
平成２９年８月１５日 

情  報 

防災塾・だるま ２０１７年 8 月（１） 

第 38 回九都県市合同総合防災訓練  特集号      注：各ＨＰ確認 

 

（今年度の幹事都県市は、神奈川県です。） 

１．９月 1 日（金） 第 38 回 九都県市総合防災訓練（平成 29 年度神奈川県・小田原市合同総合防災

訓練）；9：00～12：15（防災フェアは 13：00 まで） 小田原市酒匂川スポー

ツ広場（JR 鴨宮駅から徒歩 18 分。南口より臨時シャトルバスあり。）ほか 

酒匂川スポーツ

広場 

救出救助訓練（自主防災組織等による安否確認・救出救助等） 

住民参加型訓練（AED、消火、救護、ロープ結索、煙体験

等） 

医師会等による仮設救護所設置・運営訓練 

災害ボランティア支援センター設置運営訓練 

防災フェア（防災対応ロボットのﾃﾞﾓﾝｽﾄﾚｰｼｮﾝ 等）   ほか 

酒匂川河口 海岸からの避難訓練 

航空機・船舶による救出救助訓練 

西湘バイパスの道路啓開訓練             ほか 

その他に、DMAT 等による SCU 設置訓練や航空機による医療搬送訓練、県西地域

での広域物資拠点運営訓練等が行われます。（各訓練の見学の可否は要確認。） 

http://www.pref.kanagawa.jp/prs/p1166412.html 

２．8月 27日（日） 平成 29 年度 川崎市総合防災訓練 （１）災害応急対策活動訓練；10：00～     

12：00（防災体験・防災展示会場は 9：30～） あさおふれあいの広場等（小田

急線柿生駅から徒歩 10分）

http://www.city.kawasaki.jp/170/page/0000087126.html 

３．９月 3 日（日） 平成 29 年度 横浜市総合防災訓練；10：00～12：00 日野中央公園（京急線・

地下鉄「上大岡」駅・「港南中央」・「洋光台」駅からバス、「日野中央公園入口」下

車徒歩 1 分）

http://www.city.yokohama.lg.jp/somu/org/kikikanri/sougoukunren/ 

４．9月 3日（日） 平成 29 年度 相模原市総合防災訓練；10：00～11：30（防災フェアは９：00

～12：00） 淵野辺公園隣接地（JR 淵野辺駅（南口）からバス、「市立博物館

前」下車徒歩 3分）

http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/faq/syoubou/036642.html 

５．9月 3日（日） 平成 29 年度 東京都・調布市合同総合防災訓練；9：00～13：00 調布市多摩川

児童公園（JR 淵野辺駅（南口）からバス、「市立博物館前」下車徒歩 3分）ほか

http://www.bousai.metro.tokyo.jp/bousai/1000019/1003738/1004581.

html 

６．９月 ７日（木） 平成 29 年度 川崎市総合防災訓練 （２）行政職員等対象 多数遺体取扱訓練（一般

見学可）：13：00～15：00 麻生スポーツセンター大体育館１階（小田急新百合

丘駅から徒歩 7分） 実施内容は、遺体の受付、身元確認、遺体引き渡し、遺族へ

の対応ほか。（見学場所は大体育館２階。現地にて要受付。上履き持参。） 

（参考）『防災首都圏ネット』九都県市合同防災訓練 HP（ http://www.9tokenshi-bousai.jp/kunren/）

内に九都県市の訓練日程等（一覧表）あり。 

池田・増田 記 
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平成２９年８月２４日 

情  報 

 

防災塾・だるま ２０１７年 8 月（２）         注：各ＨＰ確認 

 

１． （応募期間）～９月 30 日（土） 1.17 防災未来賞「ぼうさい甲子園」（子ども・学生による防災に

関する取組を募集。12月結果発表。平成 30年 1 月 17日表彰式・発表会）；対

象部門①小学生、②中学生、③高校生、④大学生（自主防災組織、NPO 等も各

部門応募可）応募方法等は http://npo-sakura.net/bousai-koushien/ 

２． ８月 26 日（土）・27 日（日） 横浜防災フェア 2017；1０：30～17：00 横浜赤レンガ倉庫イ

ベント広場（JR・市営地下鉄 関内駅より徒歩約 15 分） 災害対応型巡視船「い

ず」一般公開は、27日（日）12：00～16：00（最終入場 15：30） 

http://www.city.yokohama.lg.jp/somu/org/kikikanri/20160818104959.html  

３． 8 月 31 日（木） 神奈川県 平成 29 年度 個人情報保護法研修会「新たに適用対象となった小規模

事業者・自治会・PTA 等が注意すべきこと」（講師；岡本正氏（弁護士・マンシ

ョン管理士）：14：30～16：00 横浜市教育会館（JR 桜木町駅より徒歩約 10

分）無料（テキスト当日配布） 定員 480人 要申込（8 月 25 日締切）

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/p1152329.html  

４． ９月 １日（土） 神奈川県「かながわシェイクアウト（いっせい防災行動訓練）」；11：00（1 分

間の安全確保行動）それぞれの家庭・学校・職場等 要事前参加登録（事前参加

登録ページは http://www.shakeout.jp/event/kanagawa/内） 

５． ９月 ２日（土）・３（日）・４日（月） 平成 29 年度鎌倉市中央図書館特別展「関東大震災 ― 空

からの記録を読む 鎌倉・湘南・三浦半島」；９：00～17：00（入場は 16：

30 まで） 鎌倉中央図書館 3 階多目的室（JR 鎌倉駅西口から徒歩約 10分）入

場無料 （トークイベント 毎日 13：30～14：30 座席 20 名 申込不要）

https://lib.city.kamakura.kanagawa.jp/event/detail/77 

６． ９月 ７日（木） 「避難訓練コンサート（出演；横浜市消防音楽隊）」（コンサート開演中の火災を

想定した避難誘導訓練）；10：30～12：00終演予定（開場 10：00） 横浜

みなとみらいホール大ホール（みなとみらい線みなとみらい駅クイーンズスクエア横浜

連絡口より徒歩約3分）当日先着500名（要チラシ）入場無料（自由席）  

http://www.yaf.or.jp/mmh/recommend/2016/09/post-225.php 

７． 10月 1２日（木） KU ポートスクエア「実践的防災まちづくりコーディネーター養成講座（全 6

回）」（神奈川大学 公開講座）；13：30～17：00 神奈川大学みなとみらいエ

クステンションセンター（みなとみらい線みなとみらい駅より約徒歩 2 分） 受

講料 5,000円 定員 50名 申込受付期間 9月 1日～28日 

http://www.ku-portsquare.jp/site/course/detail/2088/   

８． 10 月 21 日（土）～12 月 ２日（土）KU ポートスクエア「復旧・復興の現状と残された課題 震

災 6 年の経過から（全 6回）」（神奈川大学 2017年秋期連続講演会）；14：00

～16：00 神奈川大学（東急東横線白楽駅より徒歩約 13 分） 受講料無料 

定員 80名 申込期間 9月１日～10月 6 日（１回ずつの申し込みも可）

http://www.ku-portsquare.jp/site/course/detail/2109/ 

 

＊ 「情報 防災塾・だるま 2017 年 8 月（１）」として配信（8月 14 日）しました「情報 防災塾・

だるま 第 38 回九都県市合同総合防災訓練 特集号」も併せてご覧ください。 

池田・増田 記 
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