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東京消防庁  

 

平成２６年１月２７日 

 

多数傷病者発生時における港湾救助救急訓練の実施について 

～ 港湾各局による初の大規模海上災害合同訓練 ～ 

 

東京オリンピック開催を６年後に控え、東京港における更なる港湾消防体制の万全を期する

ため、東京消防庁及び東京港の安全を担う関係機関及び民間事業者が有機的に連携した、海上

における初めての大規模海上災害訓練を実施します。この訓練は、海上部隊と陸上部隊が有機

的に連携することにより、大規模海上災害による被害を最小限に食い止めることを目的としま

す。 

本訓練には、消防関係者１６４名をはじめ、東京ＤＭＡＴ、海上保安庁、警視庁、東京都港

湾局、中央区、東海汽船㈱、東京水辺ライン等合計１５機関約２９０名が参加し、水上オート

バイや水難救助艇、巡視艇、警備艇等による実戦的な水面上の要救助者救助や被災船舶内の要

救助者の搬送を実施するとともに、最新鋭消防艇「みやこどり」船上での東京ＤＭＡＴと連携

したトリアージや救急処置、重症者のヘリコプターによる迅速な救急搬送等のダイナミックな

救助活動を本番さながらに展開します。 

 

記 

 

１ 日時 

  平成２６年１月３１日（金）１０時００分から１１時２０分まで 

２ 場所 

中央区晴海五丁目１番及び７番 臨港消防署及び晴海客船ターミナル沖（別図１、２参照） 

３ 訓練統裁者等  

統裁者 第一消防方面本部長 松川 茂夫（まつかわ しげお） 

統括指揮者 臨港消防署長 菊池 三十四（きくち さとし） 

現場指揮者 臨港消防署警防課長 柳田 愼二（やなぎだ しんじ）         

４ 参加人員等 

(１) 東京消防庁 １５４人 

(２) 臨港消防団   １０人 

(３) 中央区 ６人 

(４) 東京港管理事務所 １４人 

(５) 東京港建設事務所 ２２人 

(６) 中央区医師会 ３人 

(７) 東京ＤＭＡＴ（聖路加国際病院、都立墨東病院） ６人 

(８)  東京消防庁災害時支援ボランティア ５人 

(９) 東京海上保安部 １５人 

(10) 警視庁災害対策課 ６人 

(11) 警視庁東京湾岸警察署 １９人 

 
 東京消防庁 Tokyo Fire Department 



(12) 警視庁月島警察署 ９人 

(13) 晴海連合町会 ６人 

(14) 東海汽船株式会社 １０人 

(15) 東京都公園協会 ５人 

合 計  参加人員 １５機関   ２９０人  

５ 参加車両 

(１)  消防車両（救急隊含む。） ３５台 

(２)  消防ヘリコプター      １機 

(３)  消防艇           ８艇 

(４)  その他          １０艇 

合 計  参加車両       ５４台（消防ヘリコプターを含む。） 

６ 訓練想定 

東京港内で貨物船（港湾局「海竜」）と旅客船（東海汽船㈱「セブンアイランド愛」）の衝

突事故が発生し、乗客及び船員が海上に投げ出されるとともに、船内には多数の受傷者が発

生する。さらに、衝突の衝撃により貨物船の機関室から火災が発生、船内に乗組員が取り残

されている。 

消防隊及び関係機関等は水面及び船内の要救助者を迅速に救助するとともに、現場トリア

ージ、救急処置等を実施し迅速かつ効率的に救急搬送を実施します。 

７ 訓練進行 

  別表のとおり 

８ 会場全体図 

  別図２のとおり 

９ その他 

(１) 雨天時は原則決行しますが、状況により訓練の一部中止又は中止となる場合があります。 

当日７時までに決定しますので、広報課報道係までお問合せください。 

(２) 取材時は必ず自社腕章を着用してください。 

(３) 受付は９時２０分から、レクチャーは９時３０分から行います。（別図１参照） 

 (４) 現場では、事故防止に十分注意するとともに係員の指示に従ってください。 

(５) 車両でお越しの方は見学者車両駐車場を利用してください。（別図２参照） 

 

 

 

                       問合せ先 

                       東京消防庁(代） ３２１２－２１１１ 

広報課報道係 内線２３４５～２３５０ 

臨港消防署    ３５３４－０１１９ 

                       消防係     内線３４１・３４２ 

  



別表 多数傷病者発生時における港湾救助救急訓練

時刻 出場隊 活動概要 備考

10:00:00 発　災 晴海沖

10:02:00
きよす、みやこどり、はるみ、はやて、
水上ﾊﾞｲｸ①・②、ありあけ、かちどき

消防艇全艇出場（臨港指揮隊、臨港１小隊、月島救急隊はみやこどりに乗船）、水面上の要救助者の救助 晴海沖

10:10:00 指揮隊 芝指揮隊部署後、陸上指揮本部と接触→救急指揮所担当 陸揚げ拠点

救助隊 芝救助隊、陸揚げ拠点へ到着。要救助者搬送活動へ 陸揚げ拠点
２ＨＲ（２ＨＲ３？、２ＨＡＳ、２ＨＳＴ、
２ＨＳＱ）

２本部ハイパーレスキュー隊現着　スーパーアンビュランス設定、各種テント設営 陸揚げ拠点

東京ＤＭＡＴ（聖路加）＆連携隊
、臨港B5

東京DMAT（聖路加）は陸上指揮本部、救急指揮所と接触
→はやてに乗船し、海上エリア（みやこどり）へ向かう。

陸揚げ拠点

東京ＤＭＡＴ（墨東）＆連携隊
、浜町B2

東京DMAT（墨東）は陸上指揮本部、救急指揮所と接触
→きよすに乗船し、海上エリア（みやこどり）へ向かう。

陸揚げ拠点

10:15:00 指揮隊 部署後、陸上指揮本部と接触→情報指揮（搬送ポスト担当等） 陸揚げ拠点

10:16:00 警視庁警備艇（だいば） だいば、陸揚拠点到着、要救助者を陸上消防隊に引継、海上エリアに戻る。 陸揚げ拠点
10:18:00 海上保安庁巡視艇（はやかぜ） はやかぜ、陸揚拠点到着、要救助者を陸上消防隊に引継、海上エリアに戻る。 陸揚げ拠点

10:20:00 救急隊 陸上指揮本部、救急指揮所と接触→現場救護所で処置、搬送 陸揚げ拠点

臨港消防団 陸上指揮本部と接触→現場救護所で活動 陸揚げ拠点

 東京ＤＭＡＴ×２、臨港B5、浜町B2 みやこどりに接舷、海上救護所で活動開始 晴海沖
警視庁PC 月島警察署車両及び人員到着 陸揚げ拠点

10:25:00 中央区医師会 ２ＨＡＳ内で重症傷病者担当＋トリアージ 陸揚げ拠点

消防ヘリ、みやこどり 消防ヘリは、みやこどり緊急救助用スペースから、要救助者１名を吊上げ、搬送 晴海沖
貨物船 火災発生 晴海沖
ありあけ、はるみ ありあけ、はるみ、貨物船火災対応 晴海沖

10:30:00 防災ボランティア、町会・自治会 陸上指揮本部、救急指揮所と接触と接触→現場救護所で活動 陸揚げ拠点

ハイパーレスキュー、救助隊 はやて、きよすに乗船して出場、貨物船火災対応 陸揚げ拠点

　 海上保安庁巡視艇（ゆめかぜ）
ゆめかぜ、みやこどりに接舷して指揮者はみやこどりに移乗、救助活動開始
トリアージされた要救助者を収容し搬送開始

晴海沖

10:35:00 現地連絡調整所構成機関 東京海上保安部、東京湾岸警察署、月島警察署、東京港管理事務所、中央区到着 陸揚げ拠点

10:37:00 ハイパーレスキュー、救助隊 貨物船に到着、活動開始、応援隊下船後、きよすは陸揚拠点に移動、はやてはみやこどりに接舷 晴海沖

10:45:00 はるみ、ハイパーレスキュー、救助隊
１　２５２（機関長、機関士）２名発見、担架収容、はるみに収容
２　はるみにより、陸揚拠点に搬送

晴海沖

はやて はやて、東京DMAT及び救命対応患者２名を陸揚拠点に搬送 陸揚げ拠点

10:55:00 はるみ はるみ、貨物船の救助者２名陸揚拠点到着 陸揚げ拠点

10:58:00 貨物船 貨物船火災鎮圧、貨物船の乗組員８名が受傷 晴海沖
11:20:00 訓練終了
11:25:00 訓練終了報告
11:30:00 講評 陸揚げ拠点

１　旅客船（船員：５名、旅客：３６名=合計４１名）⇒陸揚拠点搬送人員３５名、消防ヘリ搬送1名
２　貨物船（船員：１８名）　　　　　　　　　　　　　　⇒陸揚拠点搬送人員１１名
３　搬送人員合計　　　　　　　　　　　　　　　　⇒陸揚拠点搬送人員４６名（旅客船３５名、貨物船１１名）、ヘリ搬送人員１名　　　　合計４7名



Ｙ臨港消防署庁舎

中央区晴海五丁目駐車場案内図等

救急隊搬送エリア

見学者車両駐車位置

ポンプ隊等
集結エリア

1：４，４００

Ｎ

HＬ岸壁

係員２名を配置しておりま
すので、指示にしたがって
ください。

出入口

出入口

受付・レクチャー
９：３０から

晴海ふ頭から陸揚げ拠点で
ある臨港消防署仮庁舎への
移動はマイクロバスを運行し
ます
１回目 １０：３０
２回目 １１：００

別図１



消火活動
（中型艇）
「ありあけ」

水上指揮本部（合同指揮所）
水上救護所
「みやこどり」

前半見学者

晴海客船ターミナル 岸
壁上で海面上の救助活
動を見学

平成２５年度多数傷病者発生時における方面救助救急訓練

道路使用許可
（全面及び片側車線）

警戒艇
東京港管理事務所 ： 監視艇

水難救助活動
（小型艇）
「はるみ」・「はやて」・「きよす」「水上バイク」
東京海上保安部 ： 巡視艇（１艇）
東京湾岸警察 ： 警備艇（１艇）

警戒艇
東京港管理事務所 ： 監視艇

借用地

車両待機位置

本

後半見学者

臨港消防署敷地で傷病
者の陸揚げやトリアー
ジ、救急搬送を見学

被災船接舷イメージ

マイクロバスで移動（10:30・11：00）
（どちらで見るかは見学者の自由）

陸揚げ拠点
臨港消防署 各台船

消防庁動線

保安庁動線

警視庁動線

日時
平成２６年１月３１日（金）
10時00分～11時30分
予備日
平成26年2月10日（月）
10時00分～11時30分

実施場所
中央区晴海五丁目1番7号
臨港消防署敷地内
及び晴海客船ターミナル沖

参加機関

東京ＤＭＡＴ、東京港管理
事務所、東京港建設事務
所、中央区防災課、中央区
医師会、東京海上保安部、
警視庁災害対策課、東京
湾岸警察、月島警察、災害
時支援ボランティア、臨港
消防団、地元町会、東海汽
船、東京水辺ライン

災害現場
「海竜」と「高速ジェット船」
が衝突。多数の傷者が発生

軽傷者搬送
（東京水辺ライン）
１１時から

傷病者搬送
（中型艇）
「かちどき」
東京海上保安部 ： 巡視艇（１艇）
東京湾岸警察 ： 警備艇（１艇）

別図２

消防ヘリ（１機）
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