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第２８回八都県市合同防災訓練（中央会場）「平成１９年度 
さいたま市総合防災訓練」の実施について 

 
 本年の総合防災訓練は、本市が政令指定都市となり、八都県市の仲間入りをしてか

ら初めて、合同防災訓練の幹事市を担当し、八都県市合同防災訓練の中央会場として

の位置付けで、例年の総合防災訓練を大幅に上回る規模で実施します。 
 
○第２８回八都県市合同防災訓練・中央会場（さいたま市総合防災訓練） 

１ 目 的 

大規模な地震の発生時における初期対応を検証し、自主防災組織や事業所等の

地域防災力の強化とともに、八都県市をはじめ国、防災関係機関との連携と広域

応援体制の充実及び防災意識の高揚と災害対応力の向上を図ることとしていま

す。 

 

２ 日 時 

   平成１９年９月１日（土） 午前１１時００分から午後１時４５分まで 

   （避難場所夜間運営訓練は、８月３１日（金）夕刻から翌朝まで） 

 

３ 場 所 

   主会場  県営秋ヶ瀬公園（さいたま市桜区 大字大久保領家他） 

   別会場① 三橋小学校（避難場所夜間運営訓練） 

   別会場② 大宮駅周辺、ほか 

 

４ 訓練内容 

 ア 予知対応型訓練 

・東海地震注意情報発表を想定し、情報収集・混乱防止対策等の訓練 

イ 発災対応型訓練 

・初動期における自主防災組織による災害応急対策訓練 

・防災関係機関相互の連携による災害応急対策訓練 

・国及び八都県市をはじめとした広域応援訓練 

・ 現地指揮本部運営訓練 
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ウ 避難場所夜間運営訓練 

・避難場所における避難場所運営委員会の活動訓練 

エ 帰宅困難者対策訓練 

・船舶を利用した、河川航路での帰宅困難者対策訓練 

 

（５）参加予定人員 

   ６,０００人 

・防災関係機関 ２，０００人（１００機関） 

   ・市民参加   ４，０００人 

 
さいたま市総合防災訓練参加機関（順不同）１００機関 
 

１ 内閣府 23 千葉市 

２ 国土交通省荒川下流河川事務所 24 松戸市 

３ 陸上自衛隊第１師団 25 立川市 

４ 陸上自衛隊第３２普通科連隊 26 福島市 

５ 
陸上自衛隊第１０１特殊武器防

護隊 
27 (社)浦和医師会 

６ 海上自衛隊横須賀地方総監部 28 (社)大宮医師会 

７ 航空自衛隊中部航空方面隊 29 (社)さいたま市与野医師会 

８ 航空自衛隊航空総隊 30 (社)岩槻医師会 

９ 航空自衛隊航空支援集団 31 日本赤十字社埼玉県支部 

10 第３管区海上保安本部 32 日本赤十字社神奈川県支部 

11 広域緊急援助隊（愛知県警察） 33 日本赤十字社群馬県支部 

12 埼玉県警察本部 34 埼玉県赤十字血液センター 

13 埼玉県浦和西警察署 35 神奈川県赤十字血液センター 

14 
埼玉県警察ＯＢ災害協力員浦和

支部 
36 埼玉安全赤十字奉仕団 

15 群馬県防災航空隊 37 埼玉県赤十字災害救援奉仕団 

16 埼玉県防災航空隊 38 さいたま赤十字病院 

17 埼玉県 39 深谷赤十字病院 

18 千葉県 40 前橋赤十字病院 

19 東京都 41 川口市立医療センター 

20 神奈川県 42 自治医科大学附属大宮医療センター 

21 横浜市 43 埼玉医科大学総合医療センター 

22 川崎市 44 獨協医科大学越谷病院 

45 千葉港湾事務所 73 (株)そごう大宮店 

46 (社)埼玉県トラック協会浦和支部 74 大宮西口共同ビル株式会社 
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47 (社)埼玉県トラック協会大宮支部 75 大宮 DOMショッピングセンター 

48 
(社)埼玉県トラック協会春日部支

部(岩槻ブロック) 
76 ＬＵＭＩＮＥ大宮店 

49 
赤帽首都圏軽自動車運送協同組合

埼玉県支部 
77 株式会社丸井大宮店 

50 日本通運(株)埼玉支店 78 株式会社ダイエー大宮店 

51 東京ガス(株)埼玉支店 79 
㈱ファミリーマート さいたま松本

店 

52 東日本電信電話(株)埼玉支店 80 山田食品産業㈱山田うどん田島店 

53 東京電力(株)さいたま支社 81 
㈱デニーズジャパン デニーズ西浦

和店 

54 さいたま市内郵便局 82 （株）村田鉱油 

55 (社)埼玉県ＬＰガス協会浦和支部 83 有限会社船宿三浦屋 

56 (社)埼玉県ＬＰガス協会大宮支部 84 ミナミ釣船 

57 (社)さいたま市建設業協会 85 国際興業株式会社 

58 さいたま市管工事業協同組合 86 株式会社エフエム浦和 

59 
さいたまアマチュア無線防災ネッ

トワーク 
87 ジェイコムさいたま 

60 
災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾊﾞｲｸﾈｯﾄﾜｰｸ関東埼玉

支部 
88 東京消防庁（緊急消防援助隊） 

61 (社)ジャパンケネルクラブ 89 横浜市安全管理局（緊急消防援助隊） 

62 さいたま市障害者協議会 90 川崎市消防局（緊急消防援助隊） 

63 さいたま市社会福祉協議会 91 千葉市消防局（緊急消防援助隊） 

64 埼玉県社会福祉協議会 92 さいたま市交通指導員 

65 
浦和明るい社会づくりの会 桜地

区 
93 さいたま市自治会連合会 

66 埼玉県立浦和工業高等学校 94 さいたま市自主防災組織連絡協議会 

67 神奈川災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾈｯﾄﾜｰｸ 95 さいたま市消防団 

68 
神奈川県災害救援ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ支援ｾﾝﾀ

ｰ・ｻﾎﾟｰﾄﾁｰﾑ 
96 さいたま市立三橋小学校 

69 災害救援ボランティア推進委員会 97 さいたま市少年消防団 

70 生活協同組合さいたまコープ 98 さいたま市水道局 

71 東日本旅客鉄道株式会社 大宮支

社 
99 さいたま市消防局 

72 大宮スカイビル 100 さいたま市 
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