
非常災害対策ＰＪ委員会

令和３年１１月１０日



年度訓練内容

◆愛知県総合防災訓練への参加

◆各地区での防災訓練の実施

他団体と協働で築く防災訓練（年１回）

地域別での官民連携確認（年１回 7か所）



平成１８年 南知多町 総合防災訓練

平成１９年 日進市 総合防災訓練

平成２０年 碧南市 総合防災訓練 （大豪雨のため中止）

平成２１年 吉良町 総合防災訓練

平成２２年 一宮市 総合防災訓練

平成２３年 新城市 総合防災訓練

平成２４年 豊田市 総合防災訓練

平成２５年 稲沢市 総合防災訓練

平成２６年 碧南市 津波・地震防災訓練

平成２７年 豊橋市 総合防災訓練 （大豪雨のため中止）

平成２８年 岡崎市 総合防災訓練

平成２９年 春日井市 総合防災訓練

平成３０年 津島市 総合防災訓練

令和 １年 豊橋市 総合防災訓練

令和 ２年 安城市 総合防災訓練 （コロナ禍による中止）

令和 ３年 小牧市 総合防災訓練 （コロナ禍による中止）

愛知県総合防災訓練



非常災害時保安機材供出ネットワークとは

大地震や集中豪雨等の非常災害時に、自治体の要請により当協
会が尾張・三河１１基地に備蓄しているブルーシートや土嚢袋、
セフティコーンなどを、協会ネットワークにて連携し、被災箇所
へ運搬・設置を行います。近隣住民や通行車両に対して危険箇所
の明示を行い、二次災害などないよう注意喚起を促すネットワー
クです。



保安機材供出ネットワークの流れ

①出動及び保安

機材必要数量指示

②必要に応じ他
地区へ応援要請

緊急時
出動班

・官庁備蓄基地
・協会備蓄基地

愛知県協会 会長
非常災害PJ委員長

他地区出動指示

県建設事務所
防災グループ

巡視員派遣

被害状況報告

保安機材
運搬・設置

班長より作業完了の報告巡視協定等と締結し

ている地元協力会社

（一社）愛知県道路

標識・標示業協会地
区担当
（規制内容の確認）

被災現場



非常災害時保安機材
供出ネットワーク

連絡網
愛知県$自治体
()*出動要請

地区$広域出動*判断$指示

保安機材*数量$届>先@手配 保安機材*運搬$設置*出動要請

電話 電話 電話

IIIIIIII浩司 携帯 携帯 携帯

電話 電話

電話 携帯 携帯

携帯 電話 電話

携帯 携帯

電話 電話 電話

携帯 携帯 携帯

長田 電話 電話 電話

P充雄 携帯 携帯 携帯

電話

鈴木 電話 電話 携帯

PPPP康生 携帯 携帯

立岩 電話 電話 電話

III良之 携帯 携帯 携帯

電話 電話

大里 電話 携帯 携帯

IIII健二携帯 電話 電話

携帯 携帯

電話 電話 電話

携帯 携帯 携帯

電話

長坂 電話 電話 携帯

III武久 携帯 携帯 電話

電話 携帯

林 電話 携帯 電話

携帯 電話 携帯

携帯 電話

村上 電話 電話 携帯

携帯 携帯

電話 電話

携帯 携帯

電話 電話

携帯 携帯

電話 電話

携帯 携帯

電話 電話

携帯 携帯

電話 電話

携帯 携帯

電話 電話

携帯 携帯

保安機材*設置 電話 電話

携帯 携帯

電話 電話

携帯 携帯

電話

電話 携帯

携帯

三浦 電話

携帯

電話

携帯

佐川 電話

携帯

久村 電話

携帯

ijikliiikilmn

ioiknmppkiilq

rilmlsnmkjppp

戸谷

繁宏

ijikxqqmkmmpp

成次 ioikmllpkj{ox

達裕

浩司 ijikxnlqkojq{

ijikpqqnkijq{

豊田加茂建設事務所管内

加藤 rilmosqxkxnnp 小野 riloms{pkqpll 山中 rilmxslqkxqop

亮 ioikxmlxki{pl

電話

非常災害時保安機材供出������P連絡網

海部建設事務所 知立建設事務所管内 東三河建設事務所管内

rilo{sjlkpnoq 電話

令和¢年¤月

地
区
理
事

一宮建設事務所管内 知多建設事務所管内 西三河建設事務所管内

舟橋浩司
携帯 ijikxnlqkojq{

松井恭行
rilmxslqkxqop

携帯 ijiIkmxjmk{jlm 携帯 ijiklixlkpi{o

加藤淳一
電話

成田P聡
電話 rilnsxlpklpop

澤田尚澄
電話

赤松平啓

本多P徹
電話

電話 電話 rilmj»Injkn{lp
長坂武久

rilnsoxnknl{p
西尾智成

rilm{sjlkoixo

rilnsoxnknl{p

出
P
P
動
P
P
班
P
P
隊
P
P
員

友雄

rilmjsnjkn{lp
竜也 ioikmjoikllqx

rilnsoqpkjnli

携帯 ijikpqpxkq{{x 携帯 ijikxnlokjopj 携帯 ijikxoxqkpnox

rilxmsnxkmpni

携帯 ijikoxnnkoono 携帯 ijikjjxokl{oq 携帯 ijikxxiokpiln

rilnsojpkp{pp

尾張建設事務所管内 豊田加茂建設事務所管内 新城設楽建設事務所管内

林
歩

敦之

電話

Ê災害協定会社経由»

加藤P淳一
ijikpqpxkq{{x

備
P
蓄
P
基
P
地
P
担
P
当

一宮建設事務所管内

rilm{smlkmili

尾張建設事務所管内

鐘三 ijikoplikomqx

ijikjnmmkoiox

一宮建設事務所管内 知立$西三河建設事務所管内

舟橋 rilo{sjlkpnoq 西村 rilomsnqkl{im 藤井

森 rilmlsqqkinll

東三河$新城設楽建設事務所管内

金原 rilxnsxpkqjmj
哲次 ijikqolqkjinm 祐一 ijiknjqmkjjpx

rilxnsxxkxxix

幸史 ijikpjoqkj{oj

鈴木

永井

ioikxnilkooxn
rilxnsl{klpnp

福司 rilxmsnxkmpni
智一 ijik{m{lkqx{i

安藤

和之 ijikojlmkixql 幸 ijikp{q{knxxq

海部建設事務所 舟橋 rilo{sjlkpnoq 夏目 rilmqsnokimmp

ijikxnlqkojq{

ijik{inokl{ni 杉原 rilomslpkmmmj 寺部 rilmxsmlknoii

英利 ijiklixlkioxo

rilnsoqpkjnli 星野 riloms{{kpioq 大和 rilmqsqoknooo

岳 ijikmxxnklxip

rilmjsqokoi{o 岡田 rilm{smlkmili I一郎 ijikollxkmjxj

大里 rilmmsonkoopo

紀夫 ioikmjnmkmnio

知多建設事務所管内
基地集合
機材積込

海部建設事務所

ijikxxojkooi{ 靜 ijikojlxkpoim

rilmjsqokpqlm 加藤 rilm{snmkxoop 村瀬 rilmlsxxknpqp

ijikponlklmnn 広一 ioikmjmlk{qmi 隆彦 ioikqlqpkpjlj

知立建設事務所管内 伊藤 rilm{smlknjjl 河合 rilmlsqokqolp

rilmmsonkoopo 聡 ijikp{n{koomn 宏 ijiklmpikpmjm

輝雄 ijikoq{ikipml

河合 rilmlsqokqolp 子安 rilmlslxkni{n

ijiklmpikpmjm 隆史

ijikxjxmkqmxi

荒木 rilm{sjlkoixo

宮川 rilmlslxkxoox

豊田加茂建設事務所管内

草薙 rilnso{mk{qpq

正喜 i{ikqoipkpnmq

西三河建設事務所管内

rilmlsn{kmool

東三河建設事務所管内 若松 rilnsjxokmxni 至信 ijikjp{{kp{jn

尾張建設事務所管内

宏

石本 rilnsojpkp{pp

rilmxslqkxqop 古橋 rilns{jxkniqx 紀雄 ijikjjxokl{j{

章裕 ijiknpxxk{lxl

典生 ijikmn{nkoiq{

ijiklixlkpi{o

青木

山内

歩 ijiklpiikqmxx 加藤 rilmosqxkxnnp 之彦

rilxnsxpkm{ii

和幸 ijikoi{{kmnop

ijikom{ikninn 和久 ijikpq{qkl{on
加藤 rilnsojpkp{pp

大智 ijikmxjokqqql

rilxmsnxkmpni 谷奥 rilnsqppkxopp

新城設楽建設事務所管内

茂喜 ijikp{o{kxnpi

仲井 Êilxn»nmkixmp

被I災I地
徳幸 ijiknl{lkoopl 良紀 ijikqponkjx{q

小林

遠山 rilnsmnqkli{p

天野 rilxxsmok{plp

秀幸 ijikpnj{k{poj

富雄 ijikpq{mkljpx
rilmnsxxkpm{m

浩二

保司 ijikjinjkjxjx

長田

ijikjnmmkoiox

須藤

皿井
知多建設事務所管内

正親 ijikpn{qk{opn
rilmjsnxkmnmp

ilmjkqokoi{o

愛標協P会長

rilmjsqokpqlm

林 rilnsoilkppxp

清水 rilnsjxlkllmp
祐希 ijikmxonkopqx

rilns{mxknpqn

rilnsoqpkjnli

rilns{{nkmpxp
勝明 ijik{omnkix{m

丹羽 rilnsmlpkqlxp

一樹 i{iknnqlkmjoq

ijikxnllkjinj

充雄

星

出P動 実 ioikmjooklxpo

IIII慶

ijiklpiikqmxx

順司 ijikqnmpkjq{i

rilxnsxpkmnxi

秀彦

rilxnsxpkm{ii

田鍋

ijikjinnkonlm

ijikxoxpki{jj
rilxnslnkxi{{

正光

官庁基地
機材積込



保安機材供出ネットワークの歩み

平成１５年１０月 保安機材を県下9基地に配備

平成１８年 ９月 愛知県南知多町総合防災訓練に参加

平成１９年 ４月 緊急時出動班を編成

平成１９年 ７月 地区別防災訓練を始める（県下６ブロック、年１回）

平成２２年 ６月 備蓄基地を県下１１基地へ体制強化

平成２３年 ６月 陸前高田市へ保安機材を寄贈（岩手県協会と共同）

令和 ２年 ７月 コロナ禍による中止

令和 ３年 ７月 コロナ禍により自主訓練を開催 現在に至る



令和３年（現在）

緊急時出動班隊員 50社 50名

備蓄基地 愛知県下 11基地

備蓄数量 以下のとおり





令和３年
地区別供出訓練



一 宮 ７月２８日



海 部 7月２７日



尾 張 ７月２８日



知多 7月２９日



知立・西三河 7月６日



豊田加茂 ７月２１日



東三河・新城設楽 ７月２８日



ご清聴ありがとうございました

非常災害対策ＰＪ委員会

(一社)愛知県道路標識・標示業協会


