
令和４年度沖縄県総合防災訓練

（緊急消防援助隊九州ブロック合同訓練との合同開催）
部隊運用・医療訓練実施計画概要部隊運用・医療訓練実施計画概要

令和４年11月 【主催】 沖縄県



１沖縄県総合防災訓練部隊運用・医療訓練の概要
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(1) 目 的
災害対策基本法48条及び沖縄県地域防災計画に基づき、大規模地震及び津波発生を想定し、防災訓練を通

じて、災害時における各防災関係機関の適切な役割分担と相互に連携協力した実効性ある対応方策を確認す
るとともに、災害発生に備え、平時からの防災関係機関等相互の連携強化を図ることを目的とする。
なお、より実践的、効果的な訓練を実施するため、物資輸送訓練、遺体収容施設運営訓練、避難所設置・

運営訓練は、災害時に実際に使用する施設にて、別日程で実施することとし、本訓練は救出・救助等に焦点
をあてた訓練とする。

(2) 日時、場所
日時：11月27日（日）９:00～13:00
場所：中城湾港マリンタウン地区

(3) 主催 沖縄県
※緊急消防援助隊九州ブロック合同訓練（総務省消防庁、緊急消防援助隊九州ブロック合同訓練沖縄県実行委員会）との合同開催

(4) 参加団体
県、警察、消防、自衛隊、医療機関、県内指定(地方)行政機関・公共機関、防災関係機関など



２緊急消防援助隊九州ブロック合同訓練について
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平成7 年に発生した阪神淡路大震災を教訓として創設されたもので、災害が発生した際に、全国各地の
消防隊が都道府県の垣根を越えて被災地で応援活動を行う制度。

消防庁長官からの出動の指示または求めにより、各都道府県であらかじめ登録している消防隊が「緊急
消防援助隊都道府県大隊」を編成して迅速に被災地へ向かい、消火、救助、救急などの消防応援活動を実
施するもの。

(1) 緊急消防援助隊とは

(２) 緊急消防援助隊九州ブロック合同訓練とは
緊急消防援助隊基本計画において、全国を６つに分割した各地域ブロックで毎年合同訓練を実施（主

催：消防庁・開催県）することとされ、九州ブロックでも各県持ち回りで毎年実施しており、令和３年度
に８年ぶりに沖縄県での開催を予定していたものの、新型コロナウイルス感染状況を踏まえ、令和４年度
に延期となった。

訓練では大規模災害の発生を想定し、被害情報の収集や九州各県の緊急消防援助隊への要請などの一連
の流れの確認や、実働部隊の進出訓練、救出訓練、野営・給食訓練などを、11月26日、27日の２日間にか
けて実施するもので、うち27日を沖縄県総合防災訓練との合同訓練と位置づけ、県内消防のほか、県内防
災関係機関と連携して訓練を実施する。



３沖縄県総合防災訓練と緊急消防援助隊九州ブロック合同訓練との相関

【 消防が関わる訓練】

<県内消防・九州消防>
・火災消火訓練
・資機材の引継ぎ訓練
・部隊進出訓練
・野営・給食訓練

<消防・自衛隊・警察・海保・医療等>
・孤立者救出訓練
・火災消火訓練
・救出・救助訓練
・救護所設置運用訓練
・ＤＭＡＴ派遣
・傷病者選別訓練
・急患搬送訓練 等 津波避難、避難所設置運営訓練

＜一般、要支援配慮者、観光客＞
（日程、会場等は調整中）

物資輸送訓練
（ R５.１.20沖縄市アリーナ）

偵察・先遣隊、映像等
通信訓練※１

電力復旧訓練※２

ガス復旧訓練※２ 通信復旧訓練※２
道路啓開訓練※１

遺体収容施設

設置・運営訓練

（7.29沖縄市武道館）
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緊援隊訓練

総合防災訓練

部隊運用・医療訓練（11.27 マリンタウン地区）

※１は、消防と間接的に関わる訓練 ※２は、同一会場で実施する関連した訓練



令和４年11月26日（土）９時00分頃、沖縄県与那原町東浜を震源とするマ
グニチュード6.5の地震が発生し、与那原町、西原町及び南風原町では震
度６強、南城市、中城村では震度６弱を観測した。

さらに同日９時20分には、先の地震と連動して沖縄本島南東約150Km沖
を震源としたマグニチュード8.0の地震が発生、この地震により９時23分に
は沖縄県沿岸全域に大津波警報が発表され、９時50分に沖縄本島南部沿
岸部に到達した津波により、各地で被害が発生した模様である。

この２つの地震及び津波により、特に与那原町、西原町及び南風原町で
は人的・物的被害が甚大となり、一部地域では火災も発生している。なお、
被害の全容は把握されておらず、更に人的・物的被害が拡大している模様
である。

４訓練基本想定

沖縄県地震被害想定調査（H25）で想定する「沖縄本島南東沖地震３連動」を基に
した以下の内容とする。
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５-１訓練内容・項目
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(2) 情報収集ドローン、航空機、公共ＢＢ、ＰＳ-ＬＴＥによる情報収集、映像伝送訓練
① 活動内容

地震及び津波の襲来による道路の途絶などで孤立した地域の被災状況を、各機関のドローン、航空機により情報収集活動を実施。
また、地上においても公共ＢＢやPS-LTEで活動状況を撮影し、映像を沖縄県庁及び訓練会場モニターへ伝送する。

② 実施機関
消防、航空自衛隊南西航空方面隊、陸上自衛隊第１５旅団、 海上自衛隊第５航空群、第十一管区海上保安本部、
沖縄総合事務局、沖縄総合通信事務所、沖縄県

③ 時間目安
ドローン 9：02～9：15 航空機9：20～11：30 公共ＢＢ10：50～11：05 PS-LTE9：02～11：50

(3) 道路啓開訓練
① 活動内容

地震及び津波により孤立した地域への進出路において、障害物の排除などの啓開活動を実施。
② 実施機関

沖縄県金属資源工業会、（一社）沖縄県建設業協会、 （一社）日本自動車連盟沖縄支部
③ 時間目安

9：10～9：20

(1) 確認標章交付訓練
① 活動内容

緊急通行車両の被災地への迅速な進出のため、一般車両の交通を規制し、災害対応に係る車両に対し、標章の交付を行う。
② 実施機関

沖縄県警察
③ 時間目安

9：01～9：10



５-２訓練内容・項目
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(5) 救出・救助訓練
① 活動内容

被災地域内の各活動エリアにおいて、要救助者の捜索活動、救出・救助活動、救急医療活動を実施する。
なお、救出・救助した傷病者は応急救護所へ搬送し、トリアージ等を実施後、仮想病院または会場内ＳＣＵへの搬送を実

施する。
②実施機関

県内消防、緊急消防援助隊、沖縄県警察、陸上自衛隊第１５旅団、航空自衛隊南西航空方面隊、第十一管区海上保安本部、
DMAT、海上自衛隊沖縄基地隊
③ 時間目安

9：30～11：50

※ 九州からの消防応援部隊と県内消防及び関係機関と連携し実施するもので、合同調整所にて、どの部隊がど
の場所で活動を行うかなど、実践に即したブラインド方式にて各機関が協議して決定、実施する。

(4) 先遣隊情報収集訓練
① 活動内容

道路啓開活動により障害物が排除された被災地へ二輪車により先遣的に進出し、被害状況などの情報の収集を実施。
② 実施機関

消防、沖縄県警察、陸上自衛隊第１５旅団
③ 時間目安

9：20～9：28



５-３訓練内容・項目
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(8) ＳＣＵ運営訓練
① 活動内容

搬送されてくる傷病者、避難民をトリアージ、診療し必要に応じ安定化処置を行う。
② 実施機関

ＤＭＡＴ
③ 時間目安

9：00～11：50

(7) 傷病者の航空搬送訓練
①活動内容

被災地に設置したＳＣＵから、自衛隊那覇駐屯地内のＳＣＵへ航空機により傷病者の搬送訓練を実施する。
② 実施機関

陸上自衛隊第１５旅団、航空自衛隊南西航空方面隊、浦添総合病院（ドクターへり）
③ 時間目安

9：30～10：45

(6) 捜索救助犬運用訓練
① 活動内容

地震及び津波により崩壊した建物内や埋没した乗用車内などで、目視による被災者の捜索が困難な箇所において、捜索救
助犬により被災者の捜索を行う。
② 実施機関

航空自衛隊南西航空方面隊
③ 時間目安

10：30～11：00



５-４訓練内容・項目
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(９) 災害対策用移動通信機器の貸出訓練
① 活動内容

貸出機器の貸出要請をうけて被災地へ貸出（被災地へ搬入）
② 貸出フロー

沖縄県から沖縄総合通信事務所へ貸出要請（口頭）
沖縄総合通信事務所から、沖縄県へ貸出（被災地へ搬入）

③ 実施機関
沖縄総合通信事務所、沖縄県



６-１訓練全体及び搬送者流れイメージ（中城湾港マリンタウン地区）
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展示ス
ペース

救出救助訓練
エリアB地区

消防ヘリフォワードベース

テントエリア

救出救助訓練
エリアA地区

⑵

会場内ＳＣＵ

⑶

⑷

ヘリポート
18-4551

DANGER

那覇駐屯地へ

⑴

仮想病院

応急救護所

航空偵察、情報収集
【空自、海自／固定翼機】

吊り上げ救助【海保】

※搬送者の流れは、次スライドの括弧書きの数字とあわせてご覧ください

傷病者搬送
【陸自、空自、ドクヘリ】

情報収集・映像伝送
【沖総局、緊援隊】

吊り上げ救助【緊援隊】

ＰＳ-LTE、公共ＢＢによる映像伝送【海保】
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６-２搬送者流れイメージ（那覇駐屯地）

仮想病院

ＳＣＵ

⑸

18-4551

DANGER

(1)救出救助訓練エリアＡ、Ｂ地区から、 救助
した傷病者をそれぞれの地区内の応急救護所
へ徒歩で搬送

(2)応急救護所から仮想病院へ救急車で搬送
（終了）

(3)応急救護所から会場内ＳＣＵへ救急車で搬送
※自衛隊基地内へ搬送する傷病者は、会場内ＳＣＵに別途待

機する傷病者

(4)会場内ＳＣＵからヘリポートへ移動後、自
衛隊那覇駐屯地内のＳＣＵへ航空搬送

(5)那覇駐屯地到着後、ＳＣＵへ搬送し、トリ
アージ、診療に基づく安定化処置等を実施、
仮想病院へ搬送
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土砂埋没家屋

訓練本部テント 来賓・関係者テント

土砂多重

座屈倒壊

市街地火災

展示スペース

①

②

堆積瓦礫

橋梁倒壊

トンネル崩壊

Ａ地区応急救護所

７メイン会場訓練イメージ

土砂撤去 【沖縄県建設業協会】

被災車両の撤去
【日本自動車連盟（JAF）】

ドローン情報収集 【緊援隊、陸自、空自】

被災車両の撤去
【金属資源工業会】

④ 捜索救助犬による捜索 【空自】

緊急車両への証票交付 【県警】

先遣隊情報収集（バイク）
【消防、県警、陸自】

Ａ地区 Ｂ地区

①橋梁倒壊、②トンネンル崩壊、③市街地火
災、④座屈倒壊、⑤土砂埋没家屋、⑥土砂
多重、⑦堆積瓦礫の訓練サイトにおいて各機
関が連携した救出・救助、搬送等
【緊援隊、県内応援消防、陸自、空自、県警、
ＤＭＡＴ】

Ｂ地区応急救護所

PS-LTE による映像伝送訓練
【沖総通、沖総局、県、海保、陸自】

③ ※見学ゾーン（斜線箇所）
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８映像伝送イメージ

県合同庁舎／各市町村／消防

ビデオ
サーバ

庁内共聴

沖縄県庁

ＳＷ

映像配信
PC向け

会
場
訓
練
状
況

衛星系

沖総局

ヘリテレ

海保他 沖縄県総合行政
情報通信ネットワーク

会場（マリンタウン地区）

ドローン

モニターで放映

映像共有システム

LASCOM回線

ヘリPS-LTE
公共ＢＢ
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９タイムテーブル
Ⅰ中城湾港マリンタウン地区

9:00 13:00

1 証票交付訓練（緊急通行車両標章の交付）  ・沖縄県警察 9:01 9:10

3 ドローン運用訓練（被害情報の収集）  ・緊援隊、陸自、空自、海保 9:02 9:15

4 道路啓開訓練（がれき、被災車両の撤去）  ・県金属資源工業会、　県建設業協会、ＪＡＦ 9:10 9:20

5 陸上偵察訓練（被害情報の収集）  ・那覇市消防局、県警、陸自 9:20 9:28

6 ヘリテレによる映像伝送訓練  ・沖総局、緊援隊 9:20 11:30

9 固定翼機による偵察・情報収集  ・海自（Ｐ-３Ｃ）、空自（U-125A） 9:40 11:15

11 振り返り  ・県内応援消防 12:00 12:20

12 閉会式  ・全機関 12:30 13:00

Ⅱ自衛隊那覇駐屯地

1 広域搬送拠点臨時医療施設（ＳＣＵ）の運営  ・DMAT、陸自、消防 9:00 11:50

2 ＰＳ－ＬＴＥによる映像伝送訓練  ・陸自 9:45 11:50

11:30
20 2020

11:00
40 50 40 50 10

12:0010:30
10 20 40 50 10

11:50

№ 訓練項目 関係機関（敬称略） 開始
10

9:30 10:00

№ 訓練項目 関係機関（敬称略）
40

10:00
50

11:00 11:30 12:00
40

12:30開始
10 20 2020

9:30

9:01

10
終了

50 10 20

11:50

10:30

50

11:00

11:35

12:30
40

終了

8 ヘリによる傷病者の搬送訓練  ・陸自（UH-60JA、ＣH-47JA）、空自（UH-60J）、ドクヘリ 9:30

ヘリによる吊り上げ救助訓練

10

10  ・海保（ＡＷ139）、緊援隊（熊本、鹿児島） 11:05

40

7 部隊運用・医療訓練（救出・救助、搬送、医療）
 ・県内応援消防、緊急消防援助隊、県警、陸自、空
　 自、 海自（沖縄基地隊）、ＤＭＡＴ

9:30

5040 50

2 ＰＳ－ＬＴＥ、公共ＢＢによる映像伝送訓練  ・沖総通、沖総局、県、海保、陸自

沖総局9:20～10:15 緊援隊10:25～11:30

海自9:40～9:50 空自11:05～11:15

陸自CH9:30～9:45 ※時間は、会場での所要時間を示しており、離陸
後は、那覇駐屯地へ搬送

ドクヘリ10:30～10:45

陸自UH9:50～10:05

空自UH10:10～10:25

鹿児島11:25～11:35熊本11:10～11:20

沖総通、沖総局、県、陸自

海保10:50～11:05

空自捜索救助犬運用訓練10:30～11:00

※設営時間含む

海保10:50～11:05



主 催 ： 沖縄県、中部圏域市町村

※緊急消防援助隊九州ブロック合同訓練と合同開催。
（主催：総務省消防庁、令和４年度緊急消防援助隊九州ブロック合同訓練事務局）

10 全訓練実施予定日等

訓練項目 実施予定日 場所

１部隊運用・医療訓練 R4.11.27（日） 中城湾港マリンタウン地区

２インフラ復旧訓練 道路啓開訓練：R4.11.27（日）
電力・ガス、通信復旧訓練：調整中

道路啓開訓練：中城湾港マリンタウン地区
電力・ガス、通信復旧訓練：調整中

３避難・避難所設置運営訓練 各市町村ごと 各市町村

４物資輸送訓練 R５.１.20（金） 沖縄市アリーナ

５遺体収容所設置・運営訓練 R４.７.29（金） 沖縄市武道館
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主 催 ： 沖縄県

部隊運用・医療訓練、インフラ復旧（道路啓開）訓練を除く訓練

部隊運用・医療訓練、インフラ復旧（道路啓開）訓練


