
○有珠山火山噴火総合防災訓練スケジュールの主なもの 

  訓練参加予定人数 約 650人（うち住民等約 340人） 

    時間等の詳細は変更になる可能性があります。 

実施機関 会 場 時 間 主な訓練内容 

伊達市 

 

【問合せ先】 

伊達市役所 

総務部総務課 

危機管理室 

℡:0142-82-3162 

市役所 

（伊達市鹿島町２０番地１） 

 

参加者約 10人 

09:00 噴火警報伝達 

12:00 訓練終了 

○ 防災行政無線、緊急速報エリアメール、SNS、

FMワイラジオによる情報伝達 

○ 職員招集メールの送信 

○ IP無線による近隣市町との連絡 

 

伊達市 

防災センター 

（伊達市松ヶ枝町１３番地１） 

11:30 合同会議 

12:00 訓練終了 

○ 関係機関合同会議（WEB会議） 

[避難所] 

伊達市総合体育館 

（伊達市松ヶ枝町３４番地１） 

 

参加者約 300人 

うち住民等 200人 

09:00 住民避難開始 

09:10 避難者誘導 

09:30 避難所運営 

10:40 訓練講評 

   （伊達市長） 

10:50 防災講話 

12:00 訓練終了 

 

○ 住民避難 

（有珠小学校児童教職員、避難行動要支援者

を含む） 

○ 自家用車による避難、市有・民間バス等に

よる輸送 

○ 住民、小学校児童教職員共同の避難所設営 

○ 市職員と自治会組織が連携した避難所開

設・運営 

○ 協定締結施設と連携した福祉避難所の受入 

○ ペット同行避難者の一時受入要領の確認 

○ 避難所生活に関する研修 

○ 室蘭地方気象台職員による防災講話 

○ 防災協定締結企業との食料供給及び輸送等

の連携要領の確認 

 

壮瞥町 

 

【問合せ先】 

壮瞥町役場 

総務課 

℡:0142-66-2121 

役場 

（壮瞥町字滝之町 287-7） 

 

参加者約 20人 

08:50 災対本部会議 

09:00 噴火警報伝達 

10:00 災対本部会議 

11:30 合同会議 

12:00 訓練終了 

○ 災対本部会議の実施 

○ 防災行政無線等による情報伝達 

○ 関係機関合同会議（WEB会議） 

[避難所] 

久保内小学校 

（壮瞥町南久保内 142-4） 

 

参加者約 120人 

うち住民等 80人 

 

09:00 住民避難開始 

09:50 避難者受入 

10:20 防災備品等設置 

12:00 訓練終了 

○ 壮瞥温泉、洞爺湖温泉地域住民の自車及び

町車による住民避難 

○ 民間バス、町バスによる壮瞥高校生避難 

○ 防災備品等（段ボールベッド、間仕切り) 

  の設置 

 

 

 

 



実施機関 会 場 時 間 主な訓練内容 

洞爺湖町 

 

【問合せ先】 

洞爺湖町役場 

総務部 

企画防災課 

危機管理室 

℡:0142-74-3004 

役場 

（洞爺湖町栄町 58） 

参加者約 20人 

09:00 噴火警報伝達 

09:15 災対本部設置 

11:30 合同会議 

12:00 訓練終了 

○ 防災行政無線等による情報伝達 

○ 災対本部設置・運営 

○ 関係機関合同会議（WEB会議） 

[避難所] 

洞爺総合センター 

（洞爺湖町洞爺町 132） 

参加者約 50人 

うち住民等 40人 

09:30 避難所受入開始 

10:00 防災講話 

10:30 避難所開設訓練  

11:30 講評 

12:00 訓練終了 

○ 検温・受付・割振（職員訓練） 

○ 道職員による防災講話 

○ 段ボールベッド等の組み立て 

[一時集合場所] 

あぶたコミュニティセンター 

（洞爺湖町高砂町 37） 

高砂公園 

[避難所] 

豊浦町ふるさとドーム 

(豊浦町字浜町 17-17) 

参加者約 30人 

うち住民等 20人 

09:05 住民広域避難開始 

09:50 避難所到着 

 

以降、豊浦町避難所での訓練実施 

○ 一時集合場所から豊浦町避難所への民間バ

スによる広域避難 

○ 警察による避難誘導 

 

豊浦町 

 

【問合せ先】 

豊浦町役場 

地方創生推進室 

交通防災係 

℡:0142-83-1417 

 

役場 

(豊浦町字船見町 10番地) 

参加者約 10人 

 

09:00 噴火警報伝達 

11:30 合同会議 

12:00 訓練終了 

○ 情報受理、関係職員招集 

○ 関係機関合同会議（WEB会議） 

[避難所] 

豊浦町ふるさとドーム 

 (豊浦町字浜町 17-17) 

参加者約 10人 

（ほか洞爺湖町民

20人） 

09:00 避難所受入準備 

09:50 避難所受入開始 

10:10 防災講話 

10:40 実技訓練 

11:45 振り返り 

12:00 訓練終了 

 

○ 洞爺湖町民到着まで受入準備 

○ 避難者の受入・誘導 

○ 道職員による防災講話「感染症対策を踏ま

えた避難所運営について」 

○ グループ毎の実技訓練 

  ・避難者の検温～受付～割振 

  ・携帯トイレの取扱 

  ・段ボールベッド、間仕切りの組立 

北海道 

 

【問合せ先】 

総務部 

危機対策局 

危機対策課 

℡:011-204-5900 

道庁本庁舎 

胆振総合振興局 

参加者約 20人 

09:00 噴火警報伝達 

11:30 合同会議 

12:00 訓練終了 

○ 関係市町等への情報伝達 

○ 関係機関合同会議（WEB会議） 

伊達市 

防災センター 

（伊達市松ヶ枝町１３番地１） 

参加者約 60人 

09:00 図上訓練 

11:30 合同会議 

12:00 訓練終了 

○ 道現地災害対策本部設置・運営に係る図上

訓練 

○ 関係機関合同会議（WEB会議） 

総合公園 

だて歴史の杜 

（伊達市松ヶ枝町３４番地１） 

09:00 自衛隊ヘリ到着 

09:30 ヘリ観測（1回目） 

10:00 ヘリ観測（2回目） 

10:30 訓練終了 

○ 陸上自衛隊ヘリコプターによる有珠山観測

訓練（伊達市長、火山専門家、気象台職員

等が搭乗） 

 


