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Ⅰ 訓練概要 

１ 訓練目的 

平成 15年度に千代田区（以下「区」という。）では、首都直下地震が発生した場合、交通機関の停止等により、在勤者や通

学者、来街者など区を訪れる多くの方々が帰宅困難者となることを先見し、阪神・淡路大震災が発生した１月 17 日、帰宅困

難者に対する意識啓発や近隣が互いに助け合って地域を守る体制の構築等を目的として「帰宅困難者避難訓練」を全国に先駆

けて実施した。 

また、同時期には、地元企業組織等から構成される「帰宅困難者対策地域協力会」が設立され、主要駅を中心とした各地域

で、行政と連携した帰宅困難者対策を推進してきた。 

一方、平成 23年３月 11日に発生した東日本大震災では、区内においても震度５強を観測。その結果、公共交通機関が停止

し、区内道路が帰宅困難者や車両で渋滞し、大学等の施設に帰宅困難者が殺到するなどの混乱が生じたことに伴い、「帰宅困

難者問題」が広く認知され、東京都は、帰宅困難者対策を総合的に推進する条例を平成 25年 4月に施行した。 

区でも改めて帰宅支援の困難さを痛感し、帰宅困難者を発生させないことはもとより、留まることの大切さとその支援体制

を確立させるためにも、区や関係機関が連携した帰宅困難者対応訓練（以下「訓練」という。）を実施し、さらなる帰宅困難

者対策の推進を図る。 

 

２ 訓練概要 

項目 今回の訓練 

名 称 千代田区帰宅困難者対応訓練 

実施日時 
令和５年３月３日（金）午前 10時 00分から 12時 00分まで（荒天等の場合は中止することがあります） 

※訓練会場により、一時実施時刻が前後いたします。 

主 催 
千代田区、東京駅・有楽町駅周辺地区帰宅困難者対策地域協力会、富士見・飯田橋駅周辺地区帰宅困難者対策地

域協力会、四ツ谷駅周辺地区帰宅困難者対策地域協力会、秋葉原駅周辺地区帰宅困難者対策地域協力会 

実施場所 区内全域で実施 

訓練趣旨 
関係機関と連携し、無線機等の活用による帰宅困難者の受入れや支援等の活動を検証するとともに、防災意識

の普及啓発を図る。 

訓練想定 

令和５年３月３日（金）午前 10 時、都心南部直下を震源とする地震が発生し、千代田区では震度６強を観測

した。区内に甚大な被害は発生しなかったものの、通信機能及び交通機関がすべて停止したため、区としては昼

間区民の一斉帰宅の抑制を行った。 



項目 今回の訓練 

このことから区は、帰宅困難者対策地域協力会及び関係機関が連携して、帰宅困難者への支援活動を実施する。 

訓練内容 

◇訓練内容（一部予定含む） 

ア 一斉防災訓練（シェイクアウト訓練） 

地震が発生したとの想定に基づき、机の下に隠れるなど各自が一斉に防御行動をとる。 

イ 区・帰宅困難者対策地域協力会との連携訓練 

ＭＣＡ無線機等を活用し、情報収集、情報提供等の無線通信訓練（図上訓練）を実施する。 

ウ 区・一時受入施設との連携訓練 

ＭＣＡ無線機等を活用し、帰宅困難者受入のため、帰宅困難者等一時受入施設の状況確認、施設提供依

頼等の無線通信訓練を実施する。 

エ 区・国との情報連携通信訓練 

ＭＣＡ無線機等を活用し、帰宅困難者受入のため、帰宅困難者等一時受入施設の状況確認、施設提供依

頼等の無線通信訓練を実施する。 

オ 区・ちよだボランティアセンターとの連携訓練 

ＭＣＡ無線機等を活用し、ちよだボランティアセンターの設置状況確認及びボランティア派遣依頼等の

情報伝達訓練を実施する。 

カ 地域協力会訓練 

(ア) 東京・有楽町駅周辺地区 

主に丸の内ビルディングにおいて、情報提供ステーション立上訓練、帰宅困難者等一時受入施設開設

訓練及びＪＩＮＲＩＫＩによる搬送訓練等を実施する。 

(イ) 飯田橋駅周辺地区 

アイガーデンエア、大塚商会及びホテルメトロポリタンエドモント付近において、帰宅困難者対応訓

練と併せて、防災意識の啓発及び防災行動力の向上を図るために各種訓練を実施する。 

①シェイクアウト訓練 ②情報通信訓練 ③応急救護訓練 ④救出訓練 

⑤帰宅困難者受入訓練 

(ウ) 四ツ谷駅周辺地区 

「四ツ谷駅周辺で溢れた帰宅困難者が聖イグナチオ教会に集まってしまった」という想定で、地域の

協力の下、会員間での情報伝達を行いながら一時受入施設へ誘導し、開設、運営訓練を実施する。 

(エ) 秋葉原駅周辺地区 



項目 今回の訓練 

秋葉原駅周辺において、駅前滞留者や来街者（外国人含む）を対象とした災害時情報提供ステーショ

ンを地域協力会が立ち上げ、情報提供を受けた帰宅困難者が最寄りの受入施設まで徒歩で移動する訓練

を実施。また、訓練参加者の防災力向上のための応急手当訓練等を併せて実施する。 

参加協力 

機関 

民間事業者 

 

（学）明治大学、（学）法政大学、（学）日本大学、（学）大妻女子大学、（学）共立女子学園、（株）

ホテルニューオータニ、三井住友海上火災保険（株）、（公財）東京ＹＷＣＡ、（株）西部リアルテ

ィソリューションズ、お茶の水ソラシティ、日本ホテル（株）ホテルメトロポリタンエドモント、

（株）帝国ホテル、（株）読売新聞東京本社ビル、森トラスト（株）、（一社）学士会館、JP ビルマ

ネジメント（株）、プラットフォームサービス（株）、ザ・ペニンシュラ東京、神保町三井ビルディ

ング管理組合、（株）オリエントコーポレーション、日本工営（株）、三菱地所プロパティマネジメ

ント（株）、（株）日本テレビワーク２４、（株）日本海運会館、（株）東京ロイヤルホテル 

公的機関等 

内閣府（内閣官房）、総務省、法務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土

交通省、麹町警察署、丸の内警察署、神田警察署、万世橋警察署、丸の内消防署、麹町消防署、神

田消防署、（福）千代田区社会福祉協議会、千代田区立小中学校・中等教育学校・保育園・幼稚園・

こども園、区内認証保育所 



３ 訓練場所 

 

 
● 

③旧今川中学校 校庭 

（鍛冶町 2-4-2）10:30〜10:45 

 

⑥ホテルメトロポリタンエドモント 

（飯田橋 3-10-8）11:35〜12:00 

 

⑧東京ガーデンテラス紀尾井町 

（紀尾井町 1-2 他）10:45〜12:00 

 

 

⑪ボランティアセンター 

（九段南 1-6-10）10:00〜11：30 

⑨秋葉原駅前広場（秋葉原協力会事務局） 

（外神田 1）9:15〜11:00 

⑩ワテラス 

（淡路町 2-101）10:50〜11:30 

 

 

①千代田区役所 

（九段南 1-2-1）10:00〜1２:00 ⑦聖イグナチオ教会 

（麹町 6-5-1）10:15〜10:20 

 

②丸の内ビルディング（東京有楽町協力会事務局） 

（丸の内 2-４－１）９:45〜11:00 

 

⑤大塚商会 

（飯田橋 2-18-4）11:45〜12:00 

 

④アイガーデンエア（富士見飯田橋協力会事務局） 

（飯田橋 3-10）10:55〜11:30 



Ⅱ 取材に際してのお願い 

１ 留意事項 

（１）会場によっては、事前に取材申込を行っていただく必要があります。申込先は会場により異なりますので、手続き漏れの

ないようお願いいたします。 

また、安全管理上の理由等により取材できない会場もありますので、ご留意願います。 

（２）取材にあたっては、混乱防止のため、必ず自社腕章を着用してください。会場によっては、訓練を安全に進行するため、

取材位置を指定させていただきますので、現地係員の指示に従い訓練の妨げにならないようご協力をお願いいたします。 

（３）商業施設などでは、一般利用者が数多く行き交う中で訓練を実施します。一般利用者の支障にならないようご留意いただ

くとともに、撮影にあたっては、個人が特定されないようにご配慮ください。 

（４）取材の申し込み、問い合わせにつきましては、状況掌握のため必ず事前に区担当者【田嶋・竹田・古橋（たじま・たけ

だ・ふるはし）℡03-5211-4187 mail：saigaitaisaku@city.chiyoda.lg.jp】までご連絡をお願いいたします。 

 

２ 取材可能な場所 

会 場 名  所 在 主な訓練内容 時 間 留意事項 申込 

①千代田区役所 九段南 1-2-1 

◆シェイクアウト訓練 

◆自衛消防訓練 

◆消火訓練 

10:00～ 

12:00 

ご来庁のお客様が特定されないよう撮影にご

配意願います。 

【問合せ先】 

千代田区 政策経営部 

災害対策・危機管理課 

田嶋・竹田・古橋（たじま・たけだ・ふるはし） 

℡ 03-5211-4187 

Mail:saigaitaisaku@city.chiyoda.lg.jp 

要 

②丸の内ビルデ

ィング １階エ

ントランス（東

京・有楽町協力

会） 

丸の内 2-4-1 ◆Jinrikiによる搬送訓練 
9:45～ 

11:00 

一般の利用者が特定されないよう撮影にご配

意願います。 

【問合せ先】 

都市防災研究所 

理事・上席研究員 守（もり） 

℡ 03-5218-0880 

要 



会 場 名  所 在 主な訓練内容 時 間 留意事項 申込 

③旧今川中学校 

校庭 
鍛冶町 2-4-2 

◆ドローンによる映像撮

影・共有訓練 

10:30～ 

10:45 

一般の利用者がおよび周辺住民の方が特定さ

れないよう撮影にご配意願います。 

【問合せ先】 

都市防災研究所 

理事・上席研究員 守（もり） 

℡ 03-5218-0880 

要 

④飯田橋アイガ

ーデンエア（富

士見・飯田橋協

力会） 

飯田橋 3-10 

◆救出訓練 

◆応急救護訓練 

◆帰宅困難者誘導訓練 

10:55～ 

11:30 

一般の参加者が特定されないよう撮影にご配

意願います。 

【問合せ先】 

㈱KDDI 西村（にしむら） 

℡ 080-5991-9251 

要 

⑤大塚商会 飯田橋2-18-4 ◆帰宅困難者受入訓練 
11:45～ 

12:00 

【問合せ先】 

㈱大塚商会 人事総務部 総務課 

奥村（おくむら） 

℡ 03-3514-7111 

要 

⑥ホテルメトロ

ポリタンエドモ

ント 

飯田橋 3-10-8 ◆帰宅困難者受入訓練 
11:35～ 

12:00 

一般のホテル利用者が特定されないよう撮影

にご配意願います。 

【問合せ先】 

ホテルメトロポリタンエドモント 

総支配人室 防災担当部長 

石坂（いしざか） 

℡ 03-3237-1110 

要 

⑦聖イグナチオ

教会（四ツ谷協

力会） 

麹町 6-5-1 ◆帰宅困難者誘導訓練 
10:15～ 

10:20 

広場内のみでのご取材をお願いいたします。 

【問合せ先】 

ランドブレイン㈱ 宇治田（うじた） 

℡ 03-3263-3811 

要 



会 場 名  所 在 主な訓練内容 時 間 留意事項 申込 

⑧東京ガーデン

テラス紀尾井町 

紀尾井町 1-2

他 
◆帰宅困難者受入訓練 

10:45～ 

12:00 

原則、訓練会場（紀尾井カンファレンス）内で

のご取材をお願いいたします。 

【問合せ先】 

㈱西武プロパティーズ ビル運営部 

小松・小関（こまつ・こせき） 

℡ 03-3288-5505 

要 

⑨秋葉原駅前広

場（秋葉原協力

会） 

外神田 1 

◆シェイクアウト訓練 

◆情報提供ステーション立

上訓練 

◆駅前滞留者情報提供訓練 

◆受入施設誘導訓練 

9:15～ 

11:00 

【問合せ先】 

秋葉原タウンマネジメント㈱ 

土方（ひじかた） 

℡ 03-6383-3033 

要 

⑩ワテラス 淡路町 2-101 ◆帰宅困難者受入訓練 
10:50～ 

11:30 

【問合せ先】 

安田不動産㈱ 

堂前（どうまえ） 

℡ 03-5259-0524 

要 

⑪ボランティア

センター 
九段南 1-6-10 

◆シェイクアウト訓練 

◆無線通信訓練 

◆災害ボランティア派遣訓

練 

◆災害ボランティアセンタ

ー立上訓練 

10:00～ 

12:00 

【問合せ先】 

ちよだボランティアセンター 

永松・小川（ながまつ・おがわ） 

TEL 03-6265-6522 

要 

３ 取材申込書 

別紙のとおり。 

なお、申し込み期限は、３月１日（水）正午までとします。取材申込書に必要事項をご記入の上、＜

saigaitaisaku@city.chiyoda.lg.jp＞あてにメールでお申し込み下さい。 

 

４ 駐車場 

各会場とも報道関係者用の駐車場は確保しておりませんので、ご注意ください。 



別紙 

千代田区 政策経営部 災害対策・危機管理課 

帰宅困難者対応訓練 担当者 宛 

送付先：saigaitaisaku@city.chiyoda.lg.jp 

 

千代田区帰宅困難者対応訓練 取材申込書 

（締切 ３月１日（水）正午） 

報道機関名  

所属部署 

番組名等 
 

取材代表者  

取材希望場所 

①  
 

②  
 

③  
 

連絡先 

電話番号  

携帯番号  

FAX 番号  

取材希望内容  

取材人数等 

計      人 

カメラ（スチール   台、ムービー   台） 

他 

 


