平成２９年１２月４日
総 務 局 危 機 管理 課
電話 ２４５－５６４９
内線 ２５０８
（内閣官房・千葉県・千葉市同時発表）

平成２９年度千葉県国民保護共同実動訓練を実施します
千葉市では、テロ等の災害が発生した場合に備え、避難、救助活動等における実践力向上や関係機関と
の連携の強化を図るとともに、国民保護に関する市民の理解促進を図るため、内閣官房及び千葉県との
共催で国民保護共同実動訓練を実施しますので、お知らせします。
１ 実施日時
平成３０年１月２４日（水）１０:００～１３:３０
２ 実施場所
（１）テロ対策

： 幕張メッセ
ワールドビジネスガーデン
（２）医療救護
： 千葉県救急医療センター
千葉大学医学部付属病院
（３）避難所設置・運営 ： 幕張コミュニティセンター
（４）合同対策協議会
： 千葉県総合教育センター

（千葉市美浜区）
（千葉市美浜区）
（千葉市美浜区）
（千葉市中央区）
（千葉市花見川区）
（千葉市美浜区）

３ 訓練想定
幕張メッセ幕張イベントホール内において化学剤（サリン）が散布され、多数の死傷者が発生する。
その後、ＪＲ千葉駅及び幕張メッセ近傍に爆破予告がなされ、ワールドビジネスガーデンで不審物
（爆発物）が発見される。
４ 訓練内容
（１）初動対処訓練（救出、除染、応急救護、被災者搬送、現地調整所運営、爆発物処理）
（２）避難誘導訓練
（３）医療機関における訓練（被災者受入、医療救護等）
（４）救援訓練（避難所運営）
（５）合同対策協議会運営訓練
５ 参加機関
内閣官房、千葉県、千葉市、千葉県警察本部、千葉市消防局、自衛隊、医療機関、指定行政機関、
指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関 等
【約５０機関、約１，０００名予定（被災者役含む）】
６ その他
（１）当日、気象警報や災害の発生などにより訓練を中止する場合は、午前７時に千葉県防災ポータルサ
イト http://www.bousai.pref.chiba.lg.jp/portal/及び千葉市防災ポータルサイト http://portal.bosai.city.chiba.lg.jp/ に
てお知らせします。
（２）本訓練の取材申込みの受付は千葉県が担当します。取材を希望する場合は、別紙の取材申込書に記
入の上、平成２９年１２月２２日（金）までに千葉県にファックスにてお申し込み下さい。
（ＦＡＸ番号 ０４３－２２２－１１２７）
なお、報道機関の方々を対象とした訓練取材者等バスを運行し、ご案内します。
（３）幕張メッセ及びワールドビジネスガーデンについては、指定されたエリアに限り、一般の参観も可
能です。（参観に際しては、公共交通機関を御利用願います。）
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参考
１ 主な訓練内容
会 場
①幕張メッセ

名

称

初動対処訓練

（千葉市美浜区）

内

容

・施設管理者等による初動措置

時間（予定）

10:00～13:30

・被災者の避難誘導、救出・救助
・警戒区域等設定
・周辺広報、交通規制等
除染、応急救護訓練 ・除染前トリアージ

10:20～13:30

・除染処置
・搬送前トリアージ
・救護措置
被災者搬送訓練

・救急車搬送

10:40～13:30

・ヘリコプター搬送
・事態認定下におけるバス搬送
現地調整所運営訓練 ・関係機関の活動調整を行う現地調整所を

10:30～13:30

設置
②ワールド
初動対処訓練
ビジネスガーデン
（千葉市美浜区）

・避難

11:00～13:30

・爆発物処理
・周辺広報
・交通規制等

③医療機関

被災者搬送訓練

・バス搬送

11:10～13:30

被災者受入訓練

・被災者（化学剤曝露者）の受入準備

11:00～13:30

・千葉県救急医療
センター(千葉市美浜区 )

・被災者（化学剤曝露者）の収容
医療救護訓練

・千葉大学医学部 遺族等支援訓練

・被災者への医療処置
・死亡した被災者の遺族等の対応

11:30～13:30

④幕張コミュニテ 救援訓練

・避難所の供与

11:00～13:30

ィセンター（千葉

・多言語支援コーナーの設置

市花見川区）

・安否情報収集

附属病院(千葉市中央区 ） （千葉県救急医療センターのみ）

・被災者の心身への配慮
・給食
⑤千葉県総合

合同対策協議会運営 ・国、県、市及び関係機関で今後の対応課

教育センター

訓練

題等について協議・情報共有を行う

（千葉市美浜区）
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13:20～13:30

２ 参加機関・参加人数
（１） 参加機関（順不同）
○主 催

： 内閣官房、千葉県、千葉市

○指定行政機関

： 内閣府、警察庁、消防庁、厚生労働省、国土交通省、防衛省

○指定地方行政機関 ： 関東管区警察局
○指定公共機関

： 日本赤十字社（千葉県支部）

○指定地方公共機関 ： 一般社団法人千葉県バス協会
○警 察

： 千葉県警察

○消 防

： 千葉市消防局

○自衛隊

： 陸上自衛隊東部方面隊（第１師団基幹）、高射学校、第１空挺団
海上自衛隊横須賀地方隊、航空自衛隊中部航空方面隊
自衛隊千葉地方協力本部

○海上保安庁

： 海上保安庁第三管区海上保安本部

○医療機関

： 千葉県救急医療センター、千葉大学医学部附属病院、国保直営総合病院君
津中央病院(千葉県ドクターヘリコプター)、国立病院機構千葉医療センター、
千葉市立海浜病院、千葉市立青葉病院、千葉県精神科医療センター、船橋市立
医療センター、順天堂大学医学部附属浦安病院、東京ベイ・浦安市川医療センター
国保松戸市立病院、成田赤十字病院、日本医科大学千葉北総病院、千葉県循環器
病センター、独立行政法人労働者安全機構千葉労災病院、東京慈恵会医科大学
附属柏病院、東京女子医科大学附属八千代医療センター、総合病院国保旭中央
病院、東千葉メディカルセンター、社会福祉法人太陽会安房地域医療センター、
医療法人鉄蕉会亀田総合病院

○その他関係機関等 ： 公益財団法人日本中毒情報センター、株式会社幕張メッセ、三井不動産
株式会社（ワールドビジネスガーデンビル管理事業者）、千葉県消防学校、千葉
県鶴舞看護専門学校、千葉科学大学、帝京平成大学、国際医療福祉専門学校
公益財団法人千葉市国際交流協会
（２）参加人数
約１，０００名予定（被災者役含む）
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３ 訓練取材について
（１）訓練取材者等バスに乗車しての取材
①行程（予定）
10:00～10:40

初動対処訓練等（救出・救助等）（幕張メッセイベントホール）

10:40～10:45

【徒歩移動】

10:45～11:10

初動対処訓練等（除染・応急救護等）（幕張メッセ屋外展示場）

11:10～11:20

【バス移動】

11:20～11:35

初動対処訓練等（爆発物処理等）（ワールドビジネスガーデン）

11:35～11:50

【バス移動】

11:50～12:05

救援訓練等（避難所運営等）（幕張コミュニティセンター）

12:05～12:20

【バス移動】

12:20～12:35

被災者受入訓練等（医療救護等）（千葉県救急医療センター）

12:35～12:50

【バス移動】

13:20～13:30

合同対策協議会運営訓練（千葉県総合教育センター）
ぶら下がり取材後、海浜幕張駅経由幕張メッセまで乗車可

②その他
・ 事前申込みが必要です。（別紙）
・ 訓練当日は、幕張メッセ幕張イベントホール２階メインエントランスにて受付をお願いします。
・ 訓練中の訓練参加者への取材はご遠慮いただくようお願いします。
・ 訓練中は各社腕章の着用をお願いします。
・ 途中下車は可能です。

こちらで受付をお願いします
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（２）訓練取材者等バス乗車以外の取材
①各訓練会場における取材
訓練会場

取材可能時間帯

幕張メッセ

10:00～13:30

車で来場の場合は事前登録。

ワールドビジネスガーデン

11:00～12:00

取材は指定エリアに限ります。

千葉県救急医療センター

11:25～13:30

千葉大学医学部附属病院

幕張コミュニティセンター

千葉県総合教育センター

11:30～13:30
11:30～13:30
13:00～14:00

備考

駐車場所はありません。取材は
指定エリアに限ります。
車で来場の場合は事前登録。
取材は指定エリアに限ります。
駐車場所はありません。取材は
指定エリアに限ります。
駐車場所はありません。取材は
指定エリアに限ります。

②その他
・ 事前申込みが必要です。（別紙）
・ 指定の時間帯・指定のエリア以外の取材は御遠慮ください。
・ 合同対策協議会終了後、千葉県総合教育センターにてぶらさがり取材を予定しています。
・ 個別の案内はできません。

４ 過去の訓練実施
実動訓練１回、図上訓練４回
○ 平成１９年度国民保護実動訓練
〈想 定〉千葉市内鉄道駅等における連続爆破事案、
不審な貨物船の化学剤散布
○ 平成２５年度国民保護図上訓練
〈想 定〉県国際水泳場における爆破事案
○ 平成２６年度国民保護図上訓練

国民保護実動訓練の様子（平成１９年）

〈想 定〉仮想の国際会議場における爆破事案
○ 平成２７年度国民保護図上訓練
〈想 定〉市川市にある会議場における化学剤散布事案、
複合商業施設で不審物発見
○ 平成２９年度国民保護図上訓練
〈想 定〉幕張メッセにおける化学剤散布事案

国民保護図上訓練の様子（平成２９年）
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