
 

 記者発表資料（２）                      福 島 市  
 

令和４年１月２０日 

 

「真冬の防災訓練」を実施します！ 
 

 

 東日本大震災や令和３年福島県沖地震は冬期に発生しており、停電や断水なども起きたこ

とから、厳冬期に大規模停電などに襲われた場合を想定した「真冬の防災訓練」を実施しま

す。 

ＮＣＶふくしまアリーナをメイン会場に、災害対策本部となる市役所会場に分かれて災害

時連携ふくしまタスクフォース（防災協定先の企業・団体）と連携した訓練を実施します。 

 

記 

 

１ 日  時／令和４年２月２日（水）午後１時３０分～３時３０分 

 

２ 場  所／①ＮＣＶふくしまアリーナ（霞町４－４５）  

       ②福島市役所４階 防災対策室 

 

３ 参加企業、団体（災害時連携ふくしまタスクフォース） 

        ・福島県ＬＰガス協会県北支部 

        ・福島県石油業協同組合福島支部 

        ・福島地区管工事協同組合 

        ・日産自動車㈱、福島日産自動車㈱、日産プリンス福島販売㈱ 

        ・東北電力ネットワーク㈱福島電力センター 

        ・ＮＴＴ東日本、ＮＴＴドコモ 

        ・㈱ニューメディア福島センター 

        ・福島地方気象台、福島県 

 

４ 訓練内容   

・被害状況収集・対応訓練 

        ・避難所設置・運営訓練 

        ・暖房供給訓練 

        ・通信手段供給訓練 

        ・電源供給訓練 

        ・燃料供給訓練 

        ・応急送電訓練 

        ・災害時専用Wi-Fi稼働訓練 

 

 

 担当：危機管理室 

   室次長 黒須 蛭田 

   電話024-525-3793（直通） 



協定先一覧（令和４年１月１３日現在） 協定先数 122 カ所

燃料供給 電力供給 応急復旧（水道） 通信 食糧 衛生用品・薬品 ダンボール製品 輸送

1
福島県ＬＰガス協会県北支
部（危）

東北電力ネットワーク㈱福
島電力センター（危）

福島地区管工事協同組合
（水）

株式会社ニューメディア
（危）

福島県パン協同組合（危） ユニ・チャーム㈱（危） 株式会社福良梱包（危）
福島県トラック協会福島支
部（危）

2
福島県石油業協同組合福島
支部（危）

福島日産自動車株式会社
（危）

福島地区管友会（水） ＮＴＴ東日本（危） 福島市弁当惣菜協会（危） 東北アルフレッサ㈱（危）
ダイナパック株式会社福島
事業所（危）

㈱北福島タクシー（危）

3
日産プリンス福島販売株式
会社（危）

第一環境株式会社東北支店
（水）

NTTドコモ※ トーニチ株式会社（危） 福島薬剤師会（保総）
福島地区ハイヤータクシー
協同組合（危）

4 日産自動車株式会社（危）
※協定先ではないが、通信
として重要な位置づけ

全国公設卸売市場協議会
（市場）

佐川急便株式会社（危）

物資全般 応急復旧（河川）
　 応急復旧（建築、公園、
　 ごみ、火葬）

情報収集
避難施設等（※福祉機器

供給協力含む）
ドローン 医師派遣 人的派遣

1
福島コンビニエンスストア
協会（危）

福島県建設業協会県北支部
（河）

全建総連福島建設ユニオン
（住政）

ＦＭポコ（危） 福島競馬場（危）
イームズロボティクス㈱
（消）

福島市医師会（保総）
隊友会福島県隊友会福島支
部（危）

2 ㈱カインズ（危）
福島地区建設業協同組合
（河）

福島県造園建設業協会福島
支部（公園）

ＮＴＴタウンページ㈱東北
営業本部（危）

福島刑務所（危） 福島歯科医師会（保総）
福島市社会福祉協議会
（危）

3 ㈱イトーヨーカ堂（危）
福島県北鳶土木業協同組合
（河）

福島市清掃事業協同組合
（ごみ減）

㈱ゼンリン（危）
福島県民共済会・御山町会
（危）

福島薬剤師会（保総）
福島県社会保険労務士会
（危）

4
㈱セブン－イレブン・ジャ
パン（危）

県北総合設備協議会・福島地
区管工事協同組合（河）

伊達市、川俣町、伊達市・川俣町・国
見町火葬場協議会、安達地方広域行政
組合（環）

ファーストメディア㈱
（危）

ＪＲ福島駅（危） 福島県獣医師協会（保衛）

5
ふくしま未来農業協同組合
（危）

福島エフシー建設業協同組
合（河）

国土交通省東北地方整備局
（危）

福島市社会福祉協議会他29
団体（長）

6 ㈱ヨークベニマル（危）
福島地区電気工事協同組合
（河）

福島河川国道事務所（危）
障がい者施設（８法人１３
事業所）（障）

7 ㈱いちい（危）
福島県測量設計業協会県北
支部（河）

株式会社バカン（危） 福島県福祉機器協会（長）

8 ダイユーエイト（危）
福島県公共嘱託登記土地家
屋調査士協会（河）

ヤフー㈱（広報）

9 みやぎ生活協同組合（危）
福島エンジニアリング協会
（河）

1
全日本冠婚葬祭互助協会
（危）

福島県ペストコントロー
ル協会（保衛）

㈱東邦銀行
東北財務局　福島財務事務
所

大塚製薬㈱

2 株式会社イノフィス（危） 福島信用金庫 あいおいニッセイ同和損保 三井住友海上火災保険㈱

3 東日本旅客鉄道㈱（危） イオン東北株式会社 日本郵便株式会社 損害保険ジャパン㈱

4 郵便事業㈱（政）
ヨークベニマル、セブンイ
レブンジャパン、イトー
ヨーカ堂

よい仕事お越しフェア実行
委員会

包括連携（政）災害時の協力含む
（危）　：危機管理室
（広報）：広聴広報課
（保総）：保健総務課
（保衛）：保健所衛生課
（消）　：消防本部警防課
（市場）：市場管理課
（住政）：住宅政策課
（環）　：環境課

（水）　  ：水道総務課
（河） 　 ：河川課
（公園）  ：公園緑地課
（ごみ減）：ごみ減量推進課
（長） 　 ：長寿福祉課
（障）　　：障がい福祉課
（政）　　：政策調整課

その他の協力

モデルケースWS



 

【別紙２】 

 

「真冬の防災訓練」概要 

 

東日本大震災や令和３年福島県沖地震は冬期に発生しており、停電や断水なども起きた

ことから、厳冬期に大規模停電などに襲われた場合を想定し訓練を実施する。 

訓練１については福島市役所４階防災対策室を会場として、訓練２～訓練８については

ＮＣＶふくしまアリーナをとして実施する 

 

訓練１ 本部事務局における被害状況収集・対応訓練（午後1時３０分～２時００分） 

（１）協 定 先 東北電力ネットワーク㈱福島電力センター、福島地区管工事協同組合、 

ＮＴＴ東日本、福島地方気象台、福島県 

（２）訓練内容 災害対策本部事務局員とリエゾンが、被害状況を共有し災害復旧に向けて 

連携を図る。 

 

訓練２ 避難所設置・運営訓練（午後１時３０分～３時３０分） 

（１）訓練内容 避難支援班員による避難所の設置から避難者（市職員）の受け入れ、連携 

企業・団体と協力した避難所運営を行う。 

 

訓練３ 暖房供給訓練 

（１）協 定 先 福島県ＬＰガス協会県北支部（午後２時１０分～２時２５分） 

（２）訓練内容 避難所へＬＰガスボンベを搬送し、ガスストーブより避難所内の暖房を 

確保する。 

 

訓練４ 通信手段供給訓練（午後２時２５分～２時５５分） 

（１）協 定 先 ＮＴＴ東日本、ＮＴＴドコモ 

（２）訓練内容 衛星携帯電話を用いた災害時公衆電話を設置する。また、避難所内の 

Wi-Fi環境の整備を図る。 

 

訓練５ 電源供給訓練（午後２時３５分～２時５５分） 

（１）協 定 先 日産自動車㈱、福島日産自動車㈱、日産プリンス福島販売㈱ 

（２）訓練内容 電気自動車リーフより避難所へ電源供給する。また今回は、避難所支援 

の職員自らがリーフより電源供給するオペレーションを実践する。 

 

訓練６ 燃料供給訓練（午後２時５５分～３時０５分） 

（１）協 定 先 福島県石油業協同組合福島支部 

（２）訓練内容 避難所に石油ストーブ用燃料を搬送する。 

 

訓練７ 応急送電訓練（午後３時０５分～３時２０分） 

（１）協 定 先 東北電力ネットワーク㈱福島電力センター 

（２）訓練内容 電源車により避難所全館に電気を供給する。 

 

訓練８ 災害時専用Wi-Fi稼働訓練（午後３時２０分～３時３０分） 

（１）協 定 先 ㈱ニューメディア福島センター 

（２）訓練内容 全館に電気が供給された段階で、避難所に設置されている災害時専用 

Wi-Fiを稼働させる。 


