
平成３０年度

国民保護に係る訓練の成果等について

内閣官房副長官補（事態対処・危機管理担当）付
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【年度ごとの訓練実施状況】

（延べ２１１都道府県）

国民保護法に基づき、関係機関の機能確認及び相互の連携強化を行うとともに、国民の保護のための措置
に対する国民の理解の促進を目的として、国、地方公共団体、その他関係機関及び地域住民が一体となった
共同の実動訓練及び図上訓練を実施。

【訓練実施回数】

（１） 都道府県別・国民保護共同訓練の実施状況 （平成３０年度末実績）

回数 都道府県

12回 福井県、徳島県

９回 富山県、愛媛県

７回 山形県、東京都

６回 岩手県、神奈川県、福岡県、宮崎県

５回
茨城県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、大阪府、
鳥取県、大分県

４回
青森県、福島県、埼玉県、新潟県、岐阜県、兵庫県、
佐賀県、長崎県、熊本県、鹿児島県、沖縄県

３回
北海道、秋田県、栃木県、千葉県、山梨県、長野県、
京都府、奈良県、岡山県、山口県、香川県

２回
宮城県、群馬県、石川県、和歌山県、島根県、広島県、
高知県
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１.平成３０年度 国民保護共同訓練の実施状況

※ 上記以外に、平成28年度以降、25都道県29市区町で29件の弾道ミサイルを想定した住民避難訓練を実施

（平成30年6月以降、当面見合わせ）


Sheet1

		年度		区分		都道府県数 スウ		計

		H17		実動		1		5

				図上		4

		H18		実動		3		11

				図上		8

		H19		実動		5		15

				図上		10

		H20		実動		4		18

				図上		14

		H21		実動		4		14

				図上		10

		H22		実動		3		10

				図上		7

		H23		実動		3		12

				図上		9

		H24		実動		6		11

				図上		5

		H25		実動		3		12

				図上		9

		H26		実動		4		13

				図上		9

		H27		実動		3		15

				図上		12

		H28		実動		4		22

				図上		18

		H29		実動		5		29

				図上		23

				実動・図上 ジツドウ ズジョウ		1

		H30		実動		9		24

				図上		12

				実動・図上 ジツドウ ズジョウ		3






Sheet1

		回数 カイスウ		都道府県

		12回		福井県、徳島県

		９回 カイ		富山県、愛媛県 トヤマケン エヒメ ケン

		７回		山形県、東京都 ヤマガタケン トウキョウト

		６回 カイ		岩手県、神奈川県、福岡県、宮崎県

		５回 カイ		茨城県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、大阪府、
鳥取県、大分県 イバラキケン シズオカケン アイチケン ミエケン シガケン オオサカフ トットリケン オオイタ ケン

		４回		青森県、福島県、埼玉県、新潟県、岐阜県、兵庫県、
佐賀県、長崎県、熊本県、鹿児島県、沖縄県

		３回		北海道、秋田県、栃木県、千葉県、山梨県、長野県、
京都府、奈良県、岡山県、山口県、香川県

		２回		宮城県、群馬県、石川県、和歌山県、島根県、広島県、
高知県 ミヤギケン グンマケン イシカワケン ワカヤマケン シマネケン ヒロシマケン コウチ ケン







◇ 共同訓練（国と地方公共団体が共同して行う訓練）を２４回実

施した。（実動訓練９回、図上訓練１２回、実動・図上訓練３回）

◇ 共同訓練以外にも、

地方公共団体単独での訓練が ４１回 実施された。

（実動訓練 ２０回、図上訓練 ２１回）

2

１.平成３０年度 国民保護共同訓練の実施状況

（２）訓練実施概要



１.平成３０年度 国民保護共同訓練の実施状況

（３）訓練の実施状況 ①
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年月日
都道
府県

区分
実績

(回数)
シナリオ概要

攻撃
傾型

対　 象
施設等

参   加
機関数

参加
人数

2018年9月26日 大分県
実動
及び
図上

5

・別府市実相寺中央公園で爆破事案
・別府駅で爆発物発見
・大分銀行ドームで化学剤散布事案（図上訓練のみ）

Ｃ、Ｅテロ
大規模集客施設
駅

51 482

2018年10月31日 富山県 実動 9
・南砺市福野体育館周辺での国際テロ組織による化学薬剤散布

及び立てこもり事案
Ｃテロ 大規模集客施設 39 431

2018年11月15日 山形県 図上 7
・JR新庄駅隣接施設で爆破事案
・市民文化会館に爆発物を所持し立てこもり

Eテロ 大規模集客施設 47 193

2018年11月20日 東京都 実動 7
・シンボルプロムナード公園で、化学剤散布事案発生
・爆破予告、不審物の発見（豊洲地区）

Ｃテロ 商業施設 10 349

2018年11月20日 静岡県 図上 5

・伊豆ベロドロームで爆破事案発生
・テロ集団による修善寺駅近辺の爆破予告・不審物発見

（複数個所）
・武装グループによる人質・立てこもり事案の発生

Eテロ
大規模集客施設
駅

39 276

2018年11月21日 大阪府 実動 4

・花園ラグビー場バックスタンドで化学剤事案
・ラグビー場に向かう遊歩道で爆破事案
・ラグビー場に向かう遊歩道に爆発物設置

Ｃ、Ｅテロ 大規模集客施設 21 496

2018年11月30日 福岡県 図上 6

・博多の森球技場において爆発事案が発生し、多数の死傷者が
発生

・ラグビーＷＣのパブリックビューイングを開催中の博多駅で
爆発物と思われる不審物が発見される。

Ｅテロ
大規模集客施設
駅

74 125

2018年12月19日 茨城県 図上 5

・いきいき茨城ゆめ国体及び関連イベント等を実施する県内
の主要施設における爆破テロ発生

・その後近隣商業施設でテログループの立てこもり事案

Ｅテロ
大規模集客施設
商業施設

86 252

黄着色は国重点訓練


0124

				平成30年度国民保護共同訓練 ヘイセイ ネンド コクミン ホゴ キョウドウ クンレン

						H31.1.29現在																単位：円 タンイ エン

				建制順 タ		県名 ケンメイ		市名 シ メイ		主導 シュドウ		種別 シュベツ		実施時期　　　　　　　　　　（予定） ジッシ ジキ ヨテイ		シナリオ概要 ガイヨウ		区分 クブン		交付決定額
（消防庁） コウフ ケッテイ ガク ショウボウチョウ		契約額
（内閣官房） ケイヤク ガク ナイカク カンボウ		室長・補佐 シツチョウ ホサ		訓練担当 クンレン タントウ		内閣官房
※1  ※2 ナイカク カンボウ

		1		44		大分県 オオイタケン		大分市
別府市 オオイタシ ベップシ		県 ケン		図上・実動 ズジョウ ジツドウ		43349		・別府市実相寺中央公園で爆破事案
・別府駅で爆発物発見
・大分銀行ドームで化学剤散布事案（図上訓練のみ） チュウオウ コウエン バクハ ジアン バクハツブツ ハッケン オオイタ ギンコウ カガクザイ サンプ ジアン ズジョウ クンレン		Ｃテロ
Ｅテロ		5,498,104				国運室長 コクウン シツチョウ		杉江 スギエ		海老澤 エビサワ

														43369										国運室長 コクウン シツチョウ		杉江 スギエ

		2		16		富山県 トヤマケン		南砺市 ナントシ		県 ケン		実動 ジツドウ		43404		・南砺市福野体育館周辺での国際テロ組織による化学薬剤散布及び立てこもり事案を予定 ナントシ フクノ タイイクカン シュウヘン コクサイ カガク ヤクザイ サンプ オヨ		Ｃテロ		6,000,000				国運室長 コクウン シツチョウ		村上 ムラカミ		近藤 コンドウ

		3		6		山形県 ヤマガタケン		新庄市 シンジョウ シ		県 ケン		図上 ズジョウ		43419		・JR新庄駅隣接施設で爆破事案
・市民文化会館に爆発物を所持し立てこもり シンジョウエキ リンセツ シセツ バクハ ジアン シミン ブンカ カイカン バクハツブツ ショジ タ		Eテロ		1,767,330				国運補佐 コクウン ホサ		杉江 スギエ		藤本 フジモト

		4		13		東京都 トウキョウト		江東区 コウトウク		県 ケン		実動 ジツドウ		43424		・シンボルプロムナード公園で、化学剤散布事案発生
・爆破予告、不審物の発見（豊洲地区予定） コウエン カガク ザイ サンプ ジアン ハッセイ バクハ ヨコク フシンブツ ハッケン トヨス チク ヨテイ		Ｃテロ		5,394,630				国保室長 コクホ シツチョウ		長竹 ナガタケ		甘利 アマリ

		5		22		静岡県 シズオカケン		伊豆市 イズ シ		国 クニ		図上 ズジョウ		11"月"20"日"		・伊豆ベロドロームで爆破事案発生
・テロ集団による修善寺駅近辺の爆破予告・不審物発見（複数個所）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・武装グループによる人質・立てこもり事案の発生		Eテロ		4,999,825		8,779,752		国運補佐 コクウン ホサ		岩瀬 イワセ		海老澤
(佐々木) エビサワ

		6		27		大阪府 オオサカフ		東大阪市 ヒガシオオサカシ		県 ケン		実動 ジツドウ		43425		・花園ラグビー場バックスタンドで化学剤事案
・ラグビー場に向かう遊歩で爆破事案
・ラグビー場に向かう遊歩道に爆発物設置 バクハ ジアン		Ｃテロ
Ｅテロ		5,527,688				国保室長 コクホ シツチョウ		杉江 スギエ		甘利 アマリ

		7		40		福岡県 フクオカケン		福岡市 フクオカシ		県 ケン		図上 ズジョウ		11"月"30"日"		博多の森球技場において、爆発事案が発生し、多数の死傷者が発生する。ラグビーＷＣのパブリックビューイングが開催中の博多駅で爆発物と思われる不審物が発見される。 エキ バクハツブツ オモ フシンブツ ハッケン		Ｅテロ		2,413,483				国保補佐
（安西） コクホ ホサ アンザイ		岩瀬 イワセ		近藤 コンドウ				1244423
1169060

		8		8		茨城県 イバラギケン		ひたちなか市 シ		県 ケン		図上 ズジョウ		43453		・いきいき茨城ゆめ国体」及び関連イベント等を実施する県内の主要施設における爆破テロ発生　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・その後近隣商業施設でテログループの立てこもり事案を実 ハッセイ		Ｅテロ		2,129,394				防災課長 ボウサイ カチョウ		村上 ムラカミ		近藤 コンドウ

		9		46		鹿児島県 カゴシマケン		鹿児島市 カゴシマシ		県 ケン		図上 ズジョウ		43460		・鹿児島アリーナで爆破事案
・鹿児島中央駅地下通路で化学剤散布
・桜島フェリー鹿児島港で立てこもり事案		Ｃテロ
Ｅテロ		1,999,966				国運補佐 コクウン ホサ		杉江 スギエ		海老澤 エビサワ

		10		18		福井県 フクイケン		鯖江市　　　　　　　　　　　　　　　　越前町 サバエシ エチゼンマチ		県 ケン		図上 ズジョウ		43474		・越前町道の駅「越前」において、一般人の車両が複数台盗難され、付近の海岸で不審な木造船発見
・越前陶芸村文化交流会館の施設内で、化学剤散布事案発生
・鯖江市西山公園でテログループが銃乱射、道の駅「西山公園」に立てこもり		Ｃテロ		2,700,000				防情室長 ボウ ジョウ シツチョウ		岩瀬 イワセ		藤本 フジモト

		11		23		愛知県 アイチケン		豊田市 トヨタシ		国 クニ		実動 ジツドウ		43476		・豊田スタジアムで爆破事案が発生
・スタジアム内に爆発物設置 ナイ バクハツブツ セッチ		Eテロ		9,997,356		19,440,000		国運補佐 コクウン ホサ		杉江 スギエ		海老澤
（中野） エビサワ

		12		3		岩手県 イワテケン		釜石市 カマイシシ		県 ケン		実動 ジツドウ		43480		・ラグビーワールドカップで使用するスタジアムでの化学剤（サリン）散布及び同施設駐車場で爆発事案を想定。 ドウ シセツ チュウシャジョウ		Cテロ
Ｅテロ		5,493,560				国運室長 コクウン シツチョウ		岩瀬 イワセ		藤本 フジモト

		13		24		三重県 ミエケン		桑名市 クワナシ		県 ケン		図上 ズジョウ		1"月"22"日"		・桑名駅において爆破物使用のテロが発生
・六華苑においてテログループによる立てこもりが発生		Ｅテロ		1,310,263				参事官 サンジカン		長竹 ナガタケ		藤本 フジモト				797723
512540

		14		15		新潟県 ニイガタケン		新潟市 ニイガタシ		県 ケン		図上 ズジョウ		43489		・上越市　上越妙高駅ホームで爆発事案発生
・新潟市　新潟駅で列車爆破事案発生
・朱鷺メッセ（イベント開催中）で不審物発見 ジョウエツシ ジョウエツ ミョウコウ エキ バクハツ ニイガタシ トキ フシンブツ ハッケン		Eテロ		2,100,781				国運補佐 コクウン ホサ		岩瀬 イワセ		海老澤 エビサワ

		15		47		沖縄県 オキナワケン		那覇市 ナハシ		県 ケン		図上・実動 ズジョウ ジツドウ		1月24日、25日 ガツ カ ニチ		・那覇市内で化学剤散布事案
・那覇市内博物館にたてこもり ナハシナイ カガクザイ サンプ ジアン ナハシナイ ハクブツカン		Ｃテロ		1,997,880				国保室長 コクホ シツチョウ		杉江 スギエ		近藤
（梅谷） コンドウ

		16		25		滋賀県 シガケン		東近江市 ヒガシオウミシ		県 ケン		図上 ズジョウ		43495		・ホール内でサリン（４kg）を散布され、死傷者約300名。
・周辺を警戒していたところ、駅前の不審車両から爆発物（80kg）を発見。		Ｃテロ		1,925,000				国運補佐 コクウン ホサ		細美補佐 サイミ ホサ		藤本 フジモト

		17		45		宮崎県 ミヤザキケン		宮崎市 ミヤザキシ		県 ケン		実動 ジツドウ		43496		・JR宮崎駅で不審物発見事案
・イオンモール宮崎で爆発事案
・コテージヒムカで立てこもり事案 ミヤザキ エキ ミヤザキ バクハツ ジアン タ ジアン		Ｅテロ		5,270,228				国保補佐
（南里） コクホ ホサ ナンリ		村上 ムラカミ		近藤 コンドウ

		18		43		熊本県 クマモトケン		熊本市 クマモトシ		国 クニ		図上 ズジョウ		43497		・ＪＲ熊本駅構内での大規模爆破事案
・えがお健康スタジアムにおける化学剤散布事案
・水前寺公園参道に爆発物設置		Ｃテロ
Ｅテロ		4,493,253		11,869,200		国運室長 コクウン シツチョウ		長竹 ナガタケ		甘利 アマリ

		19		27		大阪府 オオサカフ		大阪市 オオサカ シ		県 ケン		実動 ジツドウ		43136		・G20サミットを想定した、大阪国際見本市会場（インテックス大阪）及びその周辺空地での化学剤散布事案、不審物発見事案		Ｃテロ		5,891,239				参事官 サンジカン		長竹 ナガタケ		近藤
（吉田） コンドウ

		20		7		福島県 フクシマケン		福島市 フクシマシ		県 ケン		図上 ズジョウ		43504		・県営あづま球場内で爆発事案により、多数の死傷者発生
・とうほう・みんなの文化センターで不審物発見 ケンエイ キュウジョウ ナイ バクハツ シャ ハッセイ ブンカ フシンブツ ハッケン		Ｅテロ		2,079,137				国運室長 コクウン シツチョウ		岩瀬 イワセ		近藤
（佐々木） コンドウ

		21		17		石川県 イシカワケン		小松市 コマツシ		県 ケン		図上 ズジョウ		43509		・小松市民センターで爆破事案
・小松駅構内で爆発物発見 コマツ シミン バクハ ジアン コマツ エキ コウナイ バクハツブツ ハッケン		Ｅテロ		1,990,950				国運補佐 コクウン ホサ		長竹 ナガタケ		吉田
（佐々木） ヨシダ

		22		28		兵庫県 ヒョウゴケン		神戸市 コウベシ		県 ケン		図上・実動 ズジョウ ジツドウ		43513		・地下鉄御崎公園駅にて爆破予告及び不審物発見
・ノエビアスタジアム第1ゲートで化学剤散布 チカテツ ミサキ コウエン		Ｃテロ		5,499,784				防災課長 ボウサイ カチョウ		杉江 スギエ		吉田
（中野） ヨシダ

		23		36		徳島県 トクシマケン		松茂町 マツシゲ マチ		県 ケン		実動 ジツドウ		43155		・徳島阿波おどり空港到着ロビーにおける爆発事案発生
・その後犯人が逃走し、松茂町内の教育施設に立てこもる。 ジアン ハッセイ マツシゲチョウ ナイ キョウイク シセツ		Ｅテロ		5,986,765				国保室長 コクホ シツチョウ		杉江 スギエ		藤本
（甘利） フジモト

		24		25		神奈川県 カナガワケン		横浜市
藤沢市 ヨコハマシ フジサワシ		県 ケン		実動 ジツドウ		3"月"9"日"		・東京オリンピックの野球大会当日、横浜スタジアムにおいて、国際犯行グループが乗った大型トラックが暴走、爆発事案が発生する。
・犯行グループが乗船してきたとみられる大型旅客船内で爆破事案が発生する。
・湘南台駅にて、神経剤散布事案が発生する。 ヤキュウ タイカイ トウジツ ノ オオガタ ボウソウ バクハツ ハンコウ ジョウセン オオガタ バクハ ショウナンダイ エキ シンケイザイ サンプ		Ｃテロ
Ｅテロ		6,768,450				国運補佐 コクウン ホサ		細美補佐 サイミ ホサ		甘利 アマリ

		25				北海道 ホッカイドウ		札幌市 サッポロシ		県 ケン		図上 ズジョウ		43486		・北海道胆振東部地震の影響により中止 ホッカイドウ イブリ トウブ ジシン エイキョウ チュウシ				2,391,718												43486

		26		4		宮城県 ミヤギケン		仙台市
利府町 センダイシ リフ マチ		県 ケン		実動 ジツドウ		1"月"29"日"		・積雪等悪天候により中止 セキセツ トウ アクテンコウ チュウシ				5,499,721				国運室長 コクウン シツチョウ		岩瀬 イワセ		藤本 フジモト				43494

		27				岡山県 オカヤマケン		赤磐市 アカイワ シ		県 ケン		図上 ズジョウ		2"月"6"日"		・平成30年７月豪雨により中止 ヘイセイ ネン ガツ ゴウウ チュウシ				2,117,913												43502

		28				山口県 ヤマグチケン		長門市 ナガトシ		国 クニ		図上・実動 ズジョウ ジツドウ		43420		・平成30年７月豪雨による影響により中止 ヘイセイ ネン ガツ ゴウウ エイキョウ チュウシ				5,369,075		7,560,000										43420

		29				愛媛県 エヒメケン		西予市 ニシ シ		県 ケン		実動 ジツドウ		43820		・平成30年７月豪雨により中止				5,497,200												43820

																				120,110,693		47,648,952
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依頼シート

		年月日 ネンガッピ		都道
府県 トドウ フケン		区分 クブン		実績
(回数) ジッセキ カイスウ		シナリオ概要
（黄網掛けの国重点訓練については訓練概要を掲載） ガイヨウ キ アミカ クニ ジュウテン クンレン クンレン ガイヨウ ケイサイ		攻撃
傾型 コウゲキ ナダレ ガタ		対　 象
施設等 タイ ゾウ シセツ トウ		参   加
機関数 サン カ キカン スウ		参加
人数 サンカ ニンズウ

		reserved-43369x1F		大分県 オオイタケン		図上
及び
実働 ズジョウ オヨ ジツドウ		5		・別府市実相寺中央公園で爆破事案
・別府駅で爆発物発見
・大分銀行ドームで化学剤散布事案（図上訓練のみ）		Ｃ、Ｅテロ		大規模集客施設
駅 ダイキボ シュウキャク シセツ エキ		51		482

		2018"年"10"月"31"日"		富山県		実動		9		・南砺市福野体育館周辺での国際テロ組織による化学薬剤散布及び立てこもり事案を予定		Ｃテロ		大規模集客施設 ダイキボ シュウキャク シセツ		39		431

		2018"年"11"月"15"日"		山形県		図上		7		・JR新庄駅隣接施設で爆破事案
・市民文化会館に爆発物を所持し立てこもり		Eテロ		大規模集客施設 ダイキボ シュウキャク シセツ		47		193

		2018"年"11"月"20"日"		東京都		実動		7		・シンボルプロムナード公園で、化学剤散布事案発生
・爆破予告、不審物の発見（豊洲地区予定）		Ｃテロ		商業施設 ショウギョウ シセツ		10		349

		2018"年"11"月"20"日"		静岡県		図上		5		・伊豆ベロドロームで爆破事案発生
・テロ集団による修善寺駅近辺の爆破予告・不審物発見（複数個所）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・武装グループによる人質・立てこもり事案の発生		Eテロ		大規模集客施設
駅 ダイキボ シュウキャク シセツ エキ		39		276

		2018"年"11"月"21"日"		大阪府		実動		5		・花園ラグビー場バックスタンドで化学剤事案
・ラグビー場に向かう遊歩で爆破事案
・ラグビー場に向かう遊歩道に爆発物設置		Ｃ、Ｅテロ		大規模集客施設 ダイキボ シュウキャク シセツ		21		496

		2018"年"11"月"30"日"		福岡県		図上		6		博多の森球技場において、爆発事案が発生し、多数の死傷者が発生する。ラグビーＷＣのパブリックビューイングが開催中の博多駅で爆発物と思われる不審物が発見される。		Ｅテロ		大規模集客施設
駅 ダイキボ シュウキャク シセツ エキ		74		125

		2018"年"12"月"19"日"		茨城県		図上		5		・いきいき茨城ゆめ国体」及び関連イベント等を実施する県内の主要施設における爆破テロ
発 生　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・その後近隣商業施設でテログループの立てこもり事案を実		Ｅテロ		大規模集客施設
商業施設 ダイキボ シュウキャク シセツ ショウギョウ シセツ		86		252

		2018"年"12"月"26"日"		鹿児島県		図上		4		・鹿児島アリーナで爆破事案
・鹿児島中央駅地下通路で化学剤散布
・桜島フェリー鹿児島港で立てこもり事案		Ｃ、Ｅテロ		大規模集客施設
港 ダイキボ ミナト		66		250

		2019"年"1"月"9"日"		福井県		図上		12		・越前町道の駅「越前」において、一般人の車両が複数台盗難され、付近の海岸で不審な木造船発見
・越前陶芸村文化交流会館の施設内で、化学剤散布事案発生
・鯖江市西山公園でテログループが銃乱射、道の駅「西山公園」に立てこもり		Ｃテロ		商業施設
大規模集客施設 ショウギョウ シセツ ダイキボ シュウキャク シセツ		49		229

		年月日 ネンガッピ		都道
府県 トドウ フケン		区分 クブン		回 カイ		シナリオ概要
（※の国重点訓練については本資料に訓練概要を掲載） ガイヨウ クニ ジュウテン クンレン ホン シリョウ クンレン ガイヨウ ケイサイ		攻撃
傾型 コウゲキ ナダレ ガタ		対　 象
施設等 タイ ゾウ シセツ トウ		参   加
機関数 サン カ キカン スウ		参加
人数 サンカ ニンズウ

		2019"年"1"月"11"日"		愛知県		実動		5		・豊田スタジアムで爆破事案が発生
・スタジアム内に爆発物設置		Eテロ		大規模集客施設 ダイキボ シュウキャク シセツ		61		1500

		2019"年"1"月"15"日"		岩手県		実動		6		・ラグビーワールドカップで使用するスタジアムでの化学剤（サリン）散布及び同施設駐車場で爆発事案を想定。		Ｃ、Ｅテロ		大規模集客施設 ダイキボ シュウキャク シセツ		40		900

		2019"年"1"月"22"日"		三重県		図上		5		・桑名駅において爆破物使用のテロが発生
・六華苑においてテログループによる立てこもりが発生		Ｅテロ		駅
大規模集客施設 エキ ダイキボ シュウキャク シセツ		55		230

		2019"年"1"月"24"日"		新潟県		図上		4		・上越市　上越妙高駅ホームで爆発事案発生
・新潟市　新潟駅で列車爆破事案発生
・朱鷺メッセ（イベント開催中）で不審物発見		Eテロ		駅
大規模集客施設 エキ ダイキボ シュウキャク シセツ		61		288

		2019"年"1"月"25"日"		沖縄県		図上
及び
実動 オヨ		4		・那覇市内で化学剤散布事案
・那覇市内博物館にたてこもり		Ｃテロ		商業施設
大規模集客施設 ショウギョウ シセツ ダイキボ シュウキャク シセツ		63		550

		2019"年"1"月"30"日"		滋賀県		図上		5		・ホール内でサリン（４kg）を散布され、死傷者約300名。
・周辺を警戒していたところ、駅前の不審車両から爆発物（80kg）を発見。		Ｃテロ		大規模集客施設
駅 ダイキボ シュウキャク シセツ エキ		35		195

		2019"年"1"月"31"日"		宮崎県		実動		6		・JR宮崎駅で不審物発見事案
・イオンモール宮崎で爆発事案
・コテージヒムカで立てこもり事案		Ｅテロ		駅
商業施設 エキ ショウギョウ シセツ		56		575

		2019"年"2"月"1"日"		熊本県		図上		4		・ＪＲ熊本駅構内での大規模爆破事案
・えがお健康スタジアムにおける化学剤散布事案
・水前寺公園参道に爆発物設置		Ｃ、Ｅテロ		駅
大規模集客施設 エキ ダイキボ シュウキャク シセツ		23		240

		2019"年"2"月"5"日"		大阪府		実動		5		・G20サミットを想定した、大阪国際見本市会場（インテックス大阪）及びその周辺空地での化学剤散布事案、不審物発見事案		Ｃテロ		大規模集客施設 ダイキボ シュウキャク シセツ		27		550

		年月日 ネンガッピ		都道
府県 トドウ フケン		区分 クブン		回 カイ		シナリオ概要
（※の国重点訓練については本資料に訓練概要を掲載） ガイヨウ クニ ジュウテン クンレン ホン シリョウ クンレン ガイヨウ ケイサイ		攻撃
傾型 コウゲキ ナダレ ガタ		対　 象
施設等 タイ ゾウ シセツ トウ		参   加
機関数 サン カ キカン スウ		参加
人数 サンカ ニンズウ

		2019"年"2"月"8"日"		福島県		図上		4		・県営あづま球場内で爆発事案により、多数の死傷者発生
・とうほう・みんなの文化センターで不審物発見		Ｅテロ		大規模集客施設 ダイキボ シュウキャク シセツ		83		187

		2019"年"2"月"13"日"		石川県		図上		2		・小松市民センターで爆破事案
・小松駅構内で爆発物発見		Ｅテロ		大規模集客施設
駅 ダイキボ シュウキャク シセツ エキ		46		199

		2019"年"2"月"17"日"		兵庫県		図上
及び
実動 オヨ		4		・地下鉄御崎公園駅にて爆破予告及び不審物発見
・ノエビアスタジアム第1ゲートで化学剤散布		Ｃテロ		駅
大規模集客施設 エキ ダイキボ シュウキャク シセツ		154		1165

		2019"年"2"月"24"日"		徳島県		実動		12		・徳島阿波おどり空港到着ロビーにおける爆発事案発生
・その後犯人が逃走し、松茂町内の教育施設に立てこもる。		Ｅテロ		空港
学校 クウコウ ガッコウ		29		391

		2019"年"3"月"9"日"		神奈川県		実動		6		・東京オリンピックの野球大会当日、横浜スタジアムにおいて、国際犯行グループが乗った大型トラックが暴走、爆発事案が発生する。
・犯行グループが乗船してきたとみられる大型旅客船内で爆破事案が発生する。
・湘南台駅にて、神経剤散布事案が発生する。		Ｃ、Ｅテロ		大規模集客施設
駅 ダイキボ シュウキャク シセツ エキ		66		1257











































































依頼シート (2)

		年月日 ネンガッピ		都道
府県 トドウ フケン		区分 クブン		実績
(回数) ジッセキ カイスウ		シナリオ概要 ガイヨウ		攻撃
傾型 コウゲキ ナダレ ガタ		対　 象
施設等 タイ ゾウ シセツ トウ		参   加
機関数 サン カ キカン スウ		参加
人数 サンカ ニンズウ

		reserved-43369x1F		大分県 オオイタケン		実動及び図上 ジツドウ オヨ ズジョウ		5		・別府市実相寺中央公園で爆破事案
・別府駅で爆発物発見
・大分銀行ドームで化学剤散布事案（図上訓練のみ）		Ｃ、Ｅテロ		大規模集客施設
駅 ダイキボ シュウキャク シセツ エキ		51		482

		2018"年"10"月"31"日"		富山県		実動		9		・南砺市福野体育館周辺での国際テロ組織による化学薬剤散布
　及び立てこもり事案		Ｃテロ		大規模集客施設 ダイキボ シュウキャク シセツ		39		431

		2018"年"11"月"15"日"		山形県		図上		7		・JR新庄駅隣接施設で爆破事案
・市民文化会館に爆発物を所持し立てこもり		Eテロ		大規模集客施設 ダイキボ シュウキャク シセツ		47		193

		2018"年"11"月"20"日"		東京都		実動		7		・シンボルプロムナード公園で、化学剤散布事案発生
・爆破予告、不審物の発見（豊洲地区）		Ｃテロ		商業施設 ショウギョウ シセツ		10		349

		2018"年"11"月"20"日"		静岡県		図上		5		・伊豆ベロドロームで爆破事案発生
・テロ集団による修善寺駅近辺の爆破予告・不審物発見
　（複数個所）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・武装グループによる人質・立てこもり事案の発生 フクスウ カショ		Eテロ		大規模集客施設
駅 ダイキボ シュウキャク シセツ エキ		39		276

		2018"年"11"月"21"日"		大阪府		実動		4		・花園ラグビー場バックスタンドで化学剤事案
・ラグビー場に向かう遊歩道で爆破事案
・ラグビー場に向かう遊歩道に爆発物設置 ミチ		Ｃ、Ｅテロ		大規模集客施設 ダイキボ シュウキャク シセツ		21		496

		2018"年"11"月"30"日"		福岡県		図上		6		・博多の森球技場において爆発事案が発生し、多数の死傷者が
　発生
・ラグビーＷＣのパブリックビューイングを開催中の博多駅で
　爆発物と思われる不審物が発見される。 ハカタ		Ｅテロ		大規模集客施設
駅 ダイキボ シュウキャク シセツ エキ		74		125

		2018"年"12"月"19"日"		茨城県		図上		5		・いきいき茨城ゆめ国体及び関連イベント等を実施する県内
　の主要施設における爆破テロ発生　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・その後近隣商業施設でテログループの立てこもり事案		Ｅテロ		大規模集客施設
商業施設 ダイキボ シュウキャク シセツ ショウギョウ シセツ		86		252

		年月日 ネンガッピ		都道
府県 トドウ フケン		区分 クブン		実績
(回数) ジッセキ カイスウ		シナリオ概要
（黄網掛けの国重点訓練については訓練概要を掲載） ガイヨウ キ アミカ クニ ジュウテン クンレン クンレン ガイヨウ ケイサイ		攻撃
傾型 コウゲキ ナダレ ガタ		対　 象
施設等 タイ ゾウ シセツ トウ		参   加
機関数 サン カ キカン スウ		参加
人数 サンカ ニンズウ

		2018"年"12"月"26"日"		鹿児島県		図上		4		・鹿児島アリーナで爆破事案
・鹿児島中央駅地下通路で化学剤散布
・桜島フェリー鹿児島港で立てこもり事案		Ｃ、Ｅテロ		大規模集客施設
港 ダイキボ ミナト		66		250

		2019"年"1"月"9"日"		福井県		図上		12		・越前町道の駅「越前」において、一般人の車両が複数台盗難
　され、付近の海岸で不審な木造船発見
・越前陶芸村文化交流会館の施設内で、化学剤散布事案発生
・鯖江市西山公園でテログループが銃乱射、道の駅「西山公園」
  に立てこもり		Ｃテロ		商業施設
大規模集客施設 ショウギョウ シセツ ダイキボ シュウキャク シセツ		49		229

		2019"年"1"月"11"日"		愛知県		実動		5		・豊田スタジアムで爆破事案が発生
・スタジアム内に爆発物設置		Eテロ		大規模集客施設 ダイキボ シュウキャク シセツ		61		1500

		2019"年"1"月"15"日"		岩手県		実動		6		・ラグビーワールドカップで使用するスタジアムでの化学剤
　（サリン）散布及び同施設駐車場で爆発事案を想定		Ｃ、Ｅテロ		大規模集客施設 ダイキボ シュウキャク シセツ		40		900

		2019"年"1"月"22"日"		三重県		図上		5		・桑名駅において爆破物使用のテロが発生
・六華苑においてテログループによる立てこもりが発生		Ｅテロ		駅
大規模集客施設 エキ ダイキボ シュウキャク シセツ		55		230

		2019"年"1"月"24"日"		新潟県		図上		4		・上越市　上越妙高駅ホームで爆発事案発生
・新潟市　新潟駅で列車爆破事案発生
・朱鷺メッセ（イベント開催中）で不審物発見		Eテロ		駅
大規模集客施設 エキ ダイキボ シュウキャク シセツ		61		288

		2019"年"1"月"25"日"		沖縄県		図上
及び
実動 オヨ		4		・那覇市内で化学剤散布事案
・那覇市内博物館にたてこもり		Ｃテロ		商業施設
大規模集客施設 ショウギョウ シセツ ダイキボ シュウキャク シセツ		63		550

		2019"年"1"月"30"日"		滋賀県		図上		5		・ホール内でサリン（４kg）を散布され、死傷者約300名。
・周辺を警戒していたところ、駅前の不審車両から爆発物
　（80kg）を発見		Ｃテロ		大規模集客施設
駅 ダイキボ シュウキャク シセツ エキ		35		195

		年月日 ネンガッピ		都道
府県 トドウ フケン		区分 クブン		実績
(回数) ジッセキ カイスウ		シナリオ概要
（黄網掛けの国重点訓練については訓練概要を掲載） ガイヨウ キ アミカ クニ ジュウテン クンレン クンレン ガイヨウ ケイサイ		攻撃
傾型 コウゲキ ナダレ ガタ		対　 象
施設等 タイ ゾウ シセツ トウ		参   加
機関数 サン カ キカン スウ		参加
人数 サンカ ニンズウ

		2019"年"1"月"31"日"		宮崎県		実動		6		・JR宮崎駅で不審物発見事案
・イオンモール宮崎で爆発事案
・コテージヒムカで立てこもり事案		Ｅテロ		駅
商業施設 エキ ショウギョウ シセツ		56		575

		2019"年"2"月"1"日"		熊本県		図上		4		・ＪＲ熊本駅構内での大規模爆破事案
・えがお健康スタジアムにおける化学剤散布事案
・水前寺公園参道に爆発物設置		Ｃ、Ｅテロ		駅
大規模集客施設 エキ ダイキボ シュウキャク シセツ		23		240

		2019"年"2"月"5"日"		大阪府		実動		5		・G20サミットを想定した、大阪国際見本市会場（インテック
　ス大阪）及びその周辺空地での化学剤散布事案、不審物発見
　事案 ハッケン		Ｃテロ		大規模集客施設 ダイキボ シュウキャク シセツ		27		550

		2019"年"2"月"8"日"		福島県		図上		4		・県営あづま球場内で爆発事案により、多数の死傷者発生
・とうほう・みんなの文化センターで不審物発見		Ｅテロ		大規模集客施設 ダイキボ シュウキャク シセツ		83		187

		2019"年"2"月"13"日"		石川県		図上		2		・小松市民センターで爆破事案
・小松駅構内で爆発物発見		Ｅテロ		大規模集客施設
駅 ダイキボ シュウキャク シセツ エキ		46		199

		2019"年"2"月"17"日"		兵庫県		図上
及び
実動 オヨ		4		・地下鉄御崎公園駅にて爆破予告及び不審物発見
・ノエビアスタジアム第1ゲートで化学剤散布		Ｃテロ		駅
大規模集客施設 エキ ダイキボ シュウキャク シセツ		154		1165

		2019"年"2"月"24"日"		徳島県		実動		12		・徳島阿波おどり空港到着ロビーにおける爆発事案発生
・その後犯人が逃走し、松茂町内の教育施設に立てこもる。		Ｅテロ		空港
学校 クウコウ ガッコウ		29		391

		2019"年"3"月"9"日"		神奈川県		実動		6		・東京オリンピックの野球大会当日、横浜スタジアムにおいて、
　国際犯行グループが乗った大型トラックが暴走、爆発事案が
　発生
・犯行グループが乗船してきたとみられる大型旅客船内で
　爆破事案が発生
・湘南台駅にて、神経剤散布事案が発生		Ｃ、Ｅテロ		大規模集客施設
駅 ダイキボ シュウキャク シセツ エキ		66		1257
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１.平成３０年度 国民保護共同訓練の実施状況

（３）訓練の実施状況 ②

年月日
都道
府県

区分
実績

(回数)
シナリオ概要

攻撃
傾型

対　 象
施設等

参   加
機関数

参加
人数

2018年12月26日 鹿児島県 図上 4

・鹿児島アリーナで爆破事案
・鹿児島中央駅地下通路で化学剤散布
・桜島フェリー鹿児島港で立てこもり事案

Ｃ、Ｅテロ
大規模集客施設
港

66 250

2019年1月9日 福井県 図上 12

・越前町道の駅「越前」において、一般人の車両が複数台盗難
され、付近の海岸で不審な木造船発見

・越前陶芸村文化交流会館の施設内で、化学剤散布事案発生
・鯖江市西山公園でテログループが銃乱射、道の駅「西山公

園」に立てこもり

Ｃテロ
商業施設
大規模集客施設

49 229

2019年1月11日 愛知県 実動 5
・豊田スタジアムで爆破事案が発生
・スタジアム内に爆発物設置

Eテロ 大規模集客施設 61 1,500

2019年1月15日 岩手県 実動 6
・ラグビーワールドカップで使用するスタジアムでの化学剤

（サリン）散布及び同施設駐車場で爆発事案を想定
Ｃ、Ｅテロ 大規模集客施設 40 900

2019年1月22日 三重県 図上 5
・桑名駅において爆破物使用のテロが発生
・六華苑においてテログループによる立てこもりが発生

Ｅテロ
駅
大規模集客施設

55 230

2019年1月24日 新潟県 図上 4

・上越市　上越妙高駅ホームで爆発事案発生
・新潟市　新潟駅で列車爆破事案発生
・朱鷺メッセ（イベント開催中）で不審物発見

Eテロ
駅
大規模集客施設

61 288

2019年1月25日 沖縄県
実動
及び
図上

4
・那覇市内で化学剤散布事案
・那覇市内博物館にたてこもり

Ｃテロ
商業施設
大規模集客施設

63 550

2019年1月30日 滋賀県 図上 5

・ホール内でサリン（４kg）が散布され、死傷者約300名。
・周辺を警戒していたところ、駅前の不審車両から爆発物

（80kg）を発見

Ｃテロ
大規模集客施設
駅

35 195

黄着色は国重点訓練


0124

				平成30年度国民保護共同訓練 ヘイセイ ネンド コクミン ホゴ キョウドウ クンレン

						H31.1.29現在																単位：円 タンイ エン

				建制順 タ		県名 ケンメイ		市名 シ メイ		主導 シュドウ		種別 シュベツ		実施時期　　　　　　　　　　（予定） ジッシ ジキ ヨテイ		シナリオ概要 ガイヨウ		区分 クブン		交付決定額
（消防庁） コウフ ケッテイ ガク ショウボウチョウ		契約額
（内閣官房） ケイヤク ガク ナイカク カンボウ		室長・補佐 シツチョウ ホサ		訓練担当 クンレン タントウ		内閣官房
※1  ※2 ナイカク カンボウ

		1		44		大分県 オオイタケン		大分市
別府市 オオイタシ ベップシ		県 ケン		図上・実動 ズジョウ ジツドウ		43349		・別府市実相寺中央公園で爆破事案
・別府駅で爆発物発見
・大分銀行ドームで化学剤散布事案（図上訓練のみ） チュウオウ コウエン バクハ ジアン バクハツブツ ハッケン オオイタ ギンコウ カガクザイ サンプ ジアン ズジョウ クンレン		Ｃテロ
Ｅテロ		5,498,104				国運室長 コクウン シツチョウ		杉江 スギエ		海老澤 エビサワ

														43369										国運室長 コクウン シツチョウ		杉江 スギエ

		2		16		富山県 トヤマケン		南砺市 ナントシ		県 ケン		実動 ジツドウ		43404		・南砺市福野体育館周辺での国際テロ組織による化学薬剤散布及び立てこもり事案を予定 ナントシ フクノ タイイクカン シュウヘン コクサイ カガク ヤクザイ サンプ オヨ		Ｃテロ		6,000,000				国運室長 コクウン シツチョウ		村上 ムラカミ		近藤 コンドウ

		3		6		山形県 ヤマガタケン		新庄市 シンジョウ シ		県 ケン		図上 ズジョウ		43419		・JR新庄駅隣接施設で爆破事案
・市民文化会館に爆発物を所持し立てこもり シンジョウエキ リンセツ シセツ バクハ ジアン シミン ブンカ カイカン バクハツブツ ショジ タ		Eテロ		1,767,330				国運補佐 コクウン ホサ		杉江 スギエ		藤本 フジモト

		4		13		東京都 トウキョウト		江東区 コウトウク		県 ケン		実動 ジツドウ		43424		・シンボルプロムナード公園で、化学剤散布事案発生
・爆破予告、不審物の発見（豊洲地区予定） コウエン カガク ザイ サンプ ジアン ハッセイ バクハ ヨコク フシンブツ ハッケン トヨス チク ヨテイ		Ｃテロ		5,394,630				国保室長 コクホ シツチョウ		長竹 ナガタケ		甘利 アマリ

		5		22		静岡県 シズオカケン		伊豆市 イズ シ		国 クニ		図上 ズジョウ		11"月"20"日"		・伊豆ベロドロームで爆破事案発生
・テロ集団による修善寺駅近辺の爆破予告・不審物発見（複数個所）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・武装グループによる人質・立てこもり事案の発生		Eテロ		4,999,825		8,779,752		国運補佐 コクウン ホサ		岩瀬 イワセ		海老澤
(佐々木) エビサワ

		6		27		大阪府 オオサカフ		東大阪市 ヒガシオオサカシ		県 ケン		実動 ジツドウ		43425		・花園ラグビー場バックスタンドで化学剤事案
・ラグビー場に向かう遊歩で爆破事案
・ラグビー場に向かう遊歩道に爆発物設置 バクハ ジアン		Ｃテロ
Ｅテロ		5,527,688				国保室長 コクホ シツチョウ		杉江 スギエ		甘利 アマリ

		7		40		福岡県 フクオカケン		福岡市 フクオカシ		県 ケン		図上 ズジョウ		11"月"30"日"		博多の森球技場において、爆発事案が発生し、多数の死傷者が発生する。ラグビーＷＣのパブリックビューイングが開催中の博多駅で爆発物と思われる不審物が発見される。 エキ バクハツブツ オモ フシンブツ ハッケン		Ｅテロ		2,413,483				国保補佐
（安西） コクホ ホサ アンザイ		岩瀬 イワセ		近藤 コンドウ				1244423
1169060

		8		8		茨城県 イバラギケン		ひたちなか市 シ		県 ケン		図上 ズジョウ		43453		・いきいき茨城ゆめ国体」及び関連イベント等を実施する県内の主要施設における爆破テロ発生　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・その後近隣商業施設でテログループの立てこもり事案を実 ハッセイ		Ｅテロ		2,129,394				防災課長 ボウサイ カチョウ		村上 ムラカミ		近藤 コンドウ

		9		46		鹿児島県 カゴシマケン		鹿児島市 カゴシマシ		県 ケン		図上 ズジョウ		43460		・鹿児島アリーナで爆破事案
・鹿児島中央駅地下通路で化学剤散布
・桜島フェリー鹿児島港で立てこもり事案		Ｃテロ
Ｅテロ		1,999,966				国運補佐 コクウン ホサ		杉江 スギエ		海老澤 エビサワ

		10		18		福井県 フクイケン		鯖江市　　　　　　　　　　　　　　　　越前町 サバエシ エチゼンマチ		県 ケン		図上 ズジョウ		43474		・越前町道の駅「越前」において、一般人の車両が複数台盗難され、付近の海岸で不審な木造船発見
・越前陶芸村文化交流会館の施設内で、化学剤散布事案発生
・鯖江市西山公園でテログループが銃乱射、道の駅「西山公園」に立てこもり		Ｃテロ		2,700,000				防情室長 ボウ ジョウ シツチョウ		岩瀬 イワセ		藤本 フジモト

		11		23		愛知県 アイチケン		豊田市 トヨタシ		国 クニ		実動 ジツドウ		43476		・豊田スタジアムで爆破事案が発生
・スタジアム内に爆発物設置 ナイ バクハツブツ セッチ		Eテロ		9,997,356		19,440,000		国運補佐 コクウン ホサ		杉江 スギエ		海老澤
（中野） エビサワ

		12		3		岩手県 イワテケン		釜石市 カマイシシ		県 ケン		実動 ジツドウ		43480		・ラグビーワールドカップで使用するスタジアムでの化学剤（サリン）散布及び同施設駐車場で爆発事案を想定。 ドウ シセツ チュウシャジョウ		Cテロ
Ｅテロ		5,493,560				国運室長 コクウン シツチョウ		岩瀬 イワセ		藤本 フジモト

		13		24		三重県 ミエケン		桑名市 クワナシ		県 ケン		図上 ズジョウ		1"月"22"日"		・桑名駅において爆破物使用のテロが発生
・六華苑においてテログループによる立てこもりが発生		Ｅテロ		1,310,263				参事官 サンジカン		長竹 ナガタケ		藤本 フジモト				797723
512540

		14		15		新潟県 ニイガタケン		新潟市 ニイガタシ		県 ケン		図上 ズジョウ		43489		・上越市　上越妙高駅ホームで爆発事案発生
・新潟市　新潟駅で列車爆破事案発生
・朱鷺メッセ（イベント開催中）で不審物発見 ジョウエツシ ジョウエツ ミョウコウ エキ バクハツ ニイガタシ トキ フシンブツ ハッケン		Eテロ		2,100,781				国運補佐 コクウン ホサ		岩瀬 イワセ		海老澤 エビサワ

		15		47		沖縄県 オキナワケン		那覇市 ナハシ		県 ケン		図上・実動 ズジョウ ジツドウ		1月24日、25日 ガツ カ ニチ		・那覇市内で化学剤散布事案
・那覇市内博物館にたてこもり ナハシナイ カガクザイ サンプ ジアン ナハシナイ ハクブツカン		Ｃテロ		1,997,880				国保室長 コクホ シツチョウ		杉江 スギエ		近藤
（梅谷） コンドウ

		16		25		滋賀県 シガケン		東近江市 ヒガシオウミシ		県 ケン		図上 ズジョウ		43495		・ホール内でサリン（４kg）を散布され、死傷者約300名。
・周辺を警戒していたところ、駅前の不審車両から爆発物（80kg）を発見。		Ｃテロ		1,925,000				国運補佐 コクウン ホサ		細美補佐 サイミ ホサ		藤本 フジモト

		17		45		宮崎県 ミヤザキケン		宮崎市 ミヤザキシ		県 ケン		実動 ジツドウ		43496		・JR宮崎駅で不審物発見事案
・イオンモール宮崎で爆発事案
・コテージヒムカで立てこもり事案 ミヤザキ エキ ミヤザキ バクハツ ジアン タ ジアン		Ｅテロ		5,270,228				国保補佐
（南里） コクホ ホサ ナンリ		村上 ムラカミ		近藤 コンドウ

		18		43		熊本県 クマモトケン		熊本市 クマモトシ		国 クニ		図上 ズジョウ		43497		・ＪＲ熊本駅構内での大規模爆破事案
・えがお健康スタジアムにおける化学剤散布事案
・水前寺公園参道に爆発物設置		Ｃテロ
Ｅテロ		4,493,253		11,869,200		国運室長 コクウン シツチョウ		長竹 ナガタケ		甘利 アマリ

		19		27		大阪府 オオサカフ		大阪市 オオサカ シ		県 ケン		実動 ジツドウ		43136		・G20サミットを想定した、大阪国際見本市会場（インテックス大阪）及びその周辺空地での化学剤散布事案、不審物発見事案		Ｃテロ		5,891,239				参事官 サンジカン		長竹 ナガタケ		近藤
（吉田） コンドウ

		20		7		福島県 フクシマケン		福島市 フクシマシ		県 ケン		図上 ズジョウ		43504		・県営あづま球場内で爆発事案により、多数の死傷者発生
・とうほう・みんなの文化センターで不審物発見 ケンエイ キュウジョウ ナイ バクハツ シャ ハッセイ ブンカ フシンブツ ハッケン		Ｅテロ		2,079,137				国運室長 コクウン シツチョウ		岩瀬 イワセ		近藤
（佐々木） コンドウ

		21		17		石川県 イシカワケン		小松市 コマツシ		県 ケン		図上 ズジョウ		43509		・小松市民センターで爆破事案
・小松駅構内で爆発物発見 コマツ シミン バクハ ジアン コマツ エキ コウナイ バクハツブツ ハッケン		Ｅテロ		1,990,950				国運補佐 コクウン ホサ		長竹 ナガタケ		吉田
（佐々木） ヨシダ

		22		28		兵庫県 ヒョウゴケン		神戸市 コウベシ		県 ケン		図上・実動 ズジョウ ジツドウ		43513		・地下鉄御崎公園駅にて爆破予告及び不審物発見
・ノエビアスタジアム第1ゲートで化学剤散布 チカテツ ミサキ コウエン		Ｃテロ		5,499,784				防災課長 ボウサイ カチョウ		杉江 スギエ		吉田
（中野） ヨシダ

		23		36		徳島県 トクシマケン		松茂町 マツシゲ マチ		県 ケン		実動 ジツドウ		43155		・徳島阿波おどり空港到着ロビーにおける爆発事案発生
・その後犯人が逃走し、松茂町内の教育施設に立てこもる。 ジアン ハッセイ マツシゲチョウ ナイ キョウイク シセツ		Ｅテロ		5,986,765				国保室長 コクホ シツチョウ		杉江 スギエ		藤本
（甘利） フジモト

		24		25		神奈川県 カナガワケン		横浜市
藤沢市 ヨコハマシ フジサワシ		県 ケン		実動 ジツドウ		3"月"9"日"		・東京オリンピックの野球大会当日、横浜スタジアムにおいて、国際犯行グループが乗った大型トラックが暴走、爆発事案が発生する。
・犯行グループが乗船してきたとみられる大型旅客船内で爆破事案が発生する。
・湘南台駅にて、神経剤散布事案が発生する。 ヤキュウ タイカイ トウジツ ノ オオガタ ボウソウ バクハツ ハンコウ ジョウセン オオガタ バクハ ショウナンダイ エキ シンケイザイ サンプ		Ｃテロ
Ｅテロ		6,768,450				国運補佐 コクウン ホサ		細美補佐 サイミ ホサ		甘利 アマリ

		25				北海道 ホッカイドウ		札幌市 サッポロシ		県 ケン		図上 ズジョウ		43486		・北海道胆振東部地震の影響により中止 ホッカイドウ イブリ トウブ ジシン エイキョウ チュウシ				2,391,718												43486

		26		4		宮城県 ミヤギケン		仙台市
利府町 センダイシ リフ マチ		県 ケン		実動 ジツドウ		1"月"29"日"		・積雪等悪天候により中止 セキセツ トウ アクテンコウ チュウシ				5,499,721				国運室長 コクウン シツチョウ		岩瀬 イワセ		藤本 フジモト				43494

		27				岡山県 オカヤマケン		赤磐市 アカイワ シ		県 ケン		図上 ズジョウ		2"月"6"日"		・平成30年７月豪雨により中止 ヘイセイ ネン ガツ ゴウウ チュウシ				2,117,913												43502

		28				山口県 ヤマグチケン		長門市 ナガトシ		国 クニ		図上・実動 ズジョウ ジツドウ		43420		・平成30年７月豪雨による影響により中止 ヘイセイ ネン ガツ ゴウウ エイキョウ チュウシ				5,369,075		7,560,000										43420

		29				愛媛県 エヒメケン		西予市 ニシ シ		県 ケン		実動 ジツドウ		43820		・平成30年７月豪雨により中止				5,497,200												43820

																				120,110,693		47,648,952
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依頼シート

		年月日 ネンガッピ		都道
府県 トドウ フケン		区分 クブン		実績
(回数) ジッセキ カイスウ		シナリオ概要
（黄網掛けの国重点訓練については訓練概要を掲載） ガイヨウ キ アミカ クニ ジュウテン クンレン クンレン ガイヨウ ケイサイ		攻撃
傾型 コウゲキ ナダレ ガタ		対　 象
施設等 タイ ゾウ シセツ トウ		参   加
機関数 サン カ キカン スウ		参加
人数 サンカ ニンズウ

		reserved-43369x1F		大分県 オオイタケン		図上
及び
実働 ズジョウ オヨ ジツドウ		5		・別府市実相寺中央公園で爆破事案
・別府駅で爆発物発見
・大分銀行ドームで化学剤散布事案（図上訓練のみ）		Ｃ、Ｅテロ		大規模集客施設
駅 ダイキボ シュウキャク シセツ エキ		51		482

		2018"年"10"月"31"日"		富山県		実動		9		・南砺市福野体育館周辺での国際テロ組織による化学薬剤散布及び立てこもり事案を予定		Ｃテロ		大規模集客施設 ダイキボ シュウキャク シセツ		39		431

		2018"年"11"月"15"日"		山形県		図上		7		・JR新庄駅隣接施設で爆破事案
・市民文化会館に爆発物を所持し立てこもり		Eテロ		大規模集客施設 ダイキボ シュウキャク シセツ		47		193

		2018"年"11"月"20"日"		東京都		実動		7		・シンボルプロムナード公園で、化学剤散布事案発生
・爆破予告、不審物の発見（豊洲地区予定）		Ｃテロ		商業施設 ショウギョウ シセツ		10		349

		2018"年"11"月"20"日"		静岡県		図上		5		・伊豆ベロドロームで爆破事案発生
・テロ集団による修善寺駅近辺の爆破予告・不審物発見（複数個所）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・武装グループによる人質・立てこもり事案の発生		Eテロ		大規模集客施設
駅 ダイキボ シュウキャク シセツ エキ		39		276

		2018"年"11"月"21"日"		大阪府		実動		5		・花園ラグビー場バックスタンドで化学剤事案
・ラグビー場に向かう遊歩で爆破事案
・ラグビー場に向かう遊歩道に爆発物設置		Ｃ、Ｅテロ		大規模集客施設 ダイキボ シュウキャク シセツ		21		496

		2018"年"11"月"30"日"		福岡県		図上		6		博多の森球技場において、爆発事案が発生し、多数の死傷者が発生する。ラグビーＷＣのパブリックビューイングが開催中の博多駅で爆発物と思われる不審物が発見される。		Ｅテロ		大規模集客施設
駅 ダイキボ シュウキャク シセツ エキ		74		125

		2018"年"12"月"19"日"		茨城県		図上		5		・いきいき茨城ゆめ国体」及び関連イベント等を実施する県内の主要施設における爆破テロ
発 生　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・その後近隣商業施設でテログループの立てこもり事案を実		Ｅテロ		大規模集客施設
商業施設 ダイキボ シュウキャク シセツ ショウギョウ シセツ		86		252

		2018"年"12"月"26"日"		鹿児島県		図上		4		・鹿児島アリーナで爆破事案
・鹿児島中央駅地下通路で化学剤散布
・桜島フェリー鹿児島港で立てこもり事案		Ｃ、Ｅテロ		大規模集客施設
港 ダイキボ ミナト		66		250

		2019"年"1"月"9"日"		福井県		図上		12		・越前町道の駅「越前」において、一般人の車両が複数台盗難され、付近の海岸で不審な木造船発見
・越前陶芸村文化交流会館の施設内で、化学剤散布事案発生
・鯖江市西山公園でテログループが銃乱射、道の駅「西山公園」に立てこもり		Ｃテロ		商業施設
大規模集客施設 ショウギョウ シセツ ダイキボ シュウキャク シセツ		49		229

		年月日 ネンガッピ		都道
府県 トドウ フケン		区分 クブン		回 カイ		シナリオ概要
（※の国重点訓練については本資料に訓練概要を掲載） ガイヨウ クニ ジュウテン クンレン ホン シリョウ クンレン ガイヨウ ケイサイ		攻撃
傾型 コウゲキ ナダレ ガタ		対　 象
施設等 タイ ゾウ シセツ トウ		参   加
機関数 サン カ キカン スウ		参加
人数 サンカ ニンズウ

		2019"年"1"月"11"日"		愛知県		実動		5		・豊田スタジアムで爆破事案が発生
・スタジアム内に爆発物設置		Eテロ		大規模集客施設 ダイキボ シュウキャク シセツ		61		1500

		2019"年"1"月"15"日"		岩手県		実動		6		・ラグビーワールドカップで使用するスタジアムでの化学剤（サリン）散布及び同施設駐車場で爆発事案を想定。		Ｃ、Ｅテロ		大規模集客施設 ダイキボ シュウキャク シセツ		40		900

		2019"年"1"月"22"日"		三重県		図上		5		・桑名駅において爆破物使用のテロが発生
・六華苑においてテログループによる立てこもりが発生		Ｅテロ		駅
大規模集客施設 エキ ダイキボ シュウキャク シセツ		55		230

		2019"年"1"月"24"日"		新潟県		図上		4		・上越市　上越妙高駅ホームで爆発事案発生
・新潟市　新潟駅で列車爆破事案発生
・朱鷺メッセ（イベント開催中）で不審物発見		Eテロ		駅
大規模集客施設 エキ ダイキボ シュウキャク シセツ		61		288

		2019"年"1"月"25"日"		沖縄県		図上
及び
実動 オヨ		4		・那覇市内で化学剤散布事案
・那覇市内博物館にたてこもり		Ｃテロ		商業施設
大規模集客施設 ショウギョウ シセツ ダイキボ シュウキャク シセツ		63		550

		2019"年"1"月"30"日"		滋賀県		図上		5		・ホール内でサリン（４kg）を散布され、死傷者約300名。
・周辺を警戒していたところ、駅前の不審車両から爆発物（80kg）を発見。		Ｃテロ		大規模集客施設
駅 ダイキボ シュウキャク シセツ エキ		35		195

		2019"年"1"月"31"日"		宮崎県		実動		6		・JR宮崎駅で不審物発見事案
・イオンモール宮崎で爆発事案
・コテージヒムカで立てこもり事案		Ｅテロ		駅
商業施設 エキ ショウギョウ シセツ		56		575

		2019"年"2"月"1"日"		熊本県		図上		4		・ＪＲ熊本駅構内での大規模爆破事案
・えがお健康スタジアムにおける化学剤散布事案
・水前寺公園参道に爆発物設置		Ｃ、Ｅテロ		駅
大規模集客施設 エキ ダイキボ シュウキャク シセツ		23		240

		2019"年"2"月"5"日"		大阪府		実動		5		・G20サミットを想定した、大阪国際見本市会場（インテックス大阪）及びその周辺空地での化学剤散布事案、不審物発見事案		Ｃテロ		大規模集客施設 ダイキボ シュウキャク シセツ		27		550

		年月日 ネンガッピ		都道
府県 トドウ フケン		区分 クブン		回 カイ		シナリオ概要
（※の国重点訓練については本資料に訓練概要を掲載） ガイヨウ クニ ジュウテン クンレン ホン シリョウ クンレン ガイヨウ ケイサイ		攻撃
傾型 コウゲキ ナダレ ガタ		対　 象
施設等 タイ ゾウ シセツ トウ		参   加
機関数 サン カ キカン スウ		参加
人数 サンカ ニンズウ

		2019"年"2"月"8"日"		福島県		図上		4		・県営あづま球場内で爆発事案により、多数の死傷者発生
・とうほう・みんなの文化センターで不審物発見		Ｅテロ		大規模集客施設 ダイキボ シュウキャク シセツ		83		187

		2019"年"2"月"13"日"		石川県		図上		2		・小松市民センターで爆破事案
・小松駅構内で爆発物発見		Ｅテロ		大規模集客施設
駅 ダイキボ シュウキャク シセツ エキ		46		199

		2019"年"2"月"17"日"		兵庫県		図上
及び
実動 オヨ		4		・地下鉄御崎公園駅にて爆破予告及び不審物発見
・ノエビアスタジアム第1ゲートで化学剤散布		Ｃテロ		駅
大規模集客施設 エキ ダイキボ シュウキャク シセツ		154		1165

		2019"年"2"月"24"日"		徳島県		実動		12		・徳島阿波おどり空港到着ロビーにおける爆発事案発生
・その後犯人が逃走し、松茂町内の教育施設に立てこもる。		Ｅテロ		空港
学校 クウコウ ガッコウ		29		391

		2019"年"3"月"9"日"		神奈川県		実動		6		・東京オリンピックの野球大会当日、横浜スタジアムにおいて、国際犯行グループが乗った大型トラックが暴走、爆発事案が発生する。
・犯行グループが乗船してきたとみられる大型旅客船内で爆破事案が発生する。
・湘南台駅にて、神経剤散布事案が発生する。		Ｃ、Ｅテロ		大規模集客施設
駅 ダイキボ シュウキャク シセツ エキ		66		1257











































































依頼シート (2)

		年月日 ネンガッピ		都道
府県 トドウ フケン		区分 クブン		実績
(回数) ジッセキ カイスウ		シナリオ概要
（黄網掛けの国重点訓練については訓練概要を掲載） ガイヨウ キ アミカ クニ ジュウテン クンレン クンレン ガイヨウ ケイサイ		攻撃
傾型 コウゲキ ナダレ ガタ		対　 象
施設等 タイ ゾウ シセツ トウ		参   加
機関数 サン カ キカン スウ		参加
人数 サンカ ニンズウ

		reserved-43369x1F		大分県 オオイタケン		図上
及び
実働 ズジョウ オヨ ジツドウ		5		・別府市実相寺中央公園で爆破事案
・別府駅で爆発物発見
・大分銀行ドームで化学剤散布事案（図上訓練のみ）		Ｃ、Ｅテロ		大規模集客施設
駅 ダイキボ シュウキャク シセツ エキ		51		482

		2018"年"10"月"31"日"		富山県		実動		9		・南砺市福野体育館周辺での国際テロ組織による化学薬剤散布
　及び立てこもり事案を予定		Ｃテロ		大規模集客施設 ダイキボ シュウキャク シセツ		39		431

		2018"年"11"月"15"日"		山形県		図上		7		・JR新庄駅隣接施設で爆破事案
・市民文化会館に爆発物を所持し立てこもり		Eテロ		大規模集客施設 ダイキボ シュウキャク シセツ		47		193

		2018"年"11"月"20"日"		東京都		実動		7		・シンボルプロムナード公園で、化学剤散布事案発生
・爆破予告、不審物の発見（豊洲地区予定）		Ｃテロ		商業施設 ショウギョウ シセツ		10		349

		2018"年"11"月"20"日"		静岡県		図上		5		・伊豆ベロドロームで爆破事案発生
・テロ集団による修善寺駅近辺の爆破予告・不審物発見
　（複数個所）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・武装グループによる人質・立てこもり事案の発生 フクスウ カショ		Eテロ		大規模集客施設
駅 ダイキボ シュウキャク シセツ エキ		39		276

		2018"年"11"月"21"日"		大阪府		実動		5		・花園ラグビー場バックスタンドで化学剤事案
・ラグビー場に向かう遊歩で爆破事案
・ラグビー場に向かう遊歩道に爆発物設置		Ｃ、Ｅテロ		大規模集客施設 ダイキボ シュウキャク シセツ		21		496

		2018"年"11"月"30"日"		福岡県		図上		6		・博多の森球技場において爆発事案が発生し、多数の死傷者が
　発生
・ラグビーＷＣのパブリックビューイングが開催中の博多駅で
　爆発物と思われる不審物が発見される。 ハカタ		Ｅテロ		大規模集客施設
駅 ダイキボ シュウキャク シセツ エキ		74		125

		2018"年"12"月"19"日"		茨城県		図上		5		・いきいき茨城ゆめ国体」及び関連イベント等を実施する県内
　の主要施設における爆破テロ発生　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・その後近隣商業施設でテログループの立てこもり事案を実施 ジッシ		Ｅテロ		大規模集客施設
商業施設 ダイキボ シュウキャク シセツ ショウギョウ シセツ		86		252

		年月日 ネンガッピ		都道
府県 トドウ フケン		区分 クブン		実績
(回数) ジッセキ カイスウ		シナリオ概要 ガイヨウ		攻撃
傾型 コウゲキ ナダレ ガタ		対　 象
施設等 タイ ゾウ シセツ トウ		参   加
機関数 サン カ キカン スウ		参加
人数 サンカ ニンズウ

		2018"年"12"月"26"日"		鹿児島県		図上		4		・鹿児島アリーナで爆破事案
・鹿児島中央駅地下通路で化学剤散布
・桜島フェリー鹿児島港で立てこもり事案		Ｃ、Ｅテロ		大規模集客施設
港 ダイキボ ミナト		66		250

		2019"年"1"月"9"日"		福井県		図上		12		・越前町道の駅「越前」において、一般人の車両が複数台盗難
　され、付近の海岸で不審な木造船発見
・越前陶芸村文化交流会館の施設内で、化学剤散布事案発生
・鯖江市西山公園でテログループが銃乱射、道の駅「西山公
　園」に立てこもり		Ｃテロ		商業施設
大規模集客施設 ショウギョウ シセツ ダイキボ シュウキャク シセツ		49		229

		2019"年"1"月"11"日"		愛知県		実動		5		・豊田スタジアムで爆破事案が発生
・スタジアム内に爆発物設置		Eテロ		大規模集客施設 ダイキボ シュウキャク シセツ		61		1,500

		2019"年"1"月"15"日"		岩手県		実動		6		・ラグビーワールドカップで使用するスタジアムでの化学剤
　（サリン）散布及び同施設駐車場で爆発事案を想定		Ｃ、Ｅテロ		大規模集客施設 ダイキボ シュウキャク シセツ		40		900

		2019"年"1"月"22"日"		三重県		図上		5		・桑名駅において爆破物使用のテロが発生
・六華苑においてテログループによる立てこもりが発生		Ｅテロ		駅
大規模集客施設 エキ ダイキボ シュウキャク シセツ		55		230

		2019"年"1"月"24"日"		新潟県		図上		4		・上越市　上越妙高駅ホームで爆発事案発生
・新潟市　新潟駅で列車爆破事案発生
・朱鷺メッセ（イベント開催中）で不審物発見		Eテロ		駅
大規模集客施設 エキ ダイキボ シュウキャク シセツ		61		288

		2019"年"1"月"25"日"		沖縄県		実動及び図上 オヨ ズジョウ		4		・那覇市内で化学剤散布事案
・那覇市内博物館にたてこもり		Ｃテロ		商業施設
大規模集客施設 ショウギョウ シセツ ダイキボ シュウキャク シセツ		63		550

		2019"年"1"月"30"日"		滋賀県		図上		5		・ホール内でサリン（４kg）が散布され、死傷者約300名。
・周辺を警戒していたところ、駅前の不審車両から爆発物
　（80kg）を発見		Ｃテロ		大規模集客施設
駅 ダイキボ シュウキャク シセツ エキ		35		195

		年月日 ネンガッピ		都道
府県 トドウ フケン		区分 クブン		実績
(回数) ジッセキ カイスウ		シナリオ概要
（黄網掛けの国重点訓練については訓練概要を掲載） ガイヨウ キ アミカ クニ ジュウテン クンレン クンレン ガイヨウ ケイサイ		攻撃
傾型 コウゲキ ナダレ ガタ		対　 象
施設等 タイ ゾウ シセツ トウ		参   加
機関数 サン カ キカン スウ		参加
人数 サンカ ニンズウ

		2019"年"1"月"31"日"		宮崎県		実動		6		・JR宮崎駅で不審物発見事案
・イオンモール宮崎で爆発事案
・コテージヒムカで立てこもり事案		Ｅテロ		駅
商業施設 エキ ショウギョウ シセツ		56		575

		2019"年"2"月"1"日"		熊本県		図上		4		・ＪＲ熊本駅構内での大規模爆破事案
・えがお健康スタジアムにおける化学剤散布事案
・水前寺公園参道に爆発物設置		Ｃ、Ｅテロ		駅
大規模集客施設 エキ ダイキボ シュウキャク シセツ		23		240

		2019"年"2"月"5"日"		大阪府		実動		5		・G20サミットを想定した、大阪国際見本市会場（インテック
　ス大阪）及びその周辺空地での化学剤散布事案、不審物発見
　事案 ハッケン		Ｃテロ		大規模集客施設 ダイキボ シュウキャク シセツ		27		550

		2019"年"2"月"8"日"		福島県		図上		4		・県営あづま球場内で爆発事案により、多数の死傷者発生
・とうほう・みんなの文化センターで不審物発見		Ｅテロ		大規模集客施設 ダイキボ シュウキャク シセツ		83		187

		2019"年"2"月"13"日"		石川県		図上		2		・小松市民センターで爆破事案
・小松駅構内で爆発物発見		Ｅテロ		大規模集客施設
駅 ダイキボ シュウキャク シセツ エキ		46		199

		2019"年"2"月"17"日"		兵庫県		図上
及び
実動 オヨ		4		・地下鉄御崎公園駅にて爆破予告及び不審物発見
・ノエビアスタジアム第1ゲートで化学剤散布		Ｃテロ		駅
大規模集客施設 エキ ダイキボ シュウキャク シセツ		154		1165

		2019"年"2"月"24"日"		徳島県		実動		12		・徳島阿波おどり空港到着ロビーにおける爆発事案発生
・その後犯人が逃走し、松茂町内の教育施設に立てこもる。		Ｅテロ		空港
学校 クウコウ ガッコウ		29		391

		2019"年"3"月"9"日"		神奈川県		実動		6		・東京オリンピックの野球大会当日、横浜スタジアムにおいて、
　国際犯行グループが乗った大型トラックが暴走、爆発事案が
　発生
・犯行グループが乗船してきたとみられる大型旅客船内で
　爆破事案が発生
・湘南台駅にて、神経剤散布事案が発生		Ｃ、Ｅテロ		大規模集客施設
駅 ダイキボ シュウキャク シセツ エキ		66		1257
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※ 大阪府は大阪市（H30.11.21）と東大阪市（H31.2.5）において、別想定で実動訓練を実施。

１.平成３０年度 国民保護共同訓練の実施状況

（３）訓練の実施状況 ③

年月日
都道
府県

区分
実績

(回数)
シナリオ概要

攻撃
傾型

対　 象
施設等

参   加
機関数

参加
人数

2019年1月31日 宮崎県 実動 6

・JR宮崎駅で不審物発見事案
・イオンモール宮崎で爆発事案
・コテージヒムカで立てこもり事案

Ｅテロ
駅
商業施設

56 575

2019年2月1日 熊本県 図上 4

・ＪＲ熊本駅構内での大規模爆破事案
・えがお健康スタジアムにおける化学剤散布事案
・水前寺公園参道に爆発物設置

Ｃ、Ｅテロ
駅
大規模集客施設

23 240

2019年2月5日 大阪府 実動 5

・G20サミットを想定した、大阪国際見本市会場（インテック
ス大阪）及びその周辺空地での化学剤散布事案、不審物発見
事案

Ｃテロ 大規模集客施設 27 550

2019年2月8日 福島県 図上 4
・県営あづま球場内で爆発事案により、多数の死傷者発生
・とうほう・みんなの文化センターで不審物発見

Ｅテロ 大規模集客施設 83 187

2019年2月13日 石川県 図上 2
・小松市民センターで爆破事案
・小松駅構内で爆発物発見

Ｅテロ
大規模集客施設
駅

46 199

2019年2月17日 兵庫県
実動
及び
図上

4
・地下鉄御崎公園駅にて爆破予告及び不審物発見
・ノエビアスタジアム第1ゲートで化学剤散布

Ｃテロ
駅
大規模集客施設

154 1,165

2019年2月24日 徳島県 実動 12
・徳島阿波おどり空港到着ロビーにおける爆発事案発生
・その後犯人が逃走し、松茂町内の教育施設に立てこもり。

Ｅテロ
空港
学校

29 391

2019年3月9日 神奈川県 実動 6

・東京オリンピックの野球大会当日、横浜スタジアムにおいて
国際犯行グループが乗った大型トラックが暴走、爆発事案が
発生

・犯行グループが乗船してきたとみられる大型旅客船内で爆破
事案が発生

・湘南台駅にて、神経剤散布事案が発生

Ｃ、Ｅテロ
大規模集客施設
駅

66 1,257

黄着色は国重点訓練
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				平成30年度国民保護共同訓練 ヘイセイ ネンド コクミン ホゴ キョウドウ クンレン

						H31.1.29現在																単位：円 タンイ エン

				建制順 タ		県名 ケンメイ		市名 シ メイ		主導 シュドウ		種別 シュベツ		実施時期　　　　　　　　　　（予定） ジッシ ジキ ヨテイ		シナリオ概要 ガイヨウ		区分 クブン		交付決定額
（消防庁） コウフ ケッテイ ガク ショウボウチョウ		契約額
（内閣官房） ケイヤク ガク ナイカク カンボウ		室長・補佐 シツチョウ ホサ		訓練担当 クンレン タントウ		内閣官房
※1  ※2 ナイカク カンボウ

		1		44		大分県 オオイタケン		大分市
別府市 オオイタシ ベップシ		県 ケン		図上・実動 ズジョウ ジツドウ		43349		・別府市実相寺中央公園で爆破事案
・別府駅で爆発物発見
・大分銀行ドームで化学剤散布事案（図上訓練のみ） チュウオウ コウエン バクハ ジアン バクハツブツ ハッケン オオイタ ギンコウ カガクザイ サンプ ジアン ズジョウ クンレン		Ｃテロ
Ｅテロ		5,498,104				国運室長 コクウン シツチョウ		杉江 スギエ		海老澤 エビサワ

														43369										国運室長 コクウン シツチョウ		杉江 スギエ

		2		16		富山県 トヤマケン		南砺市 ナントシ		県 ケン		実動 ジツドウ		43404		・南砺市福野体育館周辺での国際テロ組織による化学薬剤散布及び立てこもり事案を予定 ナントシ フクノ タイイクカン シュウヘン コクサイ カガク ヤクザイ サンプ オヨ		Ｃテロ		6,000,000				国運室長 コクウン シツチョウ		村上 ムラカミ		近藤 コンドウ

		3		6		山形県 ヤマガタケン		新庄市 シンジョウ シ		県 ケン		図上 ズジョウ		43419		・JR新庄駅隣接施設で爆破事案
・市民文化会館に爆発物を所持し立てこもり シンジョウエキ リンセツ シセツ バクハ ジアン シミン ブンカ カイカン バクハツブツ ショジ タ		Eテロ		1,767,330				国運補佐 コクウン ホサ		杉江 スギエ		藤本 フジモト

		4		13		東京都 トウキョウト		江東区 コウトウク		県 ケン		実動 ジツドウ		43424		・シンボルプロムナード公園で、化学剤散布事案発生
・爆破予告、不審物の発見（豊洲地区予定） コウエン カガク ザイ サンプ ジアン ハッセイ バクハ ヨコク フシンブツ ハッケン トヨス チク ヨテイ		Ｃテロ		5,394,630				国保室長 コクホ シツチョウ		長竹 ナガタケ		甘利 アマリ

		5		22		静岡県 シズオカケン		伊豆市 イズ シ		国 クニ		図上 ズジョウ		11"月"20"日"		・伊豆ベロドロームで爆破事案発生
・テロ集団による修善寺駅近辺の爆破予告・不審物発見（複数個所）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・武装グループによる人質・立てこもり事案の発生		Eテロ		4,999,825		8,779,752		国運補佐 コクウン ホサ		岩瀬 イワセ		海老澤
(佐々木) エビサワ

		6		27		大阪府 オオサカフ		東大阪市 ヒガシオオサカシ		県 ケン		実動 ジツドウ		43425		・花園ラグビー場バックスタンドで化学剤事案
・ラグビー場に向かう遊歩で爆破事案
・ラグビー場に向かう遊歩道に爆発物設置 バクハ ジアン		Ｃテロ
Ｅテロ		5,527,688				国保室長 コクホ シツチョウ		杉江 スギエ		甘利 アマリ

		7		40		福岡県 フクオカケン		福岡市 フクオカシ		県 ケン		図上 ズジョウ		11"月"30"日"		博多の森球技場において、爆発事案が発生し、多数の死傷者が発生する。ラグビーＷＣのパブリックビューイングが開催中の博多駅で爆発物と思われる不審物が発見される。 エキ バクハツブツ オモ フシンブツ ハッケン		Ｅテロ		2,413,483				国保補佐
（安西） コクホ ホサ アンザイ		岩瀬 イワセ		近藤 コンドウ				1244423
1169060

		8		8		茨城県 イバラギケン		ひたちなか市 シ		県 ケン		図上 ズジョウ		43453		・いきいき茨城ゆめ国体」及び関連イベント等を実施する県内の主要施設における爆破テロ発生　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・その後近隣商業施設でテログループの立てこもり事案を実 ハッセイ		Ｅテロ		2,129,394				防災課長 ボウサイ カチョウ		村上 ムラカミ		近藤 コンドウ

		9		46		鹿児島県 カゴシマケン		鹿児島市 カゴシマシ		県 ケン		図上 ズジョウ		43460		・鹿児島アリーナで爆破事案
・鹿児島中央駅地下通路で化学剤散布
・桜島フェリー鹿児島港で立てこもり事案		Ｃテロ
Ｅテロ		1,999,966				国運補佐 コクウン ホサ		杉江 スギエ		海老澤 エビサワ

		10		18		福井県 フクイケン		鯖江市　　　　　　　　　　　　　　　　越前町 サバエシ エチゼンマチ		県 ケン		図上 ズジョウ		43474		・越前町道の駅「越前」において、一般人の車両が複数台盗難され、付近の海岸で不審な木造船発見
・越前陶芸村文化交流会館の施設内で、化学剤散布事案発生
・鯖江市西山公園でテログループが銃乱射、道の駅「西山公園」に立てこもり		Ｃテロ		2,700,000				防情室長 ボウ ジョウ シツチョウ		岩瀬 イワセ		藤本 フジモト

		11		23		愛知県 アイチケン		豊田市 トヨタシ		国 クニ		実動 ジツドウ		43476		・豊田スタジアムで爆破事案が発生
・スタジアム内に爆発物設置 ナイ バクハツブツ セッチ		Eテロ		9,997,356		19,440,000		国運補佐 コクウン ホサ		杉江 スギエ		海老澤
（中野） エビサワ

		12		3		岩手県 イワテケン		釜石市 カマイシシ		県 ケン		実動 ジツドウ		43480		・ラグビーワールドカップで使用するスタジアムでの化学剤（サリン）散布及び同施設駐車場で爆発事案を想定。 ドウ シセツ チュウシャジョウ		Cテロ
Ｅテロ		5,493,560				国運室長 コクウン シツチョウ		岩瀬 イワセ		藤本 フジモト

		13		24		三重県 ミエケン		桑名市 クワナシ		県 ケン		図上 ズジョウ		1"月"22"日"		・桑名駅において爆破物使用のテロが発生
・六華苑においてテログループによる立てこもりが発生		Ｅテロ		1,310,263				参事官 サンジカン		長竹 ナガタケ		藤本 フジモト				797723
512540

		14		15		新潟県 ニイガタケン		新潟市 ニイガタシ		県 ケン		図上 ズジョウ		43489		・上越市　上越妙高駅ホームで爆発事案発生
・新潟市　新潟駅で列車爆破事案発生
・朱鷺メッセ（イベント開催中）で不審物発見 ジョウエツシ ジョウエツ ミョウコウ エキ バクハツ ニイガタシ トキ フシンブツ ハッケン		Eテロ		2,100,781				国運補佐 コクウン ホサ		岩瀬 イワセ		海老澤 エビサワ

		15		47		沖縄県 オキナワケン		那覇市 ナハシ		県 ケン		図上・実動 ズジョウ ジツドウ		1月24日、25日 ガツ カ ニチ		・那覇市内で化学剤散布事案
・那覇市内博物館にたてこもり ナハシナイ カガクザイ サンプ ジアン ナハシナイ ハクブツカン		Ｃテロ		1,997,880				国保室長 コクホ シツチョウ		杉江 スギエ		近藤
（梅谷） コンドウ

		16		25		滋賀県 シガケン		東近江市 ヒガシオウミシ		県 ケン		図上 ズジョウ		43495		・ホール内でサリン（４kg）を散布され、死傷者約300名。
・周辺を警戒していたところ、駅前の不審車両から爆発物（80kg）を発見。		Ｃテロ		1,925,000				国運補佐 コクウン ホサ		細美補佐 サイミ ホサ		藤本 フジモト

		17		45		宮崎県 ミヤザキケン		宮崎市 ミヤザキシ		県 ケン		実動 ジツドウ		43496		・JR宮崎駅で不審物発見事案
・イオンモール宮崎で爆発事案
・コテージヒムカで立てこもり事案 ミヤザキ エキ ミヤザキ バクハツ ジアン タ ジアン		Ｅテロ		5,270,228				国保補佐
（南里） コクホ ホサ ナンリ		村上 ムラカミ		近藤 コンドウ

		18		43		熊本県 クマモトケン		熊本市 クマモトシ		国 クニ		図上 ズジョウ		43497		・ＪＲ熊本駅構内での大規模爆破事案
・えがお健康スタジアムにおける化学剤散布事案
・水前寺公園参道に爆発物設置		Ｃテロ
Ｅテロ		4,493,253		11,869,200		国運室長 コクウン シツチョウ		長竹 ナガタケ		甘利 アマリ

		19		27		大阪府 オオサカフ		大阪市 オオサカ シ		県 ケン		実動 ジツドウ		43136		・G20サミットを想定した、大阪国際見本市会場（インテックス大阪）及びその周辺空地での化学剤散布事案、不審物発見事案		Ｃテロ		5,891,239				参事官 サンジカン		長竹 ナガタケ		近藤
（吉田） コンドウ

		20		7		福島県 フクシマケン		福島市 フクシマシ		県 ケン		図上 ズジョウ		43504		・県営あづま球場内で爆発事案により、多数の死傷者発生
・とうほう・みんなの文化センターで不審物発見 ケンエイ キュウジョウ ナイ バクハツ シャ ハッセイ ブンカ フシンブツ ハッケン		Ｅテロ		2,079,137				国運室長 コクウン シツチョウ		岩瀬 イワセ		近藤
（佐々木） コンドウ

		21		17		石川県 イシカワケン		小松市 コマツシ		県 ケン		図上 ズジョウ		43509		・小松市民センターで爆破事案
・小松駅構内で爆発物発見 コマツ シミン バクハ ジアン コマツ エキ コウナイ バクハツブツ ハッケン		Ｅテロ		1,990,950				国運補佐 コクウン ホサ		長竹 ナガタケ		吉田
（佐々木） ヨシダ

		22		28		兵庫県 ヒョウゴケン		神戸市 コウベシ		県 ケン		図上・実動 ズジョウ ジツドウ		43513		・地下鉄御崎公園駅にて爆破予告及び不審物発見
・ノエビアスタジアム第1ゲートで化学剤散布 チカテツ ミサキ コウエン		Ｃテロ		5,499,784				防災課長 ボウサイ カチョウ		杉江 スギエ		吉田
（中野） ヨシダ

		23		36		徳島県 トクシマケン		松茂町 マツシゲ マチ		県 ケン		実動 ジツドウ		43155		・徳島阿波おどり空港到着ロビーにおける爆発事案発生
・その後犯人が逃走し、松茂町内の教育施設に立てこもる。 ジアン ハッセイ マツシゲチョウ ナイ キョウイク シセツ		Ｅテロ		5,986,765				国保室長 コクホ シツチョウ		杉江 スギエ		藤本
（甘利） フジモト

		24		25		神奈川県 カナガワケン		横浜市
藤沢市 ヨコハマシ フジサワシ		県 ケン		実動 ジツドウ		3"月"9"日"		・東京オリンピックの野球大会当日、横浜スタジアムにおいて、国際犯行グループが乗った大型トラックが暴走、爆発事案が発生する。
・犯行グループが乗船してきたとみられる大型旅客船内で爆破事案が発生する。
・湘南台駅にて、神経剤散布事案が発生する。 ヤキュウ タイカイ トウジツ ノ オオガタ ボウソウ バクハツ ハンコウ ジョウセン オオガタ バクハ ショウナンダイ エキ シンケイザイ サンプ		Ｃテロ
Ｅテロ		6,768,450				国運補佐 コクウン ホサ		細美補佐 サイミ ホサ		甘利 アマリ

		25				北海道 ホッカイドウ		札幌市 サッポロシ		県 ケン		図上 ズジョウ		43486		・北海道胆振東部地震の影響により中止 ホッカイドウ イブリ トウブ ジシン エイキョウ チュウシ				2,391,718												43486

		26		4		宮城県 ミヤギケン		仙台市
利府町 センダイシ リフ マチ		県 ケン		実動 ジツドウ		1"月"29"日"		・積雪等悪天候により中止 セキセツ トウ アクテンコウ チュウシ				5,499,721				国運室長 コクウン シツチョウ		岩瀬 イワセ		藤本 フジモト				43494

		27				岡山県 オカヤマケン		赤磐市 アカイワ シ		県 ケン		図上 ズジョウ		2"月"6"日"		・平成30年７月豪雨により中止 ヘイセイ ネン ガツ ゴウウ チュウシ				2,117,913												43502

		28				山口県 ヤマグチケン		長門市 ナガトシ		国 クニ		図上・実動 ズジョウ ジツドウ		43420		・平成30年７月豪雨による影響により中止 ヘイセイ ネン ガツ ゴウウ エイキョウ チュウシ				5,369,075		7,560,000										43420

		29				愛媛県 エヒメケン		西予市 ニシ シ		県 ケン		実動 ジツドウ		43820		・平成30年７月豪雨により中止				5,497,200												43820

																				120,110,693		47,648,952
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依頼シート

		年月日 ネンガッピ		都道
府県 トドウ フケン		区分 クブン		実績
(回数) ジッセキ カイスウ		シナリオ概要
（黄網掛けの国重点訓練については訓練概要を掲載） ガイヨウ キ アミカ クニ ジュウテン クンレン クンレン ガイヨウ ケイサイ		攻撃
傾型 コウゲキ ナダレ ガタ		対　 象
施設等 タイ ゾウ シセツ トウ		参   加
機関数 サン カ キカン スウ		参加
人数 サンカ ニンズウ

		reserved-43369x1F		大分県 オオイタケン		図上
及び
実働 ズジョウ オヨ ジツドウ		5		・別府市実相寺中央公園で爆破事案
・別府駅で爆発物発見
・大分銀行ドームで化学剤散布事案（図上訓練のみ）		Ｃ、Ｅテロ		大規模集客施設
駅 ダイキボ シュウキャク シセツ エキ		51		482

		2018"年"10"月"31"日"		富山県		実動		9		・南砺市福野体育館周辺での国際テロ組織による化学薬剤散布及び立てこもり事案を予定		Ｃテロ		大規模集客施設 ダイキボ シュウキャク シセツ		39		431

		2018"年"11"月"15"日"		山形県		図上		7		・JR新庄駅隣接施設で爆破事案
・市民文化会館に爆発物を所持し立てこもり		Eテロ		大規模集客施設 ダイキボ シュウキャク シセツ		47		193

		2018"年"11"月"20"日"		東京都		実動		7		・シンボルプロムナード公園で、化学剤散布事案発生
・爆破予告、不審物の発見（豊洲地区予定）		Ｃテロ		商業施設 ショウギョウ シセツ		10		349

		2018"年"11"月"20"日"		静岡県		図上		5		・伊豆ベロドロームで爆破事案発生
・テロ集団による修善寺駅近辺の爆破予告・不審物発見（複数個所）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・武装グループによる人質・立てこもり事案の発生		Eテロ		大規模集客施設
駅 ダイキボ シュウキャク シセツ エキ		39		276

		2018"年"11"月"21"日"		大阪府		実動		5		・花園ラグビー場バックスタンドで化学剤事案
・ラグビー場に向かう遊歩で爆破事案
・ラグビー場に向かう遊歩道に爆発物設置		Ｃ、Ｅテロ		大規模集客施設 ダイキボ シュウキャク シセツ		21		496

		2018"年"11"月"30"日"		福岡県		図上		6		博多の森球技場において、爆発事案が発生し、多数の死傷者が発生する。ラグビーＷＣのパブリックビューイングが開催中の博多駅で爆発物と思われる不審物が発見される。		Ｅテロ		大規模集客施設
駅 ダイキボ シュウキャク シセツ エキ		74		125

		2018"年"12"月"19"日"		茨城県		図上		5		・いきいき茨城ゆめ国体」及び関連イベント等を実施する県内の主要施設における爆破テロ
発 生　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・その後近隣商業施設でテログループの立てこもり事案を実		Ｅテロ		大規模集客施設
商業施設 ダイキボ シュウキャク シセツ ショウギョウ シセツ		86		252

		2018"年"12"月"26"日"		鹿児島県		図上		4		・鹿児島アリーナで爆破事案
・鹿児島中央駅地下通路で化学剤散布
・桜島フェリー鹿児島港で立てこもり事案		Ｃ、Ｅテロ		大規模集客施設
港 ダイキボ ミナト		66		250

		2019"年"1"月"9"日"		福井県		図上		12		・越前町道の駅「越前」において、一般人の車両が複数台盗難され、付近の海岸で不審な木造船発見
・越前陶芸村文化交流会館の施設内で、化学剤散布事案発生
・鯖江市西山公園でテログループが銃乱射、道の駅「西山公園」に立てこもり		Ｃテロ		商業施設
大規模集客施設 ショウギョウ シセツ ダイキボ シュウキャク シセツ		49		229

		年月日 ネンガッピ		都道
府県 トドウ フケン		区分 クブン		回 カイ		シナリオ概要
（※の国重点訓練については本資料に訓練概要を掲載） ガイヨウ クニ ジュウテン クンレン ホン シリョウ クンレン ガイヨウ ケイサイ		攻撃
傾型 コウゲキ ナダレ ガタ		対　 象
施設等 タイ ゾウ シセツ トウ		参   加
機関数 サン カ キカン スウ		参加
人数 サンカ ニンズウ

		2019"年"1"月"11"日"		愛知県		実動		5		・豊田スタジアムで爆破事案が発生
・スタジアム内に爆発物設置		Eテロ		大規模集客施設 ダイキボ シュウキャク シセツ		61		1500

		2019"年"1"月"15"日"		岩手県		実動		6		・ラグビーワールドカップで使用するスタジアムでの化学剤（サリン）散布及び同施設駐車場で爆発事案を想定。		Ｃ、Ｅテロ		大規模集客施設 ダイキボ シュウキャク シセツ		40		900

		2019"年"1"月"22"日"		三重県		図上		5		・桑名駅において爆破物使用のテロが発生
・六華苑においてテログループによる立てこもりが発生		Ｅテロ		駅
大規模集客施設 エキ ダイキボ シュウキャク シセツ		55		230

		2019"年"1"月"24"日"		新潟県		図上		4		・上越市　上越妙高駅ホームで爆発事案発生
・新潟市　新潟駅で列車爆破事案発生
・朱鷺メッセ（イベント開催中）で不審物発見		Eテロ		駅
大規模集客施設 エキ ダイキボ シュウキャク シセツ		61		288

		2019"年"1"月"25"日"		沖縄県		図上
及び
実動 オヨ		4		・那覇市内で化学剤散布事案
・那覇市内博物館にたてこもり		Ｃテロ		商業施設
大規模集客施設 ショウギョウ シセツ ダイキボ シュウキャク シセツ		63		550

		2019"年"1"月"30"日"		滋賀県		図上		5		・ホール内でサリン（４kg）を散布され、死傷者約300名。
・周辺を警戒していたところ、駅前の不審車両から爆発物（80kg）を発見。		Ｃテロ		大規模集客施設
駅 ダイキボ シュウキャク シセツ エキ		35		195

		2019"年"1"月"31"日"		宮崎県		実動		6		・JR宮崎駅で不審物発見事案
・イオンモール宮崎で爆発事案
・コテージヒムカで立てこもり事案		Ｅテロ		駅
商業施設 エキ ショウギョウ シセツ		56		575

		2019"年"2"月"1"日"		熊本県		図上		4		・ＪＲ熊本駅構内での大規模爆破事案
・えがお健康スタジアムにおける化学剤散布事案
・水前寺公園参道に爆発物設置		Ｃ、Ｅテロ		駅
大規模集客施設 エキ ダイキボ シュウキャク シセツ		23		240

		2019"年"2"月"5"日"		大阪府		実動		5		・G20サミットを想定した、大阪国際見本市会場（インテックス大阪）及びその周辺空地での化学剤散布事案、不審物発見事案		Ｃテロ		大規模集客施設 ダイキボ シュウキャク シセツ		27		550

		年月日 ネンガッピ		都道
府県 トドウ フケン		区分 クブン		回 カイ		シナリオ概要
（※の国重点訓練については本資料に訓練概要を掲載） ガイヨウ クニ ジュウテン クンレン ホン シリョウ クンレン ガイヨウ ケイサイ		攻撃
傾型 コウゲキ ナダレ ガタ		対　 象
施設等 タイ ゾウ シセツ トウ		参   加
機関数 サン カ キカン スウ		参加
人数 サンカ ニンズウ

		2019"年"2"月"8"日"		福島県		図上		4		・県営あづま球場内で爆発事案により、多数の死傷者発生
・とうほう・みんなの文化センターで不審物発見		Ｅテロ		大規模集客施設 ダイキボ シュウキャク シセツ		83		187

		2019"年"2"月"13"日"		石川県		図上		2		・小松市民センターで爆破事案
・小松駅構内で爆発物発見		Ｅテロ		大規模集客施設
駅 ダイキボ シュウキャク シセツ エキ		46		199

		2019"年"2"月"17"日"		兵庫県		図上
及び
実動 オヨ		4		・地下鉄御崎公園駅にて爆破予告及び不審物発見
・ノエビアスタジアム第1ゲートで化学剤散布		Ｃテロ		駅
大規模集客施設 エキ ダイキボ シュウキャク シセツ		154		1165

		2019"年"2"月"24"日"		徳島県		実動		12		・徳島阿波おどり空港到着ロビーにおける爆発事案発生
・その後犯人が逃走し、松茂町内の教育施設に立てこもる。		Ｅテロ		空港
学校 クウコウ ガッコウ		29		391

		2019"年"3"月"9"日"		神奈川県		実動		6		・東京オリンピックの野球大会当日、横浜スタジアムにおいて、国際犯行グループが乗った大型トラックが暴走、爆発事案が発生する。
・犯行グループが乗船してきたとみられる大型旅客船内で爆破事案が発生する。
・湘南台駅にて、神経剤散布事案が発生する。		Ｃ、Ｅテロ		大規模集客施設
駅 ダイキボ シュウキャク シセツ エキ		66		1257











































































依頼シート (2)

		年月日 ネンガッピ		都道
府県 トドウ フケン		区分 クブン		実績
(回数) ジッセキ カイスウ		シナリオ概要
（黄網掛けの国重点訓練については訓練概要を掲載） ガイヨウ キ アミカ クニ ジュウテン クンレン クンレン ガイヨウ ケイサイ		攻撃
傾型 コウゲキ ナダレ ガタ		対　 象
施設等 タイ ゾウ シセツ トウ		参   加
機関数 サン カ キカン スウ		参加
人数 サンカ ニンズウ

		reserved-43369x1F		大分県 オオイタケン		図上
及び
実働 ズジョウ オヨ ジツドウ		5		・別府市実相寺中央公園で爆破事案
・別府駅で爆発物発見
・大分銀行ドームで化学剤散布事案（図上訓練のみ）		Ｃ、Ｅテロ		大規模集客施設
駅 ダイキボ シュウキャク シセツ エキ		51		482

		2018"年"10"月"31"日"		富山県		実動		9		・南砺市福野体育館周辺での国際テロ組織による化学薬剤散布
　及び立てこもり事案を予定		Ｃテロ		大規模集客施設 ダイキボ シュウキャク シセツ		39		431

		2018"年"11"月"15"日"		山形県		図上		7		・JR新庄駅隣接施設で爆破事案
・市民文化会館に爆発物を所持し立てこもり		Eテロ		大規模集客施設 ダイキボ シュウキャク シセツ		47		193

		2018"年"11"月"20"日"		東京都		実動		7		・シンボルプロムナード公園で、化学剤散布事案発生
・爆破予告、不審物の発見（豊洲地区予定）		Ｃテロ		商業施設 ショウギョウ シセツ		10		349

		2018"年"11"月"20"日"		静岡県		図上		5		・伊豆ベロドロームで爆破事案発生
・テロ集団による修善寺駅近辺の爆破予告・不審物発見
　（複数個所）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・武装グループによる人質・立てこもり事案の発生 フクスウ カショ		Eテロ		大規模集客施設
駅 ダイキボ シュウキャク シセツ エキ		39		276

		2018"年"11"月"21"日"		大阪府		実動		5		・花園ラグビー場バックスタンドで化学剤事案
・ラグビー場に向かう遊歩で爆破事案
・ラグビー場に向かう遊歩道に爆発物設置		Ｃ、Ｅテロ		大規模集客施設 ダイキボ シュウキャク シセツ		21		496

		2018"年"11"月"30"日"		福岡県		図上		6		・博多の森球技場において爆発事案が発生し、多数の死傷者が
　発生
・ラグビーＷＣのパブリックビューイングが開催中の博多駅で
　爆発物と思われる不審物が発見される。 ハカタ		Ｅテロ		大規模集客施設
駅 ダイキボ シュウキャク シセツ エキ		74		125

		2018"年"12"月"19"日"		茨城県		図上		5		・いきいき茨城ゆめ国体」及び関連イベント等を実施する県内
　の主要施設における爆破テロ発生　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・その後近隣商業施設でテログループの立てこもり事案を実施 ジッシ		Ｅテロ		大規模集客施設
商業施設 ダイキボ シュウキャク シセツ ショウギョウ シセツ		86		252

		年月日 ネンガッピ		都道
府県 トドウ フケン		区分 クブン		実績
(回数) ジッセキ カイスウ		シナリオ概要
（黄網掛けの国重点訓練については訓練概要を掲載） ガイヨウ キ アミカ クニ ジュウテン クンレン クンレン ガイヨウ ケイサイ		攻撃
傾型 コウゲキ ナダレ ガタ		対　 象
施設等 タイ ゾウ シセツ トウ		参   加
機関数 サン カ キカン スウ		参加
人数 サンカ ニンズウ

		2018"年"12"月"26"日"		鹿児島県		図上		4		・鹿児島アリーナで爆破事案
・鹿児島中央駅地下通路で化学剤散布
・桜島フェリー鹿児島港で立てこもり事案		Ｃ、Ｅテロ		大規模集客施設
港 ダイキボ ミナト		66		250

		2019"年"1"月"9"日"		福井県		図上		12		・越前町道の駅「越前」において、一般人の車両が複数台盗難
　され、付近の海岸で不審な木造船発見
・越前陶芸村文化交流会館の施設内で、化学剤散布事案発生
・鯖江市西山公園でテログループが銃乱射、道の駅「西山公園」
  に立てこもり		Ｃテロ		商業施設
大規模集客施設 ショウギョウ シセツ ダイキボ シュウキャク シセツ		49		229

		2019"年"1"月"11"日"		愛知県		実動		5		・豊田スタジアムで爆破事案が発生
・スタジアム内に爆発物設置		Eテロ		大規模集客施設 ダイキボ シュウキャク シセツ		61		1500

		2019"年"1"月"15"日"		岩手県		実動		6		・ラグビーワールドカップで使用するスタジアムでの化学剤
　（サリン）散布及び同施設駐車場で爆発事案を想定		Ｃ、Ｅテロ		大規模集客施設 ダイキボ シュウキャク シセツ		40		900

		2019"年"1"月"22"日"		三重県		図上		5		・桑名駅において爆破物使用のテロが発生
・六華苑においてテログループによる立てこもりが発生		Ｅテロ		駅
大規模集客施設 エキ ダイキボ シュウキャク シセツ		55		230

		2019"年"1"月"24"日"		新潟県		図上		4		・上越市　上越妙高駅ホームで爆発事案発生
・新潟市　新潟駅で列車爆破事案発生
・朱鷺メッセ（イベント開催中）で不審物発見		Eテロ		駅
大規模集客施設 エキ ダイキボ シュウキャク シセツ		61		288

		2019"年"1"月"25"日"		沖縄県		図上
及び
実動 オヨ		4		・那覇市内で化学剤散布事案
・那覇市内博物館にたてこもり		Ｃテロ		商業施設
大規模集客施設 ショウギョウ シセツ ダイキボ シュウキャク シセツ		63		550

		2019"年"1"月"30"日"		滋賀県		図上		5		・ホール内でサリン（４kg）を散布され、死傷者約300名。
・周辺を警戒していたところ、駅前の不審車両から爆発物
　（80kg）を発見		Ｃテロ		大規模集客施設
駅 ダイキボ シュウキャク シセツ エキ		35		195

		年月日 ネンガッピ		都道
府県 トドウ フケン		区分 クブン		実績
(回数) ジッセキ カイスウ		シナリオ概要 ガイヨウ		攻撃
傾型 コウゲキ ナダレ ガタ		対　 象
施設等 タイ ゾウ シセツ トウ		参   加
機関数 サン カ キカン スウ		参加
人数 サンカ ニンズウ

		2019"年"1"月"31"日"		宮崎県		実動		6		・JR宮崎駅で不審物発見事案
・イオンモール宮崎で爆発事案
・コテージヒムカで立てこもり事案		Ｅテロ		駅
商業施設 エキ ショウギョウ シセツ		56		575

		2019"年"2"月"1"日"		熊本県		図上		4		・ＪＲ熊本駅構内での大規模爆破事案
・えがお健康スタジアムにおける化学剤散布事案
・水前寺公園参道に爆発物設置		Ｃ、Ｅテロ		駅
大規模集客施設 エキ ダイキボ シュウキャク シセツ		23		240

		2019"年"2"月"5"日"		大阪府		実動		5		・G20サミットを想定した、大阪国際見本市会場（インテック
　ス大阪）及びその周辺空地での化学剤散布事案、不審物発見
　事案 ハッケン		Ｃテロ		大規模集客施設 ダイキボ シュウキャク シセツ		27		550

		2019"年"2"月"8"日"		福島県		図上		4		・県営あづま球場内で爆発事案により、多数の死傷者発生
・とうほう・みんなの文化センターで不審物発見		Ｅテロ		大規模集客施設 ダイキボ シュウキャク シセツ		83		187

		2019"年"2"月"13"日"		石川県		図上		2		・小松市民センターで爆破事案
・小松駅構内で爆発物発見		Ｅテロ		大規模集客施設
駅 ダイキボ シュウキャク シセツ エキ		46		199

		2019"年"2"月"17"日"		兵庫県		実動及び図上 オヨ ズジョウ		4		・地下鉄御崎公園駅にて爆破予告及び不審物発見
・ノエビアスタジアム第1ゲートで化学剤散布		Ｃテロ		駅
大規模集客施設 エキ ダイキボ シュウキャク シセツ		154		1,165

		2019"年"2"月"24"日"		徳島県		実動		12		・徳島阿波おどり空港到着ロビーにおける爆発事案発生
・その後犯人が逃走し、松茂町内の教育施設に立てこもり。		Ｅテロ		空港
学校 クウコウ ガッコウ		29		391

		2019"年"3"月"9"日"		神奈川県		実動		6		・東京オリンピックの野球大会当日、横浜スタジアムにおいて
　国際犯行グループが乗った大型トラックが暴走、爆発事案が
　発生
・犯行グループが乗船してきたとみられる大型旅客船内で爆破
　事案が発生
・湘南台駅にて、神経剤散布事案が発生		Ｃ、Ｅテロ		大規模集客施設
駅 ダイキボ シュウキャク シセツ エキ		66		1,257













































































（４）訓練全体を通した総括
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１.平成３０年度 国民保護共同訓練の実施状況

〇 国、都道府県、市町村及び関係機関が共同で訓練を実施し、緊急対処事態に
おける、初動対処の要領、情報連絡や調整の要領などの確認・検証等を実施し
た。

〇 それぞれの訓練において、想定した訓練項目は実行され、おおむね所期の訓
練目的は果たされた。

〇 訓練全体を通して、初動対処の要領、情報共有や連携した活動の重要性が
改めて確認及び認識された。

〇 訓練に参加した機関において、国民保護事案における必要な手順を改めて確
認できた。

〇 大規模な訓練を行うことで、一定の啓発効果があり、理解が深まった。



１．訓練の内容・手法に係る留意事項

◇ ブラインド要素を広げた訓練の推進

ブラインド要素を取り入れ、訓練参加者に主体的に考えさせる部分を増やすなど、

訓練のレベルを引き上げていくことが重要。

また、合同対策協議会に参加する各省庁の訓練内容についても、ブラインド要素を

取り入れるなど、訓練のレベルを上げていくことが重要。

◇ 危機管理部局以外の職員の参加

訓練参加者を危機管理部局以外に広げ、より多くの部局間、機関間における調整・

連携について訓練を積み重ねていくことが重要。

◇ 実践的な訓練の推進

例えば、警報や避難の指示等についてどのような手段で住民に周知するのか、収集

した情報について報道にどのように情報提供するかなど、現場の情報の収集や整理に

とどまらない部分について、より実践的な訓練を実施していくことが重要。

（５）国民保護共同訓練実施における留意事項①
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１.平成３０年度 国民保護共同訓練の実施状況
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２．訓練の準備等に係る留意事項

◇ 訓練に向けた準備の徹底

訓練参加者が訓練中に用語や動きを確認する様子も見受けられることから、訓練内

容の事前確認やプレ訓練の実施等、訓練に至る準備を徹底することが重要。

◇ 実際の事案を想定したシナリオの準備

東京オリンピック・パラリンピック及びラグビーワールドカップ等の大規模イベントにおける

テロ対処訓練にあっては、実際に使用される会場や観客の状況、組織委員会との連携など、

実事案を想定した訓練シナリオを準備することが重要。

◇ 参加機関の拡大と連携強化

警察、消防、自衛隊といった行政機関のみならず、収容施設の施設管理者や警備会

社、輸送機関、医療関係機関など各分野の参加を広げるとともに、各機関間の連携強

化が重要。

（５）今年度の国民保護共同訓練実施における留意事項②

１.平成３０年度 国民保護共同訓練の実施状況



○ 目的

昨今のわが国をとり巻く厳しい安全保障環境を踏まえ、弾道ミサイルが発射され万が一

我が国に落下する可能性がある場合における情報伝達方式やその内容及び避難行動などを

周知するため、平成２９年３月１７日に秋田県男鹿市で実施したのを最初に、国と地方公

共団体の共同で「弾道ミサイルを想定した住民避難訓練」を実施。

○ 実施事項

住民等が、防災行政無線や携帯電話等による情報伝達を受け、屋内、地下等への避難を

実施、屋内や地下等への避難が間に合わない場合は、その場で身を守る措置等を実施。

○ 実施状況

平成３０年度末までに、国、都道府県及び市区町村の共同で２５都道県２９市区町２９

件の訓練を実施。地方単独の訓練をあわせ、４５都道府県１８１市区町村４６４件の訓練

を実施。

大都市での訓練（東京都、仙台市、広島市、北九州市、福岡市等）、地下への避難訓練

（富山県、東京都、福岡市）、携帯電話への緊急速報メールの送信を取り入れた訓練（青

森県、福岡市）等を実施。

※ 平成29年６月以降は当面見合わせ。

２.弾道ミサイルを想定した住民避難訓練について
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日時 場所 備考
15 H29.9.17 兵庫県西宮市

16 H29.9.27 秋田県由利本荘市

17 H29.10.6 宮城県東松島市

18 H29.10.10 青森県深浦町

19 H29.10.17 山梨県山梨市

20 H29.10.24 静岡県島田市

21 H29.10.25 長野県軽井沢町

22 H29.11.14 福井県福井市

23 H29.11.22 長崎県雲仙市 (注)

24 H29.12.1 福岡県福岡市

25 H29.12.9 香川県高松市

26 H30.1.10 鹿児島県徳之島町

27 H30.1.22 東京都文京区

28 H30.6.10 福岡県春日市

29 H30.6.10 群馬県渋川市

１．国と地方公共団体の共同訓練：２５都道県２９市区町２９件を実施済み

（平成３１年３月３１日現在）

(注) 国民保護訓練として、ミサイル落下後における県市、警察、消防、自衛隊等の訓練も実施

日時 場所 備考

1 H29.3.17 秋田県男鹿市

2 H29.6.4 山口県阿武町

3 H29.6.9 山形県酒田市

4 H29.6.12 新潟県燕市

5 H29.6.12 福岡県吉富町

6 H29.7.10 愛媛県西条市

7 H29.7.14 富山県高岡市

8 H29.7.29 茨城県龍ケ崎市

9 H29.8.19 鳥取県琴浦町

10 H29.8.24 熊本県上天草市

11 H29.8.26 三重県津市

12 H29.8.30 石川県輪島市

13
14

H29.9.1
北海道滝川市

・岩見沢市

２．地方公共団体単独の訓練：３８都道府県１５3市区町村４３５件を実施済（把握分）

○地方公共団体単独の訓練を含め４５都道府県１８１市区町村で４６４件の訓練を実施

弾道ミサイルを想定した住民避難訓練について
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２.弾道ミサイルを想定した住民避難訓練について【実施状況】



◇ 共同訓練（国と地方公共団体が共同して行う訓練）を ２６回 実施予定

（実動訓練７回、図上訓練１８回、実動・図上訓練１回）

３.令和元年度 国民保護共同訓練の実施について

(１) 訓練の実施概要

(２) 訓練の実施予定

（ア）実動訓練（７県）
福島県、茨城県、群馬県、千葉県、山梨県、静岡県、和歌山県

（イ）図上訓練（１８都道府県）
北海道、宮城県、秋田県、山形県、栃木県、東京都、富山県、
福井県、長野県、愛知県、大阪府、奈良県、山口県、徳島県、
香川県、福岡県、熊本県、大分県

（ウ）実動訓練及び図上訓練（１県）（注）

岩手県

(注) 実動訓練と図上訓練を連接させた一体型の訓練

※） 訓練の実施時期及び詳細については検討中
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（１）愛知県国民保護共同実動訓練

（２）静岡県国民保護共同図上訓練

（３）熊本県国民保護共同図上訓練
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４.国重点訓練等の実施結果について（概要・訓練風景・成果と課題）

平成３０年度国民保護共同訓練（国重点訓練）について

※ 上記以外の訓練の実施結果は「国民保護ポータルサイト（http://www.kokuminhogo.go.jp/）
をご参照ください。

http://www.kokuminhogo.go.jp/


（１）平成３０年度 愛知県国民保護共同実動訓練【訓練概要】

300m

【事案2】11:30（仮想）
駅で不審物を発見

災害対策本部運営訓練

救援訓練(避難施設運営等）

医療救護訓練(病院）

【事案1】10:00(仮想)
漁港で不審な外国人４人

を拘束

【事案3】12:30 (死傷者４５５人）
競技施設で爆破事案

【事案3-2】12:35(死傷者２７６人）

競技施設で2回目の爆破事案
【事案3-3】13:00

競技施設で新たな不審物発見

【事案4】13:00(仮想）
犯人グループは、検問を

発見して発砲しながらU
ターンして逃走

目 的

ラグビーワールドカップ2019を見据え、開催会場
での実動機関の初動対処能力向上、関係機関相互の
連携強化、県・市の各対策本部等の連携及び国民保
護に関する啓発を目的とする。

時 期
平成３１年１月１１日（金）

１２：３０～１６：００

場 所
豊田スタジアム、豊田市役所、豊田厚生病院

トヨタ記念病院、豊田市民文化会館

広 報 公開

訓練想定

豊田スタジアムにおいて、観客席に仕掛けられた

不審物が爆発し多数の死傷者が発生。その後、観客

席において２回目の爆発が発生した。

現場から逃走中の犯人グループは、検問所付近で、

発砲のうえさらに逃走。同じ頃、新たな不審物が豊

田スタジアム内で発見された。

主要

訓練項目

① 初動対処訓練（救出救助、検知、応急救護、
爆発物処理、避難誘導等）

② 対策本部運営訓練（情報収集、現地調整所、
法定手続き等）

③ 医療救護訓練

④ 救援訓練（避難施設運営等）

⑤ 合同対策協議会運営訓練

訓練の特徴

・国際的スポーツイベント開催時の事案発生を想定

した国民保護共同実動訓練

・Eテロを想定した、救出時の現場応急救護対応

・外国人に対する避難誘導・医療救護

参加機関

内閣官房、内閣府、警察庁、消防庁、厚生労働省、
国土交通省、防衛省・自衛隊、海上保安庁、愛知県、
愛知県警察、豊田市、豊田市消防本部、豊田加茂医
師会、日本赤十字社愛知県支部、豊田スタジアム、
一般社団法人愛知県バス協会 等

医療救護訓練(病院）
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① ラグビーワールドカップ２０１９開催時の事案発生を想定した訓練（豊田スタジアム）

医療機関における医療救護市役所における対策本部運営 避難施設における
外国人支援

被災者搬送（自衛隊）

ターニケットを活用した応急処置被災者の救出 ショートピックアップ場所
からの搬送

医療機関へのヘリ搬送

警察及びDMORTによる遺族等支援

応急救護活動（医療救護班） 現地調整所会議

簡易検知（警察）

（１）平成３０年度 愛知県国民保護共同実動訓練【訓練風景】

② 豊田スタジアム以外における訓練
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○ 主な成果

◇ 初動対処
被災者の救出救助、検知、避難誘導等について、警察、消防、自衛隊の各機関同士が臨

機応変な連携を実施。また、現地調整所においては、市役所が中心となり、各機関の活動
調整をすることで、効率的な活動を実施。

◇ 対策本部運営
市役所で対策本部を実装し、発災現場からの情報収集に基づく意思決定を行う等、実運

用に即した訓練を展開。
◇ 医療機関による被災者の受け入れ

近隣で多数の傷病者が発生する災害が発生した際の、院内対策本部の設置手続き、情報
収集、受け入れ準備、爆傷特有の病態に配慮した医療処置の実施などについて確認。

○ 課題

◇ 被害軽減化のための対処能力の向上
救命率を高め、被害の軽減を図るために、多種多様な状況を想定した訓練を継続的に行

い、対応力を高めていくことが重要。
◇ 多数傷病者発生時の医療救護体制の充実

多数の傷病者が発生する実災害を想定し、様々な状況に臨機応変に対応できるよう、日
ごろから県、医療機関、消防など関係者による連携、役割分担に係る検討が必要。

◇ ブラインド要素を取り入れた訓練の推進
対処能力の高度化に向け、突発事案への対応や対処措置に関する意思決定などについて

ブラインド要素を取り入れた訓練を一層推進していくことが重要。

（１）平成３０年度愛知県国民保護共同実動訓練概要【成果と課題】
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目 的

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を
見据え、大会会場及びその周辺地域での緊急対処事態におけ
る国・県・市及び関係機関の初動対処、情報連絡、調整等の
各種対応力向上並びに関係機関の相互連携強化を図ることを
目的とする。

時 期
平成３０年１１月２０日（火）

１３：００～１７：１０ （事前説明、振り返りを含む）

場 所 静岡県庁、伊豆市役所

登載要領
ロールプレイング方式

（シナリオ提示型・一部ブラインド）

広 報 公開

訓練想定

国際的スポーツイベント開催中の伊豆ベロドロームにおいて
爆破事案により多数の死傷者が生じ、国際テロ組織による犯行
声明とともに、新たに爆破予告が出される。

爆破予告のあった地域では、爆発物と見られる不審物が複数
発見されるとともに、付近で車両を乗り捨て、銃器等で武装し
た逃走犯が人質をとって立てこもる事案に発展し、さらに別の
武装した逃走犯らは、付近のいずれかに潜伏する事案へと展開
する。

主 要

訓練項目

① 初動対応要領（現地調整を含む）の確認

② 関係機関の情報共有・調整要領の確認

③ 事案の進展に応じた県市対策本部の対応要領の確認

④ 緊急対処事態対策本部の設置・運営要領の確認

訓練の特徴

・ オリンピック会場となる大規模集客施設における複

数爆破事案への初動対応及び現地調整

・ 多数の死傷者、避難者を生じる事案が複数発生した

場合の関係機関の調整

参加機関

内閣官房、内閣府、警察庁、消防庁、国土交通省、海上保安庁、
防衛省、自衛隊、

静岡県、伊豆市、伊東市、伊豆の国市、静岡県警察、

大仁警察署、駿東伊豆消防本部、静岡市消防局、静岡県道路公
社、伊豆箱根鉄道(株）、伊豆箱根バス(株）、東海自動車
(株）、日赤静岡県支部、伊豆赤十字病院、各災害拠点病院、
静岡DMAT、静岡DPAT、（公）東京オリンピック・パラリンピック競技
大会組織委員会、（財）日本サイクルスポーツセンター等

【事案１】
伊豆ベロドロームで爆
破事案発生

死傷者約２００名
避難者約１０００名

【事案２】
国際テロ組織による修善寺駅
近辺の爆破予告・不審物発見
（複数個所）

避難者約２０００名

【事案３】
武装グループによる人質・立て
こもり、潜伏事案の発生

人質十数名
避難者約１３００名

地図：国土地理院 地理院地図

（２）平成３０年度 静岡県国民保護共同図上訓練【訓練概要】
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静岡県対策本部の活動

静岡県対策本部会議

伊豆市対策本部の活動 伊豆市現地調整所の活動

伊豆市対策本部会議 合同対策協議会

（２）平成３０年度 静岡県国民保護共同図上訓練【訓練風景】
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○ 主な成果

◇ オリンピックを見据えた各種対応力の向上
東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を見据え、大会会場等での緊急

対処事態における初動対処、情報連絡、調整等の各種対応力の向上並びに関係機関の相互
連携強化等所期の訓練目的、主要訓練項目を達成。

◇ 関係機関間の協力体制構築
本年はラグビーワールドカップ、来年には東京オリンピックという大規模かつ国家的な

イベントの開催を控え、その準備等に大きな教訓が得られるとともに、国、県、市をはじ
め、多くの機関が参加し、「顔の見える関係」が醸成され、今後の事態対処、危機管理に
おける連携・協力体制が構築。

○ 今後の課題と対応

◇ 情報の収集・集約・共有
静岡県庁と伊豆市役所、現地調整所の３か所でオペレーションが展開される難易度の高

い設定の訓練であったが、特に、情報収集と共有という点では、今後の訓練等においても
引き続き、対応力の向上を目指し、研鑽・努力を重ねることが重要。
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（３）平成３０年度 熊本県国民保護共同図上訓練【訓練概要】

死傷者360名
黒タグ20名、赤タグ60名
黄タグ100名、緑タグ180名

負傷者280名
赤タグ30名、黄タグ50名

緑タグ200名

要避難地域内1,７15名
住民等1,235名（うち要支援者20名）、

小学生460名、入院患者220名

熊本県庁

熊本市役所

目 的
県内複数か所で事案が発生する緊急対処事態にお

ける初動措置、対策本部運営、関係機関の情報連
絡・調整要領の確認・検証

時 期
平成３１年２月１日（金）

１２：３０～１７：００（振り返りを含む）

場 所 熊本県庁、熊本市役所

統裁要領
ロールプレイング方式

（シナリオ提示型・一部ブラインド）

広 報 公開

訓練想定

国際的なスポーツイベントの開催期間中、観客を
含めた多くの来訪者がいる熊本市で、「①ＪＲ熊本
駅構内における大規模な爆発」と「②えがお健康ス
タジアムにおける化学剤の散布」が連続して発生し、
多数の死傷者が出る。

さらに、「③水前寺公園参道付近において爆発物
が発見」され、緊急対処事態として認定される。

主要

訓練項目

① 初動対処要領の確認
② 関係機関との情報共有・調整要領の確認

③ 緊急対処事態対策本部の設置・運営要領の確認

訓練の特徴
・Ｅテロ及びＣテロの複合事案に対する初動対応

・複数事案発生に伴う関係機関との調整

参加機関

内閣官房、内閣府、警察庁、消防庁、厚生労働省、
国土交通省、海上保安庁、防衛省・自衛隊、熊本県、
熊本県警察、熊本市、熊本市消防局、各指定（地
方）公共機関 等

【事案１】１２：３０
ＪＲ熊本駅構内で
大規模な爆発が発生

【事案３】１３：１５
水前寺公園参道付近
で爆発物が発見

【事案２】１２：４５
えがお健康スタジアムで
化学剤（サリン）が散布
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熊本県対策本部の活動 熊本市対策本部の活動 熊本県対策本部会議

熊本市対策本部会議

（３）平成３０年度 熊本県国民保護共同図上訓練【訓練風景】

合同対策協議会（県） 合同対策協議会（市）
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○ 主な成果

◇ 初動対応要領、関係機関との連携
初動対応（Ｅテロ、Ｃテロの複数事案への同時対応）要領と関係機関との情報共有・調

整要領の確認、事案の進展に応じた県・市の対策本部における対応や合同対策協議会の設
置や運営要領を確認することができ、所期の訓練目的を達成。

◇ ラグビーワールドカップ２０１９等に向けた対応
ラグビーワールドカップ２０１９など大規模イベントを控え、緊急対処事態における初

動対処、情報連絡、調整等の各種対応能力が強化。また、多数の関係機関が参加したこと
で、県、市を中心とする「顔の見える関係」が構築。

○ 今後の課題と対応

◇ マニュアルの整備
日頃から組織ごとに緊急対処事態における役割、実際の動きを確認したうえで、マニュ

アルの精度を向上させていくことが重要。

◇ ブラインド要素を取り入れた訓練の推進
訓練にブラインド要素を取り入れ、各機関・本部間で連携・協議しながら実際に判断を

行っていく部分を可能な限り盛り込んでいくことが重要。

（３）平成３０年度 熊本県国民保護共同図上訓練【成果と課題】
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○国民保護サイレン
・国民保護サイレン音の再生

○国民保護概要
・事態対処法、国民保護法、基本指針
・避難の仕組み、救援の仕組み
・武力攻撃事態の類型、緊急対処事態など

○国民保護訓練
・訓練の概要、成果、記録映像 など

○その他参考資料 等
・関係機関の国民保護計画・国民保護業務

計画

・都道府県別避難施設一覧 など

○弾道ミサイルへの対処
・弾道ミサイル落下時の行動について
・弾道ミサイル落下時に取っていただきた

い行動の例・Jアラートによる情報伝達に
ついて

・弾道ミサイル落下時の行動に関するQ＆A
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【参考】国民保護ポータルサイトについて
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