
令和元年度那覇市総合防災訓練 
実施計画 
（概要） 

 

那覇市総務部防災危機管理課 

資料１ 



１ 目 的 
   この訓練は、災害対策基本法48条、内閣府防災基本計画、沖縄県地域防災計画及び那

覇市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、防災関係機関及び地域住
民の参加のもと、災害発生時における連携や対応状況を検証するとともに、広く市民の防災
意識の高揚を図ることを目的とする。 

１-１ 令和元年度那覇市総合防災訓練の概要 

２ 訓練実施日時 
（１） 実働訓練 ：令和元年10月26日（土） 
  ア 救出救助訓練     13時30分から15時00分 
  イ 避難所運営訓練     10時00分から12時00分 
  ウ 遺体安置所設置運営訓練 13時30分から15時00分 
  エ 展示・体験ブース     11時00分から14時00分 
（２） 図上訓練：令和2年1月13日から1月24日の期間1日を調整中 

３ 訓練実施場所 
（１） 実働訓練    
      ア 救出救助訓練：那覇市役所本庁舎、沖縄県庁、沖縄県議会棟 
               開南小学校、開南こども園 
      イ 避難所運営訓練：なは市民協働プラザ 
  ウ 遺体安置所設置運営訓練：開南小学校体育館 
  エ 展示・体験ブース：パレット久茂地前広場、県民広場 
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４ 被害の想定（概要） 
■ 令和元年10月26日、午前10時頃、沖縄本島南東沖地震三連動（約100㎞）を震源とする
強い地震が発生し、那覇市において最大震度６強を観測。 
■ 10時05分、沖縄気象台から沖縄本島全域に「大津波警報」が発令。10時20分頃から、沖
縄本島東海岸、離島に３～５ｍの第一波が襲来。 

■ 被害状況の情報収集にあたったところ、沖縄本島南部を中心に甚大な被害が生じ、那覇
市においても都市部をはじめ市内全域で建物の倒壊や火災の発生、瓦礫の下敷き等による
負傷者が多数発生している状況。 

■ 那覇空港、那覇港、本部港等の重要拠点が津波により被災。沿岸部の主要道路（国道
58号線）が浸水するとともに、土砂災害による通行不能箇所もある模様。 

１-２ 令和元年度那覇市総合防災訓練の概要 

５ 訓練参加機関及び団体 
（１）消防機関 
  ①那覇市消防局 ②那覇市消防団 
 
（２）警察機関 
  ①沖縄県警察本部 ②那覇警察署 
 
（３）指定地方行政機関 
  ①内閣府沖縄総合事務局 ②総務省沖縄総合通信事務所 ③沖縄気象台 
 
（４）自衛隊 
  ①陸上自衛隊第51普通科連隊 ②航空自衛隊南西航空方面隊 
  ③自衛隊沖縄地方協力本部 ２ 



１-３ 令和元年度那覇市総合防災訓練の概要 

（５）指定地方公共機関 
 ①日本赤十字社沖縄県支部 ②公益社団法人 沖縄県看護協会 ③沖縄電力株式会社  
 ④ＮＴＴ西日本沖縄支店 ⑤（株）ＮＴＴドコモ九州支社沖縄支店 ⑥一般社団法人 沖縄県高圧ガ 
 ス保安協会 
 

（６）公共的団体その他防災上重要な施設の管理者 
 ①地方独立法人 那覇市立病院 ②一般社団法人 那覇市医師会 ③社会福祉法人 那覇市社 
 会福祉協議会 ④公益社団法人沖縄県獣医師会 
 

（７）自主防災組織・自治会・まちづくり協議会 
 ①泉崎１丁目自治会自主防災会 ②泉崎２丁目自治会自主防災会 ③くもじ地域自主防災会 
 ④西松尾自治会 ⑤銘苅小学校区まちづくり協議会 
 

（８）協力企業・団体 
 ①一般社団法人沖縄県建設業協会那覇支部 ②株式会社 拓琉金属 ③那覇電気工事業協同 
 組合 ④那覇市女性防火クラブ ⑤日本ＣＡＴＶ技術協会 ⑥特定非営利活動法人日本防災士会 
 沖縄県支部 ⑥サンエー那覇メインプレイス ⑦（株）リウボウインダストリー ⑧株式会社沖縄 
 ポッカコーポレーション ⑨生活協同組合コープ沖縄 ⑩金秀商事株式会社 ⑪イオン琉球株式会 
 社 ⑫株式会社サンレー ⑬沖縄県愛玩動物協会 ⑭人も犬も猫も幸せ！な街つくり隊OKINAWA  
 ⑮バリアフリーネットワーク会議 ⑯那覇市赤十字奉仕団 ⑰那覇市医師会 那覇看護専門学校  
 ⑱一般社団法人 沖縄県ビルメンテナンス協会 ⑲那覇鋼材株式会社 ⑳沖縄県型枠工事業協同 
 組会 ㉑沖縄パナソニック特機株式会社 ㉒春々堂withやぶさち ㉓日本パーキング株式会社  
 ㉔ＮＰＯ法人沖縄モーターサイクル普及協会 ㉕株式会社よしもとエンタテインメント沖縄 ㉖株式 
 会社琉球人材派遣センター ㉗株式会社NTTデータ関西 ㉘株式会社NTTデータ九州 ㉙大同火災 
 海上保険株式会社 ㉚アースウイング株式会社 ㉛沖縄県災害救助犬協会 
 ㉜株式会社Spectee ㉝沖縄県柔道整復師連盟 那覇南部支部 
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１-４ 令和元年度那覇市総合防災訓練の概要 

６ 訓練の中止について 
（１） 県下に南海トラフ地震等に関する情報が発表された場合 
（２） 県下に大規模な地震が発生した場合 
（３） 県下に津波注意報及び津波警報、大津波警報が発表された場合 
（４） 市内に気象警報（大雨、洪水、暴風等)が発表された場合 
（５） 新型インフルエンザ、テロ・武力攻撃等の危機事案が発生し、又は発生するおそれが 
  あり、当該緊急事態に対処する必要がある場合。 
（６）  その他、訓練実施が困難と予想される事態が発生した場合 
     ※ なお、上記の中止基準に至らない状況でも、訓練実施に必要な事前の人員・車両等の 
   輸送状況等を踏まえ、訓練内容及び規模を一部縮小して実施する。 

７ 訓練中止の決定 
  各防災関係機関の意見を聴いた上で、総務部で協議し、訓練前日の１６時までに決定す 
 る。なお、訓練当日は災害等の発生状況により適宜判断する。また、実施の可否は、中止 
 の場合のみ連絡を行う（各参加機関に防災危機管理課より電話連絡する）。  
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①防災関係機関と連携した救援体制、 
  受援体制の整備 

２ 令和元年度那覇市総合防災訓練の重点項目 
②自主防災組織や消防団、地域住民との 
  協働による地域防災力の向上 

大規模災害時に各地で想定される被害状況や地理
的特性を踏まえ、各部局自らシナリオを検討し、防
災関係機関と連携した救出救助活動の実施及び他
府県からの受援体制を整備・検証する。 

自主防災組織や消防団、事業所、学校、病院などと
の協働による避難訓練、負傷者のトリアージ訓練、
避難所の開設運営訓練を地域で行い、「自助・共
助」による地域防災力の向上を図る。 

③ライフライン協定機関等との有機的な連携 ④ライフライン協定機関及び防災関係企業 
  による展示・防災体験を実施 実動訓練・図上訓練において、ライフライン協定団

体と市関係部局との連携により、道路啓開等の応急
復旧を行う場所や施設等の決定プロセスを確認す
る。また、展示的な要素とあわせて、避難所や医療
機関等への支援訓練を検討する。※那覇市地域防
災計画「災害対策本部の所掌事務」による各部局の
意識付け 

大規模災害発生時における防災・減災を目的に、ライフ

ライン協定機関及び防災関係企業による展示・防災体
験を通じて、市民及び観光客等へ日頃の備えの重要性
を認識してもらい、防災意識の高揚及び普及啓発を図
る。 

消防、自衛隊による現場調整本部 

ライフラインの応急復旧など 

警察による救出救助訓練 避難所運営訓練の様子 協定企業による避難困難者移送訓練 

自衛隊による展示ブース 日本赤十字社による体験ブース レッカー車による車両移動 
５ 



３ 被害想定イメージ（沖縄本島南東沖地震3連動） 

沖縄本島南東沖地震 

沖縄本島東方沖地震 

八重山諸島南東沖地震 

主な被害想定のポイント 

発生日時 令和元年10月26日 10時00分頃 

地震規模 マグニチュード(Ｍ)9.0 

震源地 沖縄本島南東沖100km（震源の深さ2キロ） 

震度分布 市内で最大震度6強の揺れを観測 

 

主な被害 
・本島東海岸、離島に3～5mの大津波到達  
・沿岸部の主要道路が浸水、土砂崩れ箇所あり  
・那覇空港、那覇港、中城港は当面使用不可。  
・広範囲の通信障害や停電が発生。 
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４-１ 実動訓練の実施概要 

時間 場所 区分 主な訓練項目 実施機関・部局 

10：00～12：00 なは市民協働プラザ 被災者支援 避難所設置運営訓練 
福祉避難所情報伝達訓練 
ペット避難所設置運営訓練 
避難所テレビ電波・電源供給訓
練 
炊き出し訓練 

市教育委員会、健康部、福祉政策課、
沖縄県看護協会、日本ＣＡＴＶ技術協
会、那覇市社会福祉協議会、沖縄県
獣医師会、人も犬も猫も幸せ!な街つく
り隊OKINAWA、バリアフリーネット
ワーク会議、沖縄県愛玩動物協会、
春々堂withやぶさち、銘苅小学校区ま
ちづくり協議会、沖縄県柔道整復師連
盟 那覇南部支部 

11：00～14：00 パレット久茂地前広場 
県民広場 

展示・体験 
舞台演出 

煙体験、風速体験、お天気教室、
心肺蘇生法、パネル展示、炊き
出し 

那覇市消防団、那覇警察署、沖縄総
合事務局、沖縄総合通信事務所、沖
縄気象台、陸上自衛隊第51普通科連
隊、自衛隊沖縄地方協力本部、日本
赤十字社沖縄県支部、ＮＴＴ西日本沖
縄支店、ＮＴＴドコモ九州支社沖縄支
店、沖縄電力、沖縄県高圧ガス保安
協会、那覇市女性防火クラブ、日本防
災士会沖縄県支部、サンエー那覇メイ
ンプレイス、リウボウインダストリー、
沖縄ポッカコーポレーション、コープお
きなわ、金秀商事、イオン琉球、那覇
市赤十字奉仕団、大同火災海上保険、
アースウィング、沖縄県災害救助犬協
会、よしもとエンタテインメント沖縄、
Spectee 
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４-２ 実動訓練の実施概要 

時間 場所 区分 主な訓練項目 実施機関・部局 

13：30～15：00 市道泉崎7号 道路啓開 道路啓開訓練 都市みらい部、沖縄県建設業協会那
覇支部、拓琉金属 

13：30～15：00 本庁舎 
県議会棟 

救出救助 情報収集・伝達訓練 
合同指揮所設置運営訓練 
車両事故救助訓練 
倒壊家屋救助訓練 
座屈建物検索救助訓練 
遠距離中継送水火災対応訓練 
応急救護所設置運営訓練 

那覇市消防局、那覇市消防団、沖縄
県警察本部、那覇警察署、陸上自衛
隊第51普通科連隊、航空自衛隊南西
航空方面隊、沖縄総合事務局、日本
赤十字社沖縄県支部、那覇市医師
会、那覇市立病院、那覇電気工事業
協同組合、那覇看護専門学校、泉崎
１丁目自治会自主防災会、泉崎２丁
目自治会自主防災会、くもじ地域自主
防災会、西松尾自治会、 

13：30～15：00 開南小学校体育館 被災者支援 遺体安置所設置運営訓練 環境部、企画財務部、市民文化部、
沖縄県警察本部、那覇警察署、サン
レー、沖縄県ビルメンテナンス協会 
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沖縄県議会棟 

那覇市役所本庁舎 

沖縄県庁舎 

パレット久茂地 

沖縄県警察本部 

開南小学校 

開南小学校 
体育館 

県民広場 

遺体安置所設置運営訓練（初） 
大規模災害時に多数の遺体が発見された場合の、遺体の保管管理や 
火葬等の手続き業務について訓練を実施する。 

防災関係機関、ライフライン協定機関等による展示・体験ブース 
防災資機材・パネルの展示・応急手当体験コーナーなどをとおし

て、市民及び観光客等の防災意識の普及啓発を図る。 
 道路啓開訓練（初） 

防災関係機関及びライフライン協定機関の協力のもと、道路啓開
活動を実施し、緊急輸送道路の確保を行う。 

座屈建物検索救助・はしご車救出救助訓練 
消防機関により、座屈した建物から逃げ遅れた要救助者の救出救

助を行う。 

 

倒壊家屋等救出救助訓練 
防災関係機関と連携し、倒壊した建物から逃げ遅れた要救助者の

救出救助を行う。 

 訓練車両集結場所 

本部テント 開南 
こども園 

一般観覧 

一般観覧 

一般観覧 

応急救護所設置運営訓練 
 防災関係機関及び医療機関と連携し、多数傷病者へのトリアージ
や応急手当を実施する。 

凡例 

  訓練エリア 

  道路啓開 

  展示・体験 

  本部テント 

  一般観覧 

  消防警備 

５ 実動訓練会場全体図 

９ 

※１０時００分～１６時００分交通規制 


