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第４３回九都県市合同防災訓練千葉市会場設営・運営業務委託仕様書 

 

１ 名称 

第４３回九都県市合同防災訓練千葉市会場設営・運営業務委託 

 

２ 訓練実施の目的 

首都直下地震をはじめ房総半島沖地震等の発生が危惧されており、これら地震による被害を最小限

に止めるためには、住民の減災への備えを強化するとともに、市民と市・防災関係機関が緊密な連携を

取る必要がある。 

このことから、実践的な総合防災訓練を実施し、防災関係機関の災害対応能力の向上、防災体制の充

実強化を図るとともに、市民の防災・減災意識の高揚と知識の向上を図る。 

 

３ 契約期間 

  契約締結日の翌日から令和４年１２月３１日まで 

 

４ 訓練想定（案） 

以下に示す訓練想定（案）を元に防災訓練を実施するものであり、国、防災関係機関、住民が一体と

なって連携し、実践的な訓練を実施する。 

【訓練想定（案）】 

発災日時 ：令和４年９月１日（木）午前９時３０分 

地震タイプ：千葉市直下地震 

震央   ：千葉県千葉市 

震源の深さ：２２．０㎞ 

地震規模 ：マグニチュード７．３ 

最大震度 ：震度６強（千葉市） 

被害状況 ：市内全域で、家屋の倒壊やライフライン（電気、ガス、水道、通信等）の停止など、

大きな被害が発生している。また、火災も各所で発生している。 

 

５ 訓練概要等 

（１）訓練日時 

ア 実動訓練 令和４年９月１日（木）９時３０分～１１時３０分 

   ※終了後、閉会式を１５分程度で実施 

イ 展示・体験コーナー 令和４年９月１日（木）９時００分～１２時００分 

ウ 物資搬出入訓練 令和４年９月１日（木）９時００分～１２時００分 

エ 多数遺体取扱訓練 令和４年９月１日（木）９時００分～１２時００分 

（２）訓練会場 

千葉市蘇我スポーツ公園（千葉市中央区川崎町地内）ほか 

ア 実動訓練 フクダ電子グラウンド 

イ 展示・体験コーナー 北公園 



2 

 

ウ 物資搬出入訓練 フクダ電子アリーナ周辺（詳細未定） 

エ 多数遺体取扱訓練 フクダ電子アリーナ 

（３）訓練規模（想定） 

ア 参加機関 約１２０機関 

イ 参加人員 約５，０００人 

【内訳】 

・一般観覧者  ２，５００人（展示・体験コーナー観覧も含む） 

・来賓       ５００人 

・訓練活動人員 １，５００人（防災関係機関） 

・市動員職員    ５００人（内、訓練活動人員２００人、運営支援３００人） 

ウ 参加車両 約１８０台 

エ 参加航空機 約２０機 

（４）訓練内容 

資料１訓練内容（案）のとおり。ただし、訓練項目については、今後修正が入る。 

 

６ 業務委託内容 

本訓練の実施に関する各種計画作成、会場設営・運営に係る一切の業務。 

（１）訓練計画等に関すること 

ア 会場レイアウト図の作成 

資料２会場図例を参照のうえ、本仕様書の記載内容を参考として、訓練実施にあたり必要な観覧席

（一般観覧者席、来賓席）・テント（展示・体験コーナー等）・仮設物（本部、訓練用建物等）・ヘリ

離発着場所・その他各訓練実施場所で必要と判断される設備等の配置をまとめ、作成する。 

実動訓練会場のレイアウトは一般観覧者席及び来賓席のいずれからも訓練活動の全体や個別の訓

練活動の様子を容易に観覧できる配置ととし、補助としてモニターやディスプレイ等を会場内に設

置して撮影する映像を流すことも可能とする。 

なお、契約締結後には関係機関との調整結果や訓練シナリオの修正を踏まえ、随時改訂を行う。 

イ 訓練概要の作成 

資料１訓練内容（案）の各訓練項目を参考に各訓練を進行管理表にまとめ、作成する。 

なお、契約締結後には関係機関との調整結果や訓練シナリオの修正を踏まえ、随時改訂を行う。 

ウ 実施訓練の具体的リストの作成 

資料１訓練内容（案）に示す各訓練項目について、具体的内容、方法（発煙・発火等特殊効果等）、

工作物・案内看板・備品・資機材（使用材質・寸法・必要数量）、実施機関等をまとめ、作成する。 

エ 必要施設構造図の作成 

６の（１）アに示す、必要と判断される設備の個々の構造（使用材質、寸法、必要数量）及び必要

な備品・資機材（使用材質・寸法・必要数量）をまとめ、作成する。 

オ 実施計画書の作成 

本仕様書で定める訓練計画を参考に発注者と協議のうえ、実施計画書を８００部作成する。なお、

実施計画書の作成にあたっては、必要に応じて関係機関との調整を行うための会議に出席し、現状案
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の説明を行うとともに関係機関からの意見を取りまとめ実施計画書へ反映する。 

カ 訓練パンフレットの作成 

本仕様書で定める訓練計画に基づき、発注者と協議のうえ訓練パンフレットを６，０００部作成す

る。 

キ 来賓招待状の印刷・送付 

来賓を対象とした招待状等（原稿は発注者が提供）の印刷、封緘、発送を行い、訓練参加について

の回答の集計等を行う。参加と回答のあった来賓に対しては、案内文等を別途送付する。 

（２）会場設営に関すること 

ア 千葉市蘇我スポーツ公園借用期間について 

千葉市蘇我スポーツ公園内各施設の利用可能期間については、資料３のとおりであり、実動訓練会

場内の設営等作業は８月２０日（土）から行うことができる。資料３に記載の施設及び期間に係る施

設利用料については、発注者が負担する。 

なお、資料３に記載のない施設もしくは期間について、受注者の提案等により新たに利用する場合

の手続き及び利用料金については、受注者の負担とする。 

イ 夜間作業 

フクダ電子グラウンドでは借用期間中、夜間を含め、２４時間作業が可能である。夜間作業を行う

場合は、フクダ電子グラウンドには夜間照明がないため、受注者で必要となる資機材等を用意するこ

と。 

なお、フクダ電子グラウンド以外の施設では夜間作業は原則行わない。 

ウ 会場の整備・養生 

必要な訓練会場の整備を行う。 

フクダ電子グラウンドは天然芝（コウライシバ）の野球場（４面）となっている。防災関係機関の

車両を使用した訓練活動、本委託業務で設営する各種建造物（観覧席、テント、倒壊建物、中高層建

物等）、来場者の往来等を勘案し、かつ、資料３で定める借用期間内に確実に原状復旧する必要があ

ることに留意したうえで、地盤の養生等に必要となる措置を行うこと。 

また、フクダ電子スクエア（人工芝）及びフクダ電子スタジアム（天然芝・野球場）についてヘリ

離発着場所を設定する場合も、同様に資料３で定める借用期間内に確実に原状復旧する必要がある

ことに留意したうえで、養生等の必要となる措置を行うこと。 

エ 会場の設営 

会場レイアウト図等に基づき、施工計画書を作成する。また、必要な資機材等を調達し、会場の設

営を行うこと。特に、要人の来場を想定し、動線の確保・不陸調整など必要な対策を講じること。 

オ 資機材等搬出入経路及び既設据置型ガードレール移動等 

会場設営及び撤収時に資機材等を搬出入する車両は原則、第３駐車場の大型車両出入口を通行す

ること。その際、既設の据置型ガードレール（資料４参照）が経路内に置かれているため、設営開始

時に移動もしくは一時的な撤去等を行い、撤収作業の終了時等に原状復旧するものとする。 

なお、フクダ電子アリーナでＪリーグの試合開催時等は、第３駐車場の通行が制限されるため、そ

の場合は、施設管理者等と調整のうえ、工事車両入口（第１駐車場入口近く）を使用することになる。 

カ 電気工事計画・実施 
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電源工事図、工事計画書を作成する。また、計画書に基づき電気工事を実施する。 

キ 会場内放送計画・設備設置 

会場内放送計画の作成、効果音の準備、放送設備選定及び配置案を作成する。それら計画に基づき

実施する。 

ク 建造物の構造等の安全検証及び現場管理 

一級建築士による建造物構造等の安全検証を行う。また、主任技術者もしくは監理技術者による現

場管理を行う。 

ケ 各種申請業務 

建築基準法（昭和 25年法律第 201号）第８５条第５項に基づく仮設建築物許可申請等、資格者に

よる申請業務を実施するほか、必要となる各種申請業務を実施する。また、事前協議の代行、各種申

請資料の作成、専門技術者による技術支援等を行う。 

コ 訓練終了後の会場整理・原状復旧 

あらかじめ発注者及び施設管理者等と調整のうえ、訓練終了後には、搬入した資機材等について速

やかに撤収し、訓練実施にあたり生じた廃材・ごみ等については処分を行うこと。撤収に当たっては

原状復旧を原則とする。 

各施設とも資料３で定める借用期間終了後は、通常の一般利用者の利用予約がされているため、期

間内に確実に原状復旧を行う必要があることを念頭に撤収作業を計画し、実施すること。特に、フク

ダ電子グランドでの地盤の養生、各種建造物（観覧席、テント、倒壊建物、中高層建物等）の設置、

各種車両等の通行によりグラウンドの天然芝を損傷した場合は、撤収作業後に施設管理者と協議の

うえ、芝を張替える対応等を行う必要がある。その場合でも、当該期間内に張り替えた芝を根付か

せ、借用期間終了時点で当該施設の利用目的（野球）に供することができる状態に原状復旧する必要

があることに留意すること。 

また、フクダ電子スクエア（人工芝）及びフクダ電子スタジアム（天然芝・野球場）にヘリ離発着

場所を設定した場合も、ヘリコプターの離着陸等による地盤等への影響を踏まえ、資料３で定める借

用期間内に原状復旧し、借用期間終了時点で当該施設の利用目的に供することができる状態に原状

復旧する必要があることに留意すること。 

なお、それら一切の費用についても当該業務の委託料に含まれるため、設営作業及び訓練活動等が

地盤及び芝へ与える影響を勘案し費用計上すること。 

サ 荒天時等の対策 

訓練会場において、各種建造物（観覧席、テント、倒壊建物、中高層建物等）に対し、風雨から、

被害を最小限にとどめるため、必要な対策を講じる。 

シ 施設管理者等関係者との調整 

契約締結後、受注者は発注者と協力して、千葉市蘇我スポーツ公園施設管理者をはじめとした関係

者と施設の利用、資機材の搬出入、設営・撤収作業等について綿密な協議を行うこと。 

ス 大型音楽イベント主催者との調整 

千葉市蘇我スポーツ公園では、８月に大型音楽イベントの実施が予定されており、実動訓練会場と

なるフクダ電子グラウンドのほか、公園内各施設を本訓練の設営開始の直前まで当該イベントで使

用する見込みである。円滑に設営作業及び本訓練を実施できるよう、当該イベント事業者と必要な協
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議・調整を行うこと。また、フクダ電子グラウンドの芝の原状復旧に当たって、音楽イベント開催に

よる芝の損傷も含まれることが想定されるため、その原状復旧の方法及び費用の負担についても、受

注者は音楽イベント主催者と必要な協議を行う。 

セ 熱中症対策 

炎天下での訓練実施を想定し、必要となる熱中症対策を会場レイアウトや設営等に関して講じる

こと。 

（３）運営補助に関すること 

ア 交通計画の作成 

特殊な車両の通行許可申請を行う。また、輸送経路の設定、駐車場の運用管理、違法駐車諸問題の

対策を行う。 

イ バス運行計画の作成・運行管理 

来場者についてはＪＲ蘇我駅から、本市動員職員等については千葉市役所から、それぞれ訓練会場

まで送迎するバス運行計画を作成する。また、貸切バス及び運転手の手配を含む訓練当日のバスの運

行管理業務を行うこと。なお、作成する運行計画は資料５の内容を超える計画を提案すること。 

ウ サイン計画・作成・設置撤去 

訓練実施に伴う事前・当日周知（公園内外）、車両動線・人員動線・関係者動線にもとづく配置計

画及びサインデザインを作成する。また、サインの製作・設置・撤去を行う。 

エ 無線連絡網の作成・無線設備の手配・通信局申請など 

無線連絡系統図の作成及び訓練会場内の音声を確実に集音できるよう無線機種・設備を設定する。

また、無線機の選定及び手配を行う。 

オ 誘導・警備 

誘導・警備計画書を作成し、計画書に基づき、誘導・警備を行う。なお、本計画書に基づき配置す

る警備員は来場者の受付時に手荷物検査を実施するものとし、金属探知機等の必要な装備を所持す

ること。 

カ 音響・映像、放送業務 

音響・映像計画を作成する。実動訓練会場内に流す音声については、訓練進行アナウンスと訓練会

場内の音声等を聞き分けられ、観覧席において容易に聞き取れるようにすること。作成した計画に基

づき、事前ロケ、音響・映像機器の選定及び配置、撮影、映像編集を実施し、シナリオに応じたカメ

ラ割りを作成し、進行管理を行う。また、テロップ製作及び映像素材の編集を行う。 

また、訓練会場内に放映する映像は、インターネット動画配信サービスで同時配信すること。 

キ 訓練進行アナウンス計画の作成・実施 

訓練スケジュールに基づき進行台本の作成・整理・調整を行う。また、アナウンサーの手配、研修

を行う。 

ク リハーサルの実施 

訓練実施にあたり、発注者及び訓練参加機関はリハーサルを８月２９日（月）に実施する予定であ

る。円滑にリハーサルが実施できるよう受注者はリハーサルに参加・協力するものとする。また、会

場設営について、発注者と協議のうえ、リハーサル実施までにリハーサルが十分に行える程度まで作

業を進めること。 
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ケ 雨具 

雨天時の実施に備え、傘を１００本・レインコートを６００着用意し、発注者が指定する場所へ納

品する。 

コ ノベルティ等の配布 

来場者（来賓・一般）等へ配布するノベルティを提案すること。また、発注者が用意する啓発物等

（各種リーフレット・非常食等）と合わせ、来場者へ配布するための封入作業を行い、発注者が指定

する場所へ納品する。 

 

７ 新型コロナウイルス感染症拡大防止対策 

訓練計画の作成、会場設営、訓練の運営に当たっては、新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策を

講じること。対策に当たっては、各種業種別ガイドラインを参考とし、千葉県が示すイベント開催制限

等を踏まえ、かつ、訓練実施時の感染状況等を想定し、以下の例に示す対策を講じること。 

対策例）・来場者が密集しない会場レイアウト等の作成 

・来場者用受付（一般、来賓、報道機関等）を設置し、すべての来場者の把握、検温、アル

コール等の手指消毒の励行を行う 

・接触確認アプリ（ＣＯＣＯＡ）の利用の推奨 など 

 

８ 会場警備・安全確保 

会場設営、各種業務計画の作成等に当たっては、会場警備及び安全の確保の観点から以下について考

慮すること。 

（１）会場レイアウト図の作成及び会場設営では、不特定多数の者が受付を通らずに訓練会場内へ容易

に出入りすることができないよう必要な措置をする。 

（２）資機材の運搬・会場設営・撤収等の作業期間中は同公園の利用者等に留意し、園内各所へ警備員を

配置等することで、安全の確保に努める。また、必要に応じて各種建造物（観覧席、テント、倒壊建

物、中高層建物等）に対する夜間警備等を実施する。 

（３）訓練当日の来場者（来賓、一般）、受注者（受注者が委託する作業員等も含む）及び会場内へ入場

する者には原則、その者の属性が容易に判別できるよう属性別に識別を用意し、受付等で来場者等に

着用させる。 

 

９ 成果物等の提出 

（１）提出する成果物 

ア 完了報告書（作成した書類、図面、写真等をまとめたものを含む）：一式 

イ インターネット動画配信を行った動画データ：ＤＶＤ－ＲもしくはＤＶＤ－ＲＷにより１０枚 

（２）完了期限 

業務の完了後、受注者は上記成果物を発注者に提出し、令和４年１２月３１日までに業務の完了を確

認するための検査を完了する必要がある。 

 

10 その他の事項 



7 

 

（１）本業務委託執行にあたり、協力会社等の使用については、出来る限り千葉市に本店のある社又は千

葉市の団体を利用するよう考慮されたい。 

（２）イベント傷害保険に加入すること。 

（３）発注者との協議においては、適切なスタッフを配置し、誠実に対応すること。 

（４）本訓練は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合は中止とする。また、新型コロナウイル

ス感染症の感染拡大状況及び悪天候により中止・縮小する場合がある。 

（５）その他、本業務委託執行にあたり、この仕様書に記載のない事項については、発注者と協議のうえ、

決定する。 

（６）契約後は全体の工程計画を速やかに提出すること。 

 

11 問合せ先 

  千葉市総務局危機管理部危機管理課緊急対策室訓練班 

  千葉市中央区千葉港１番１号 

  電話 ０４３－２４５－５４０６ 

  F A X ０４３－２４５－５５９７ 

  Mail kiki-err@city.chiba.lg.jp 

  担当：奥野・鈴木（啓） 



№ 訓練項目 内容

1 地震発生（シェイクアウト訓練）
防災行政無線、ちばし安全・安心メール等による「訓練地震情報（訓練
開始）」を合図に、各自がそれぞれの場所で地震の揺れから身を守る３
つの安全行動を行う。

2 上空偵察・情報伝達訓練
ヘリコプター等により被災地上空からの情報収集活動を行う。被災地
上空からの情報収集及び被災現場の状況をヘリテレにて画像伝送す
る。

3
住民等による初期消火訓練

（延焼小屋）

地震発生の直後、地震による住宅火災が発生。地域住民等により組
織される自主防災組織及び消防団が、消火栓を活用した初期消火活
動を実施する。

4 情報収集・広報活動訓練
市広報車、バイク、オフロードバイク、自衛隊車両等の関係機関の車
両により、被災状況の情報収集及び広報活動を行う。

5 避難勧告広報 警察車両、市広報車により被災地内を巡回し、避難勧告広報を行う。

6 避難行動・避難誘導訓練
地震発生に伴い、自主防災組織は、避難行動要支援者への避難支援
を実施しながら、千葉県警の誘導により、指定緊急避難場所に向けて
避難行動を実施する。

7 道路啓開・緊急交通路確保訓練
道路パトロール中、コンクリート障害物（瓦礫、倒木、放置車両）及び道
路損壊の現場を確認した。緊急車両が通行できるよう、啓開作業を実
施する。

地震によりライフライン施設が被災し、その機能が停止している。早期
に生活の回復を図るため、応急復旧作業を実施する。

・発電車及び高所作業車により応急復旧作業を開始する。
・衛星通信移動無線車により、臨時電話回線を作成し、特設公衆電話
を設置する。
・移動基地局車により臨時電話回線を作成し、携帯電話の利用を可能
とする。

・水道管で漏水が発生したため、応急復旧工事を行う。
・管ズレや土砂流入による管路の閉塞が発生したため、堆積した土砂
の除去作業等を行う。
・埋設ガス管の漏洩調査及び損傷ガス管の取替作業を実施のうえ、臨
時ガス発生装置によりガス供給停止地区へガスの供給を行う。

9 防疫活動訓練
被災地の生活環境悪化に伴い、伝染病の発生が懸念されるされること
から汚染箇所の消毒を行う。

10 河川パトロール及び水防活動
河川パトロールにより、河川の損壊個所を発見し、土のう構築を行う。
市水防活動班は、損壊個所における土のう構築を関係機関等ともに行
う。

11 救援物資緊急輸送訓練
警察車両の先導により、住民に必要な生活必需品・食料等の救援物
資を市内協定締結事業者等のトラックにより輸送する。

12 現地合同調整所運営訓練
救助活動にあたり、市消防局、千葉県警、自衛隊等による現地合同調
整所を開設し、運営を行う。

訓練内容（案）

【実動訓練（案）】

8
ライフライン施設応急復旧訓練
（電気、通信、上下水道、ガス）

資料１

1/3



№ 訓練項目 内容

13
救出・救護訓練

（倒壊建物/千葉県警）

倒壊家屋及び周辺瓦礫（埋設した鉄管内）から、災害救助犬が検索す
る。災害救助犬の生存者発見報告に基づき負傷者の救出・救助活動
を行う。
千葉県警は救助にあたり、支障となっている瓦礫の撤去を関係機関へ
要請する。
負傷者は応急救護所へ搬送する。

14 応急救護訓練
地震等により多数の負傷者が発生しているため、応急救護所を開設し
負傷者のトリアージ及び救護活動行う。

15 輸血用血液緊急搬送訓練
救護所収容の重傷患者が多量の出血が認められたことから、日本赤
十字社は、救護所に輸血用血液の緊急搬送を行う。

16 広域医療搬送訓練

DMATは、指示により救急車にて被災現場に入る。その後、救出された
負傷者の救護を行いながら救急車にて応急救護所に向かう。
応急救護所において処置した重篤患者とともに救急車にてヘリポート
まで向かい、ヘリコプターで患者を被災地外の災害拠点病院等へ搬送
する。

17 応急危険度判定調査訓練 被災した建築物（中高層・倒壊建物）の危険度判定を行う。

18 住家被害認定調査訓練
地震により多数の住家が被災している。り災証明書を発行するため、
住家被害認定調査を行う。

19
救出・救護訓練

（倒壊建物/自衛隊）

千葉県警の先導により自衛隊の災害派遣部隊が到着し、救出活動を
実施する。
救出された負傷者は、ＤＭＡＴが応急処置を行った後、応急救護所へ
搬送する。

20
救出・救護訓練

（倒壊建物/市消防局）
地震により倒壊した建物内に多数の者が閉じ込められ、負傷してい
る。倒壊建物内から負傷者を救出し、応急救護所へ搬送する。

21
救出・救護訓練

（中高層建物・火災防御活動/千
葉県警）

中高層建物から住人を救出・救護する。
ヘリコプターにより屋上にホイスト降下し、要救助者を吊り上げ救出す
るとともに、建物内からも要救助者を救出する。
救出した負傷者はＤＭＡＴが応急処置を行った後、応急救護所へ搬送
する。
建物火災が発生し、市消防局による火災防御及び延焼防止活動を行
う。

22
救出・救護訓練

（中高層建物・火災防御活動/市
消防局）

中高層建物から住人を救出・救護する。
ヘリコプターにより屋上にホイスト降下し、要救助者を吊り上げ救出す
るとともに、建物内からも要救助者を救出する。
救出した負傷者はＤＭＡＴが応急処置を行った後、応急救護所へ搬送
する。
建物火災が発生し、火災防御及び延焼防止活動を行う。

№ 想定機関数 内容

1 50機関
防災関係機関による一般来場者等を対象とした、災害対策や災害時
の活動状況等を紹介するパネル展示の他、防災普及車による地震体
験や水消火器などの体験ができるコーナーを設ける。

【展示・体験コーナー（案）】

2/3



№ 訓練項目 内容

1 救援物資の受入れ
協定締結事業者、他都県市からの救援物資を千葉市蘇我スポーツ公
園内に設置する搬入場所で受け入れ、在庫リストを作成する。

2 救援物資の搬出場所への移動 搬出場所まで救援物資を移動する。

3 各区への輸送
協定締結事業者の輸送車両へ物資を積込み、各区の拠点等へ輸送す
る。

※搬入・搬出場所、物資の数量等の詳細は現時点で未定

№ 訓練項目 内容

1 訓練概要等の説明 多数遺体取扱訓練に先立ち、千葉県警による概要説明を行う。

2 会場設営訓練 市職員による会場設営訓練を行う。

3 遺体搬入及び遺体受付訓練
市消防局は市内で発見された遺体を担架により会場に搬送する。
市職員は、遺体受付係において運び込まれた遺体の受付を行う。

4 検視・検案訓練

千葉県警・市医師会は運び込まれた遺体の検視・検案を行う。
千葉県警及び市医師会は検視・検案の実施要領と補助者の役割につ
いて、簡潔に説明を加える。
市職員はこれらの補助に当たる。

5 身元確認訓練

遺体の身元を確認するため、千葉県警による指紋採取及び、歯科医に
よるデンタルチャートを作成する。
身元確認の実施要領について簡潔に説明を加える。
市職員はこれらの補助に当たる。

6 遺体保管・納棺訓練

千葉中央葬祭業協同組合は、ドライアイス等を用い、遺体の腐敗防止
に努める。
市職員及び千葉中央葬祭業協同組合は検視・検案等を終了した遺体
の納棺を行う。

7 遺族対策 市職員及び千葉県警は遺族対策訓練を行う。

【多数遺体取扱訓練（案）】

【物資搬出入訓練（案）】
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❶

➋

❸

➍

❻ ❺

➓

➑

№ 施設名 想定用途（案） 備考

❶ フクダ電子グラウンド（４面）
実動訓練
Ａ：来賓観覧席
Ｂ：一般観覧席

着色箇所は本市が想定する
訓練、設営・撤去作業で使
用するエリア

➋ 北公園 展示・体験コーナー

➌ フクダ電子アリーナ ウォームアップ室 多数遺体取扱訓練 面積：207㎡

➍ フクダ電子スクエア ヘリ離着陸場所

➎ フクダ電子スタジアム ヘリ離着陸場所

➏ 第３駐車場 来賓・関係者駐車場 駐車可能台数 476台

❼ 第１駐車場 報道関係機関駐車場 駐車可能台数 154台

❽ 第２駐車場 訓練活動参加者駐車場 駐車可能台数 320台

❾ 第４駐車場 訓練活動車両集結場所 駐車可能台数 319台

➓ ロータリー 貸切バス乗降場所

Ａ
Ｂ

訓練活動車両
動線

資料２ 第４３回九都県市合同防災訓練
千葉市会場会場図例

➒

❼



第４３回九都県市合同防災訓練千葉市会場・千葉市蘇我スポーツ公園借用期間

施設名 諸室名等 用途（案） 借用数量 借用日数
8/20
（土）

～
8/28
（日）

8/29（月）
※リハーサル

8/30（火） 8/31（水）
9/1（木）
※訓練当日

9/2（金） ～
9/30
（木）

10/1
（金）

～
11/30
（水）

4面グラウンド
≪③、⑤≫

実動訓練会場
会場設営・撤収・原状復旧（8/20～11/30）

2面 103日 終日 ～ 終日 終日 終日 終日 終日 終日 ～ 終日 終日 ～ 終日

4面グラウンド
≪④、⑥≫

実動訓練会場
会場設営・撤収（8/20～9/30）

2面 42日 終日 ～ 終日 終日 終日 終日 終日 終日 ～ 終日

2面グラウンド
≪①・②≫

訓練当日他施設占有 2面 5日 終日 終日 終日 終日 終日

会議室１ VIP控室（前日・当日借用） 1部屋 2日 終日 9時～17時

会議室２ VIP控室（前日・当日借用） 1部屋 2日 終日 9時～17時

会議室３ 多数遺体取扱訓練控室（前日・当日借用） 1部屋 2日 終日 9時～17時

応接室 特別職更衣室（前日・当日借用） 1部屋 2日 終日 9時～17時

更衣室１ 動員職員更衣室（前日・当日借用） 1部屋 2日 終日 9時～17時

更衣室２ 動員職員更衣室（前日・当日借用） 1部屋 2日 終日 9時～17時

更衣室３ 特別職更衣室（前日・当日借用） 1部屋 2日 終日 9時～17時

更衣室４ 特別職更衣室（前日・当日借用） 1部屋 2日 終日 9時～17時

更衣室５ VIP更衣室（前日・当日借用） 1部屋 2日 終日 9時～17時

更衣室６ VIP更衣室（前日・当日借用） 1部屋 2日 終日 9時～17時

運営本部室 危機管理部・動員職員控室（前日・当日借用） 1部屋 2日 終日 9時～17時

記者会見室 危機管理部・動員職員控室（前日・当日借用） 1部屋 2日 終日 9時～17時

カメラマン控室 危機管理部・動員職員控室（前日・当日借用） 1部屋 2日 終日 9時～17時

記者控室 危機管理部・動員職員控室（前日・当日借用） 1部屋 2日 終日 9時～17時

審判員室 危機管理部・動員職員控室（前日・当日借用） 1部屋 2日 終日 9時～17時

ウォームアップ室 多数遺体取扱訓練（リハ前日～当日借用） 1部屋 4日 終日 終日 終日 終日 9時～17時

訓練当日　公園内施設占有【フィールド・スタンド】 全面 1日 9時～14時

会議室 SVIP休憩所（リハ～当日借用） 2部屋 4日 終日 終日 終日 9時～17時

ヘリ離着陸場所の設置～撤去【フィールド全面】 全面 5日 終日 終日 終日 終日 終日

フクダ電子フィールド 訓練当日　公園内施設占有【フィールド全面】 全面 1日 9時～14時

フクダ電子スタジアム ヘリ離着陸場所の設置～撤去 1面 5日 終日 終日 終日 終日 終日

訓練当日　公園内施設占有 20面 1日 9時～14時

会議室 危機管理部・動員職員控室（当日借用） 2部屋 2日 終日 9時～17時

ゴルフパーク 訓練当日　公園内施設占有【全面】 全面 1日 9時～14時

スケートパーク 訓練当日　公園内施設占有【全面】 全面 1日 9時～14時

第1駐車場 訓練参加機関駐車場（資機材等搬入車両含む） 154台 1日 9時～17時

第2駐車場 報道機関、訓練参加機関駐車場（資機材等搬入車両含む） 320台 1日 9時～17時

第3駐車場 来賓駐車場 476台 1日 9時～14時

第4駐車場 訓練参加車両集結場所 319台 3日 9時～17時 終日 9時～17時

北公園（全域） 展示・体験コーナー、来場者受付、臨時駐輪場等

周回路 訓練部隊待機場所（リハ、前日、当日） 9時～17時 9時～17時 9時～17時

※空欄は施設借用なし

資料３

フクダ電子グラウンド

フクダ電子アリーナ

フクダ電子スクエア

テント設営、駐輪場等の設置のため北公園全域の一部を占有

フクダ電子ヒルスコート

１

2

3

4

5

6



千葉市蘇我スポーツ公園全体図

第３駐車場

千葉市蘇我スポーツ公園

第３駐車場据置型ガードレール
資料４



第３駐車場

据置型ガードレール
現状設置場所

千葉市蘇我スポーツ公園第３駐車場図

搬出入経路



搬出入経路

駐車場入口

現状のガードレール
設置場所

※車道幅は約６ｍ

駐車場出口

据置型ガードレール移設イメージ



据置型ガードレール写真（１）



据置型ガードレール写真（２）



据置型ガードレール写真（３）



１　来場者用バス

車両 乗車人数 備考

貸切バス

立ち乗り、補助席
乗車を含め、50
人以上を輸送で
きるもの。

8:30-14:00
【ＪＲ蘇我駅　⇔　千葉市蘇我スポーツ公園】を15分程度
の間隔で巡回させる。

13:45会場発を巡回最終
便とする。

２　市動員職員等バス

車両 乗車人数 備考

7:00 千葉市役所乗降場所（下記参照）着

7:30
市職員が乗車。
千葉市役所　→　蘇我スポーツ公園へ移動

7:50 千葉市蘇我スポーツ公園に到着

8:00 千葉市役所乗降場所（下記参照）着

8:30
市職員が乗車。
千葉市役所　→　蘇我スポーツ公園へ移動

8:50 千葉市蘇我スポーツ公園に到着

12:50 千葉市蘇我スポーツ公園で待機

13:20
市職員が乗車。
千葉市蘇我スポーツ公園　→千葉市役所　へ移動

13:40 千葉市役所乗降場所（下記参照）着

13:30 千葉市蘇我スポーツ公園で待機

14:00
市職員が乗車。
千葉市蘇我スポーツ公園　→千葉市役所　へ移動

14:20 千葉市役所乗降場所（下記参照）着

第43回九都県市合同防災訓練千葉市会場における送迎バス仕様

行　　程（予定）

貸切バス
150名程度

※立ち乗り、補助
席乗車可能

マイクロバ
ス

×１台

30名程度
※乗車人員のす
べてが着座でき

ること

行　　程

マイクロバ
ス

×１台

30名程度
※乗車人員のす
べてが着座でき

ること

貸切バス 150名程度

左記の行程以外は、来
場者用バスの運行を兼
ねることも可能

資料５

新庁舎整備区域

千葉市役所乗降場所

乗降場所


