
 

報道発表資料 

東京消防庁 Tokyo Fire Department 

 

 

平成２９年１１月１４日 

 

平成２９年度総合震災消防訓練の実施について 
～都心部における災害対応並びに報道対応力の向上を目指して～ 

 

東京消防庁では、さらなる震災対応力の強化を図るため、管下全消防署において、全消

防職員１万８千人及び消防団員２万１千人を動員した大規模な総合震災消防訓練を実施し

ます。 

特に本年は、実動訓練のメイン会場を千代田区飯田橋三丁目付近の「アイガーデンエア」

とし、都心部における震災消防活動や取材に駆け付けた多くの報道機関に対する、災害現

場での報道発表訓練を実施します。 

 

記 

 

１ 実施日時 

平成２９年１１月１８日（土）６時００分 から１４時４５分 まで 

＊別紙の実動訓練は、９時００分から１１時００分まで 

 

２ 実施場所 

東京消防庁管下全域（取材可能な訓練会場については別紙参照） 

 

３ 訓練想定 

「平成２９年１１月１８日（土）６時００分に東京消防庁管内に震度５強を観測する

地震が発生し、千代田区内において大規模災害が多数発生するとともに、続発する地震

により甚大な被害へと拡大していく。」という想定です。 

 

４ 訓練内容 

⑴ 続発する地震により拡大する災害への対応 

⑵ 無圧及び無限水利等を活用した遠距離送水及び継続放水要領 

⑶ 震災時における救出救助及び安全管理に配意した活動能力の強化 

⑷ 関係機関との連携要領 

⑸ 災害現場における報道発表要領 

 

 

問合せ先 

 東京消防庁㈹ 03-3212-2111 

広報課報道係 内線 2345～2350 

 



別紙 

実動訓練の概要 
 

 

１ 実施場所 

アイガ―デンエア（以下「訓練会場」という。） 

千代田区飯田橋三丁目１３番先（別図１参照） 

 

２ 参加人員 

約１０００名（消防職員約５２０名、他参加機関約４８０名） 

 

３ 参加車両 

消防部隊等約７５隊（消防ヘリ３機、消防艇２艇を含む） 

 

４ 参加機関 

２１機関（麹町・神田・丸の内消防団、東京都建設局第一建設事務所、千代田区役

所、富士見地区町会連合会、警視庁麹町警察署、東京ＤＭＡＴ、災害時支援ボランテ

ィア、ジャパンケネルクラブ、日本救助犬協会、全国災害救助犬協会、日本レスキュ

ー協会、東京逓信病院、日本大学病院、株式会社東京菱光コンクリート、株式会社シ

ントウ、損害保険ジャパン日本興亜株式会社、東京エスオーシ―株式会社、ＬＩＧＨ

ＴＭＡＮ、帝京大学、学校法人専門学校東京ビジュアルアーツ、ＪＣＨＯ東京新宿メ

ディカルセンター附属看護専門学校） 

 

５ 訓練内容（別図２～７、別表参照） 

⑴ 第１サイト（旧飯田橋保育園） 

    救出救助・道路啓開訓練 

 ⑵ 第２サイト（ＪＲ飯田町基地） 

    多数傷病者対応訓練 

 ⑶ 第３サイト（アイガーデンエア広場） 

    指揮所・救護所・報道対応訓練 

 ⑷ 第４サイト（大和ハウス東京ビル） 

    消防ヘリによる部隊投入及び救出訓練 

 ⑸ 第５サイト（神田川及び日本橋川） 

    船舶による部隊投入及び延焼阻止線設定訓練 

 ⑹ 第６サイト（東京逓信病院） 

    傷病者受け入れ訓練 

  



６ 当日の報道受付・レクチャーについて 

８時３０分からアイガーデンエア広場の当庁テント付近において、取材についての

レクチャーを行います。また、該当者には１０時１５分からの「災害現場での報道発

表」訓練に関するレクチャーも併せて行います。 

 

７ 取材にあたっての注意事項 

⑴ 取材を希望される場合は、１１月１６日（木）１０時００分までに広報課報道係

宛へ電話でご連絡ください（電話番号 ０３－３２１２－２１１１）。 

⑵ 取材時は、必ず自社腕章を着用してください。また、訓練会場では安全管理のた

め必ず自社ヘルメットを着装してください。 

⑶ 駐車場のご用意はありませんのであらかじめご了承ください。 



第５サイト
（日本橋川・神田川）
船艇による部隊投入
火災対応エリア

第３サイト
（アイガーデンエア広場）
指揮所・救護所・報道エリア

第１サイト
（旧飯田橋保育園）

救出救助・道路啓開エリア

第２サイト
（ＪＲ飯田町基地）
多数傷病者エリア 第４サイト

（大和ハウス東京ビル）
ヘリによる部隊投入・救出エリア

第６サイト
（東京逓信病院）
病院受入れエリア
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訓練会場
別図１



南側空地

倒壊建物による瓦礫を想定した道
路啓開訓練

倒壊建物を想定した救出救助訓練

３階部分

建物からの救出救助訓練
・閉鎖空間における救出救助訓練
・一か所吊り担架水平救出等の基本的救出
訓練

４階～７階部分・屋上

家具転倒による挟まれ要救助者の救
出・搬送訓練

関係協力機関
ＬＩＧＨＴＭＡＮ（ライトマン）

プロジェクションマッピングを活用した
倒壊イメージの投影

第１サイト(救出救助・道路啓開訓練)
上空部分

ドローンを活用した災害実態把握
・構造評価の情報提供
・建物損害状況の情報提供
・脱出不能者への呼びかけ
・サーモグラフィによる逃げ遅れの確認
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ＪＲ飯田町基地敷地部分

多数傷者対応訓練

・スタート法訓練
・外傷（特殊メイク）による重症所見判断
・消防力劣勢の中での対応要領

関係協力機関
東京ビジュアルアーツ

特殊メイクを活用した外傷の施術

上空部分

ドローンを活用した災害実態把握
・被害状況の把握
・情報通信工作車と連携した作戦室への映像配信
・指揮本部への情報提供

第２サイト
（多数傷病者対応訓練）

拡大イメージ
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第３サイト（指揮所・救護所・報道対応訓練）

アイガーデンエア広場

指揮所・救護所・報道対応

・災害実態における指揮統制の判断
・早期必要部隊の要請及び初期段階での署隊本部との連携要領
・警防本部に対する具体的な情報伝達
・活動部隊に対する的確な下命要領
・災害現場用シールドの有効活用
・報道機関に対する、広報課と連携した報道発表要領
・報道対応訓練

報道対応訓練
１０：１５～
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大和ハウス東京ビル 屋上部分

緊急救助用スペースからの部隊投入及び救出

・ダウンウォッシュを考慮した確実かつ迅速な部隊投入
・状況に応じた部隊の投入方法の選定
・重症者に対するホイスト救出要領
・作戦室への情報配信

第４サイト（消防ヘリによる部隊投入及び救出訓練）

5
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部隊投入訓練
（日本橋川・神田川）

神田川
（和泉橋防災船着場）

新三崎橋
防災船着場

日本橋川
（庁舎前防災船着場）

東京消防庁
消防艇 ２艇（はまかぜ・きよす）

東京都建設局第一建設事務所
保有船 １隻（つきじ）

第５サイト（部隊投入及び延焼阻止線設定訓練）

延焼阻止線設定訓練
（日本橋川）

別図６



・消防部隊との連携強化
・区保健所との情報共有

アイガーデンエア

走行距離 約１．０ｋｍ

第６サイト（傷病者受け入れ訓練）

東京逓信病院

7
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別表

9:00 9:03 9:05 9:07 9:10 9:15 9:20 9:25 9:30 9:35 9:40 9:45 9:50 9:55 10:00 10:05 10:10 10:15 10:20 10:25 10:30 10:35 10:40 10:45 10:50 10:55 11:00 12:00

運用区分

第１サイト
（旧飯田橋保育園）

第２サイト
（ＪＲ飯田町基地）

第３サイト
（アイガーデンエア広場）

第４サイト
（大和ハウス東京ビル）

第５サイト
（消防部隊搬送及び火災

対応）

第６サイト
（東京逓信病院）

地　震

時　　　　　　　　　　系　　　　　　　　　　列
時系列

7:55～

方 面 隊 運 用 警 防 本 部 運 用

損保ドローンによる飛行開始

４０名屋上から手ふり開始

救助犬活動開始

警察救助部隊到着

高所からの救出開始

活動部隊緊急脱出

傷病者３０名が指揮本部へ詰め寄り助けを求める

６強 ５弱５強

方面応援隊現着

報道対応訓練

救助ヘリ部隊投入・救出

消防艇「きよす」接岸 消防艇「はまかぜ」接岸

活動部隊緊急脱出

2口放水体形完了 ６口放水体形完了 ８口放水体形完了 １０口放水体形完了

「きよす」吸水措置完了

避難誘導開始

受け入れ訓練開始（富士見みらい館）
東京逓信病院に傷者４０名等到着

損保ドローンによる飛行 損保ドローンによる飛行

消防技術安全所

ドローンによる飛行開始

消防技術安全所

ドローンによる飛行
消防技術安全所

ドローンによる飛行

救助ヘリ救出 救助ヘリ救出救助ヘリ（情報）

アイガーデン会場から順次搬送開始

第一建設事務所「つきじ」接岸

プロジェクションマッピング投影
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