
平 成 ２ ８ 年 １ １ 月 ２ １ 日
記者発表資料 国土交通省 東北地方整備局

三 陸 国 道 事 務 所

宮古市と連携した「防災通信訓練」の実施
～国土交通省通信機器を利用した通信訓練～

東北地方整備局 三陸国道事務所では、災害初動時における迅速な通信確保を目的
に宮古市及び岩手県内各事務所と連携・協力して防災情報機器の操作訓練を実施しま
す。この訓練は、東北地方整備局管内で毎年行われているものです。

今回の訓練では、衛星通信車、衛星小型画像伝送装置（Ｋｕ－ＳＡＴ）を設置し、
被災想定箇所（道の駅やまびこ館）から宮古市役所までの画像伝送及び通話訓練を行
います。

１．日 時 平成２８年 １１月 ２５日（金） １３：００～１６：００

２．場 所 道の駅やまびこ館 岩手県宮古市川内８－２

宮古市役所 岩手県宮古市新川町２－１

３．訓練内容 道の駅やまびこ館

（１）衛星通信車設営・映像配信訓練

（２）衛星小型画像伝送装置（Ku-SAT）設営・映像配信訓練

（３）宮古市役所職員による通話訓練

宮古市役所

（１）衛星小型画像伝送装置（Ku-SAT）設営・映像受信訓練

（２）宮古市役所職員による通話訓練

４．参加機関 宮古市

国土交通省 東北地方整備局 三陸国道事務所、岩手河川国道事務所、

北上川ダム統合管理事務所、

南三陸国道事務所

５．主要機器 衛星通信車、衛星小型画像伝送装置（Ku-SAT）、衛星携帯電話

※天候等により中止となる場合があります。中止の場合、改めてのお知らせはしません。

発表記者会＜岩手県政記者クラブ、東北専門記者会（岩手分）、宮古記者クラブ＞

《問い合わせ先》

国土交通省 東北地方整備局 三陸国道事務所
岩手県宮古市藤の川４－１

ＴＥＬ ０１９３－７１－１７１８（交通対策課直通）

○訓練担当 交通対策課 建設専門官 高橋 太 （内線４０７）
たかはし ふとし

○支援自治体 宮古市 危機管理監

ＴＥＬ ０１９３－６２－２１１１（代表）

危機管理課 防災係長 山崎 正幸
やまざき まさゆき



平成２８年度 後期防災通信訓練 位置図

道の駅やまびこ館
岩手県宮古市川内８－２

宮古市役所
岩手県宮古市新川町２－１

岩手県

国道106号
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別紙ー２

１．日時　平成２８年１１月２５日（金）　　
２．参加事務所　岩手河川国道事務所、北上川ダム統合管理事務所、南三陸国道事務所、三陸国道事務所

対応箇所 内容 　

被災現場 ・災害発生（道路崩落） ×

（道の駅やまびこ館） ・機材及び人員着 ●

・衛星携帯電話　通話連絡（宮古市へ）

　　　　　　　　通話連絡（三陸へ）

・衛星通信車班　設営

　　　　　　　　映像配信（マルチキャスト）

・Ku-SAT①班　　設営

　　　　　　　　映像配信（ユニキャスト）

　　　　　　　　メール送信

・Ku-SAT②班　　設営

　　　　　　　　映像配信（ユニキャスト）

　　　　　　　　通話連絡（宮古市へ）

・撤収、後片付け

宮古市役所 ・応援要請（三陸国道へ）

・機材及び人員着 ●

・一般電話　　　通話連絡（災害現場から）

・Ku-SAT③班　　設営

　　　　　　　　映像受信（ユニキャスト）

　　　　　　　　通話連絡（災害現場から）

・撤収、後片付け

三陸国道 警戒体制

支援体制

・応援要請（宮古市から）

・体制の検討、調整

・応援要請（→県内各事務所）

（１）衛星通信車等派遣要請（岩手へ）

（２）人員派遣要請（北上統管へ）

（３）人員派遣要請（南三陸へ）

・Ku-SAT及び人員派遣 （準備） 宮古市役所着
・人員派遣 （準備） 被災現場（道の駅やまびこ館）着
・一般電話　　　通話連絡（災害現場から）

・ＴＶ会議　　　状況報告①（本局へ）

　　　　　　　　状況報告②（本局へ）

・画像確認

・配信確認（宮古市へ）

岩手河川国道 ・応援要請（三陸国道から）

・衛星通信車及び人員派遣 （準備） 被災現場着
・Ku-SAT及び人員派遣 （準備） 被災現場着

北上川ダム統管 ・応援要請（三陸国道から）

・人員派遣 （準備） 被災現場着
南三陸国道 ・応援要請（三陸国道から）

・人員派遣 （準備） 被災現場着
本局 ・ＴＶ会議　　　状況報告①（三陸より）

　　　　　　　　状況報告②（三陸より）

・画像確認

15:00 15:30 16:00

平成28年度　後期防災通信訓練タイムスケジュール

10:00 10:30 11:00 11:30 12:005:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:309:00

設営

映像配信

映像配信

設営

設営

映像配信

メール送信

通話連絡

設営

映像受信

通話連絡

通話連絡

通話連絡

状況報告①

状況報告②

通話連絡

通話連絡

画像確認

配信確認

状況報告①

状況報告②

画像確認



台 風 １ ０ 号 に 関 す る 国 土 交 通 省 の 通 信 支 援 状 況

青森

能代

秋田
三陸

岩手

湯沢

酒田

新庄

北上川下流

東北技術

仙台

本局

山形

福島

郡山

磐城

配備事務所

稼働場所

東北地方整備局 三陸国道事務所

衛星による通信回線を構築し、断絶した道路の緊急復旧工事の監視体制強化、自治体との連携に貢献！

Kokudokotsu
Universal
Small
Aperture
Terminal

（全１９台）

災害現場

通信衛星

監視カメラ受信局（東京）

監視モニタ

電話国交省
ネットワーク

Ｋｕ－ＳＡＴ
(衛星小型画像伝送装置)

整備局

自治体 監視モニタ

地区・場所（路線） 期間 日数 設置機器 目的

岩泉町役場 8/31－ 9/2 3日 電話 町長室連絡用

岩泉町乙茂（国道455号） 8/31－ 9/8 9日 監視カメラ,電話 災害状況把握,緊急復旧工事監視

宮古市花原市（国道106号） 9/1－ 9/4 4日 監視カメラ,電話 災害状況把握,緊急復旧工事監視

宮古市茂市（国道106号） 9/4 － 9/10 7日 監視カメラ,電話 災害状況把握,緊急復旧工事監視

岩泉町大川（国道340号） 9/8 － 9/12 5日 監視カメラ,電話 道路啓開状況監視

岩泉町安家（県道202号） 9/12－ 9/23 12日 監視カメラ,電話 災害状況把握,緊急復旧工事監視

×

×

× ×

×

県道２０２号岩泉町安家地区

国道４５５号岩泉町乙茂地区

岩泉町役場

国道３４０号岩泉町大川地区

国道１０６号宮古市花原市地区

国道１０６号 宮古市茂市地区

×：緊急復旧・啓開箇所

※Ｋｕ－ＳＡＴ

システム概要

▲国道455号 乙茂監視状況

▲国道106号 茂市監視状況▲国道455号乙茂
カメラ調整中

▲国道455号 乙茂
Ku‐SAT設営状況

▲国道106号 乙茂 Ku‐SAT設営状況▲国道106号 茂市
カメラ調整中

台風１０号時のＫｕ－ＳＡＴ（※）の稼働状況
及び 東北管内の配備状況

（衛星小型画像伝送装置）


