄連携
6月29日

9:30～16:00 1 東温市
集中豪雨による土石流災害を想定した情報伝達訓
練

情報伝達訓練（ﾛｰﾙﾌﾟﾚｲﾝｸﾞ方式） 市町村、住民、国土交通省

高知県 6月8日 9:30～16:00 2 土佐市、大川村
台風豪雨によるがけ崩れ・土石流災害を想定した情
報伝達訓練及び避難訓練

情報伝達訓練、避難訓練（災害時要援護者主
体）、土のう積み・炊き出し訓練

市町村、消防団、警察、住民、気象台、国土交通省

福岡県 6月8日 9:30～16:00 1 宗像市
集中豪雨による土石流災害を想定した情報伝達訓
練及び避難訓練

情報伝達訓練（ﾛｰﾙﾌﾟﾚｲﾝｸﾞ方式）、避難訓練（災
害時要援護者主体）

市町村、消防団、住民、気象台、国土交通省

佐賀県 5月20日 6:00～13:00 1 唐津市
震度6弱の地震発生及び集中豪雨による土砂災害
を想定した情報伝達訓練及び避難訓練

情報伝達訓練、避難訓練（災害時要援護者主
体）、整備局防災ﾍﾘによる画像伝送訓練

市町村、消防団、警察、住民、気象台、陸上自衛隊、
国土交通省

長崎県 6月11日 9:00～13:30 1 長崎市
梅雨前線豪雨による土石流災害を想定した情報伝
達訓練及び避難訓練

情報伝達訓練、避難訓練（災害時要援護者主体） 市町村、消防団、警察、住民、気象台、国土交通省

熊本県 6月8日 9:30～13:30 1 水俣市
梅雨前線豪雨によるがけ崩れを想定した情報伝達
訓練及び避難訓練

情報伝達訓練、避難訓練（災害時要援護者主体） 市町村、消防団、警察、住民、国土交通省

大分県 6月8日 9:00～12:00 2 竹田市、九重町
台風豪雨による土石流災害を想定した情報伝達訓
練及び避難訓練

情報伝達訓練、避難訓練（災害時要援護者主体） 市町村、消防団、住民、国土交通省

宮崎県 6月11日 13:00～16:00 1 三股町
台風豪雨によるがけ崩れ災害を想定した情報伝達
訓練及び避難訓練

情報伝達訓練、避難訓練、土砂災害防止講習会 市町村、消防団、警察、住民、国土交通省

5月19日 9:00～12:00 1 湧水町
梅雨前線豪雨による土石流災害を想定した情報伝
達訓練及び避難訓練

情報伝達訓練、避難訓練（災害時要援護者主体） 市町村、消防団、警察、住民、気象台、国土交通省

6月4日 9:00～12:00 1 日置市
梅雨前線豪雨による土石流災害を想定した情報伝
達訓練及び避難訓練

情報伝達訓練、避難訓練（災害時要援護者主体） 市町村、消防団、警察、住民、気象台、国土交通省

6月8日 9:00～14:00 2 垂水市、姶良町
梅雨前線豪雨による土石流災害を想定した情報伝
達訓練及び避難訓練

情報伝達訓練、避難訓練（災害時要援護者主
体）、防災ﾍﾘによる孤立者救助訓練（垂水市）

市町村、消防団、警察、住民、気象台、国土交通省

沖縄県 6月8日 10:30～17:50 1 南城市
台風豪雨による地すべり災害を想定した情報伝達訓
練及び避難訓練

情報伝達訓練、避難訓練（災害時要援護者主体） 市町村、消防団、警察、住民、気象台、国土交通省

※各都道府県において実施計画の詳細を検討中であり、実施内容が今後変わることもあります。

鹿児島県

愛媛県

岐阜県

愛知県

岡山県

広島県

鳥取県

島根県

香川県

参　加　機　関訓練概要 実　施　内　容

岩手県

参加市町村

実施日時

新潟県

都道府県
参加

市町村数

茨城県

群馬県

資料-２


