
 

 

 

首都直下地震及び南海トラフ巨大地震に対応した 

オンライン代替輸送訓練の参加者募集開始 
 

北陸地域国際物流戦略チーム（事務局：北陸地方整備局、北陸信越運輸局）は、

今後発生が危惧されている首都直下地震及び南海トラフ巨大地震を想定した日本

海側港湾への代替輸送訓練を下記のとおり開催します。今年度は、新型コロナウイ

ルス感染拡大防止の観点から、またポストコロナ時代を見据えてオンライン形式に

よる訓練を実施します。 

災害発生後にとるべき行動の判断・実行を模擬体験することにより、代替輸送に

対する参加企業の経験値や意識の向上等を目的としております。また、参加企業の

皆様により現実的に代替輸送をご検討いただくため、訓練演習の前に、太平洋側港

湾の代替港湾となる北陸地域の外貿コンテナを取り扱う港湾（新潟港、直江津港、

伏木富山港、金沢港、敦賀港）の施設概要及び海上輸送事業（新日本海フェリー、

近海郵船）についてご紹介する時間を設けております。 

なお、東日本大震災では、日本海側港湾が太平洋側港湾の代替機能を果たして

おります。 

 

記 

訓練日時： 〔首都直下地震〕     令和３年２月４日（木） １３：００～１７：００ 

〔南海トラフ巨大地震〕  令和３年２月５日（金） １３：００～１７：００ 

訓練会場： オンライン（Zoom 等による参加） 

募集期間： 令和２年１２月２４日（木）～令和３年１月２２日（金） 

主   催： 北陸地方整備局、北陸信越運輸局 
 

【添付資料】 

・補足資料（別紙１） 

・募集案内<首都直下地震>（別紙２） 

・募集案内<南海トラフ巨大地震>（別紙３） 
 

※取材については、事前申し込みを予定しており、詳細は１月下旬頃にお知らせいたします。 

 
 

 

 

 

 

 

北陸地方整備局 

北陸信越運輸局 

記者発表 

 

配 布 日 

令和 2 年 12 月 24 日 

 

同時発表記者クラブ 

新潟県政記者クラブ    富山県政記者クラブ 

新県政記者クラブ      石川県政記者クラブ 

新潟市政記者クラブ    福井県政記者クラブ 

長野市政記者クラブ    東京都庁記者クラブ 

長野県庁会見場          埼玉県政記者クラブ 

名古屋港記者クラブ    岐阜県政記者クラブ 

専門紙 

【問い合わせ先】 

    国土交通省 北陸地方整備局 港湾空港部 

港湾高度利用調整官 武田 

課長補佐 佐藤 

TEL 025-370-6706 

FAX 025-280-8783 



 別紙１  

補足資料 

 

【北陸地域国際物流戦略チーム】 

北陸地域の物流に係る課題・施策について、幅広い意見・情報交換を行うととも

に、問題意識を共有し具体的な施策を検討するため、経済団体、物流団体、港湾

関連会社、航空関連会社、学識経験者、諸官公庁等から構成されている組織で、

平成１８年８月に設置。 

 

【太平洋側港湾 代替機能 イメージ】 

 



首都直下地震に対応した 
オンライン代替輸送訓練の参加者募集 

東日本大震災では、日本海側港湾が太平洋側港湾の代替機能を発揮しました。今後発生が危
惧されている首都直下地震等発生時に日ごろ輸出⼊に利⽤している港湾が⼀時的に使⽤できない場
合に事業継続を確実なものとするため、平成２５年度より代替輸送訓練を実施しています。 

今年度は、新型コロナウイルス感染拡大防⽌の観点から、またポストコロナ時代を⾒据えてオンライン
形式による訓練を実施します。また、訓練演習の前に、太平洋側港湾の代替港湾となる北陸地域の
外貿コンテナを取り扱う港湾（新潟港、直江津港、伏⽊富⼭港、⾦沢港、敦賀港）の施設概要及
び海上輸送事業（新日本海フェリー）について紹介する時間を設けております。 

日時︓令和 3 年２⽉４日(⽊) 
13:00〜17:00 (12:30 受付開始) 

会場︓オンライン（Zoom 等による参加） 
※カメラの利⽤は必須ではありません。 

予定定員︓70 名(先着順・申込多数の場合は「オンライン視聴」にご変更いただく場合がございます) 
参加費︓無料（通信回線使⽤に係る費⽤は参加者のご負担となります） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※ Zoom 等へアクセスするＵＲＬなどについては、後日メールにて連絡します。 
※１⽉下旬にＺoom 等の接続テストを実施します（希望者のみ）。 
 

主催︓ 国⼟交通省 北陸地⽅整備局、北陸信越運輸局  
【訓練に関するお問い合わせ】 

北陸地⽅整備局 港湾空港部 港湾⾼度利⽤調整官室 武⽥、佐藤、⼭下  TEL︓025-370-6706 

プログラム︓ 
13:00〜13:05     開会挨拶（北陸地⽅整備局） 

【第 1 部】 
13:05〜13:10     趣旨説明 
13:10〜13:50     北陸地域港湾の紹介（新潟県、富⼭県、⽯川県、福井県） 
13:50〜14:00     海上輸送事業の紹介（新日本海フェリー） 
14:00〜14:10     ≪休憩≫ 

【第２部】 
14:10〜14:40     オンライン代替輸送訓練の事前説明 
14:40〜15:00     オンライン訓練の進め⽅・ツールの模擬体験 
15:00〜16:30     オンライン代替輸送訓練（演習） 

「もしも、日ごろ使っている港湾施設が地震で使えなくなったら」 
16:30〜16:55     意⾒交換 
16:55〜17:00     閉会挨拶（北陸信越運輸局） 

別紙 2 



２⽉ 4 日(⽊) 首都直下地震に対応したオンライン代替輸送訓練 
参 加 申 込 書 

参加を希望される⽅は、下記の URL もしくは QR コードにアクセスのうえ、 
申込フォームよりお申込みください。 
https://form.run/@kunren 

上記、フォームでのお申し込みができない場合、以下にご記⼊の上 FAX にてお申し込みください。 

Fax︓03-5408-8741 
※参加する端末(回線)毎にお申込みください。

Fax 申し込みで端末(回線)が複数になる場合、こちらの⽤紙をコピーして、それぞれお申込みください。

締め切り １⽉２2 ⽇（⾦） 

申し込み内容 

web 会議システム、視聴□いずれかに、☑の記⼊をお願いします。 
□ Zoom による参加
□ Teams による参加(Zoom が利⽤できない場合のみ)
□ Vimeo による視聴

※上記がいずれも利⽤できない場合、参加はできません。

オンライン付箋
アクセス可否

訓練で使⽤するオンライン付箋「lino」にアクセス可能か確認ください。 
（アクセスできなくても参加は可能です。）
http://linoit.com/users/daitaiTE_suto/canvases/inbox
ユーザ名: daitaiTE_suto パスワード: 2020demo
□ アクセス可能  □ アクセス不可能

社 名 

住 所 

電話番号 

FAX 番号 

参加者名 
部署名︓
役職名︓ 
Email︓ 

氏名: 

部署名︓
役職名︓ 
Email︓ 

氏名: 

部署名︓
役職名︓ 
Email︓ 

氏名: 

質問・確認 
事項 

【申込に関するお問い合わせ】︓⼀般財団法⼈みなと総合研究財団 安⽥・⽊村 
TEL/03-5408-8294    FAX/03-5408-8741    E-mail︓yasuda@wave.or.jp

https://form.run/@kunren
http://linoit.com/users/daitaiTE_suto/canvases/inbox


南海トラフ巨大地震に対応した 
オンライン代替輸送訓練の参加者募集 

東日本大震災では、日本海側港湾が太平洋側港湾の代替機能を発揮しました。今後発生が危
惧されている南海トラフ巨大地震等発生時に日ごろ輸出⼊に利⽤している港湾が⼀時的に使⽤でき
ない場合に事業継続を確実なものとするため、平成２５年度より代替輸送訓練を実施しています。 

今年度は、新型コロナウイルス感染拡大防⽌の観点から、またポストコロナ時代を⾒据えてオンライン
形式による訓練を実施します。また、訓練演習の前に、太平洋側港湾の代替港湾となる北陸地域の
外貿コンテナを取り扱う港湾（新潟港、直江津港、伏⽊富⼭港、⾦沢港、敦賀港）の施設概要及
び海上輸送事業（近海郵船）について紹介する時間を設けております。 

日時︓令和 3 年２⽉ 5 日(⾦) 
13:00〜17:00 (12:30 受付開始) 

会場︓オンライン（Zoom 等による参加） 
※カメラの利⽤は必須ではありません。 

予定定員︓70 名(先着順・申込多数の場合は「オンライン視聴」にご変更いただく場合がございます) 
参加費︓無料（通信回線使⽤に係る費⽤は参加者のご負担となります） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※ Zoom 等へアクセスするＵＲＬなどについては、後日メールにて連絡します。 
※１⽉下旬にＺoom 等の接続テストを実施します（希望者のみ）。 
 

主催︓ 国⼟交通省 北陸地⽅整備局、北陸信越運輸局  
【訓練に関するお問い合わせ】 

北陸地⽅整備局 港湾空港部 港湾⾼度利⽤調整官室 武⽥、佐藤、⼭下  TEL︓025-370-6706 

プログラム︓ 
13:00〜13:05     開会挨拶（北陸地⽅整備局） 

【第 1 部】 
13:05〜13:10     趣旨説明 
13:10〜13:50     北陸地域港湾の紹介（新潟県、富⼭県、⽯川県、福井県） 
13:50〜14:00     海上輸送事業の紹介（近海郵船） 
14:00〜14:10     ≪休憩≫ 

【第２部】 
14:10〜14:40     オンライン代替輸送訓練の事前説明 
14:40〜15:00     オンライン訓練の進め⽅・ツールの模擬体験 
15:00〜16:30     オンライン代替輸送訓練（演習） 

「もしも、日ごろ使っている港湾施設が地震で使えなくなったら」 
16:30〜16:55     意⾒交換 
16:55〜17:00     閉会挨拶（北陸信越運輸局） 

別紙 3 



２⽉ 5 日(⾦) 南海トラフ巨大地震に対応したオンライン代替輸送訓練 
参 加 申 込 書 

参加を希望される⽅は、下記の URL もしくは QR コードにアクセスのうえ、 
申込フォームよりお申込みください。 
https://form.run/@kunren 

 
 
 

上記、フォームでのお申し込みができない場合、以下にご記⼊の上 FAX にてお申し込みください。 

Fax︓03-5408-8741 
※参加する端末(回線)毎にお申込みください。 

Fax 申し込みで端末(回線)が複数になる場合、こちらの⽤紙をコピーして、それぞれお申込みください。 

  締め切り １⽉２2 ⽇（⾦）  

申し込み内容 

web 会議システム、視聴□いずれかに、☑の記⼊をお願いします。 
□ Zoom による参加 
□ Teams による参加(Zoom が利⽤できない場合のみ) 
□ Vimeo による視聴 

※上記がいずれも利⽤できない場合、参加はできません。 

オンライン付箋 
アクセス可否 

訓練で使⽤するオンライン付箋「lino」にアクセス可能か確認ください。 
（アクセスできなくても参加は可能です。） 
http://linoit.com/users/daitaiTE_suto/canvases/inbox 
ユーザ名: daitaiTE_suto パスワード: 2020demo 
□ アクセス可能  □ アクセス不可能 

社 名  

住 所  

電話番号  

FAX 番号  

参加者名 
部署名︓ 
役職名︓ 
Email︓ 

氏名: 

 
部署名︓ 
役職名︓ 
Email︓ 

氏名: 

 部署名︓ 
役職名︓ 
Email︓ 

氏名: 

質問・確認 
事項 

 

【申込に関するお問い合わせ】︓⼀般財団法⼈みなと総合研究財団 安⽥・⽊村 
TEL/03-5408-8294    FAX/03-5408-8741    E-mail︓yasuda@wave.or.jp 

https://form.run/@kunren
http://linoit.com/users/daitaiTE_suto/canvases/inbox

