
平成３０年１０月２６日 

内閣府（防災担当） 

  

  

平成３０年度「津波防災」に関する取組について（第２報） 

 内閣府では、１１月５日の「津波防災の日」にあわせ、津波防災の意識を高めると

ともに、適切な避難行動の定着に向けて、普及啓発及び地方公共団体と連携した地

震・津波防災訓練を行うこととしております。 

 このたび、国、地方公共団体、民間企業等が実施する津波防災訓練の計画について

取りまとめましたので公表いたします。（第１報分（１０月５日公表済）も再掲して

おります。） 

＜問合せ先＞

【普及啓発に関すること】

内閣府政策統括官（防災担当）付

参事官（普及啓発・連携担当）付

長田、鈴木、向井所

TEL 03-3502-6984 (直通) 

【訓練に関すること】

内閣府政策統括官（防災担当）付

参事官（地方・訓練担当）付

笠井、二木

TEL 03-3503-9394 (直通) 
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平成３０年度
「津波防災」に関する取組（第２報）

平成３０年１０⽉２６⽇

別紙
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津波防災 普及啓発活動について
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11⽉５⽇「津波防災の⽇」スペシャルイベント

 ⽇ 時
11⽉５⽇（⽉）13:00〜18:00（開場12:30）

 場 所
川崎商⼯会議所川崎フロンティアビル
2階KCCIホール（定員：300⼈）

■内 容
(1) 特別セミナープログラム（14:00~18:00）
・緊急報告「9⽉28⽇にインドネシアで

発⽣した地震・津波について」
・地域における津波防災の取組みと

地区防災計画の役割
・川崎市の津波防災

〜企業・地域での最新科学活⽤に向けて
・地域・企業・学校におけるこれからの津波防災

(2) 津波防災教育ツールミニ体験会（13:00~18:00）

※上記は全て現時点における予定であり、
変更の可能性がございます。
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普及啓発活動

■啓発ポスター
全国の企業、⾃治体等（約180団体）にご協⼒
いただき、各地で啓発ポスターを掲出

■ＰＯＳレジディスプレイでの表⽰
全国のコンビニ、スーパー等のＰＯＳレジ
ディスプレイにて、キービジュアルを表⽰

■津波防災特設サイト
津波防災の情報を集約した特設ホームページに
よる情報発信
http://tsunamibousai.jp/

■啓発動画
ホームページ、YouTubeでの広報

■啓発ツールの作成
ピンバッジ1,000個、シール4,200部を作成

平成30年度ポスターデザイン
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平成30年度 地域で津波に備える地区防災計画策定⽀援地区

神奈川県川崎市

＜水江町地区＞

北海道斜里町
＜ウトロ地区＞

神奈川県川崎市

＜扇町地区＞

神奈川県南足柄市

＜岩原及び沼田地区＞

和歌山県田辺市

＜文里地区＞

静岡県伊豆市

＜土肥地区＞

広島県広島市

＜宇品西地区＞

愛媛県松山市

＜中島地区＞

地区居住者等が、地区防災計画（素案）を作成し、

市町村地域防災計画に地区防災計画を定めるよう、

市町村防災会議に提案できる制度。

地区防災計画制度

しゃりちょう

みずえちょう

おうぎまち

いわはら ぬまた

といもり

うじなにし

なかじま

◆ 内閣府は､以下８地区の地区防災計画の策定を支援する取組を行っています。
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地震・津波防災訓練について
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地震・津波防災訓練に係る取組状況について
（10月2７日～11月1１日に実施予定の訓練）

地震・津波防災訓練に係る取組状況について
（10月2７日～11月1１日に実施予定の訓練）

・１１８団体（８都道府県、１１０市町村）において訓練を実施

・民間企業・団体等５１団体において訓練を実施

１．国のとりくみ

２．地方公共団体のとりくみ

３．民間企業等のとりくみ

別添4

別添3

別添2別添１

平成３０年度実施予定団体数 １８０団体（10/2７～11/1１実施）

・１１府省庁（内閣府、警察庁、総務省、消防庁、法務省、財務省、経済産業省、
国土交通省、海上保安庁、気象庁、原子力規制庁）
において訓練を実施
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シェイクアウト訓練

訓練開始合図（防災行政無線等）で、
自らの身を守る安全確保行動を１分か
ら数分間実施

防災行政無線による情報伝達訓練等
を活用し、 寄りの避難場所等へ避難

津波避難訓練

その他

情報伝達訓練、物資配給訓練、炊き
出し訓練等（※地域により異なる）

訓練内容

別添1内閣府が実施する地震・津波防災訓練内閣府が実施する地震・津波防災訓練

北海道エリア

北海道稚内市
●

●

北陸エリア

１１月５日（月）

福井県高浜町

●

東海エリア

１０月２８日（日）

静岡県伊豆市

●

中国エリア

山口県柳井市

●

近畿エリア

１１月１１日（日）
和歌山県湯浅町

四国エリア

１１月７日（水）

愛媛県松前町

沖縄エリア
１１月３日（土）
高知県四万十市

●

九州エリア

１１月３日（土）

沖縄県那覇市
●

●

１０月２８日（日）
熊本県上天草市

宮崎県延岡市

●

●

１１月１８日（日）

１１月５日（月）

１０月２８日（日）
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内閣府が実施する地震・津波防災訓練（１/10）内閣府が実施する地震・津波防災訓練（１/10）

地図 １
（縮尺：都道府県レベル）

平成３０年度 地震・津波防災訓練

○日時：平成３０年１０月２８日（日）9時開始

○場所：稚内市声問地区

（シェイクアウト訓練は、稚内市全地域）

○訓練想定

サロベツ断層帯を震源とする地震

○訓練概要

シェイクアウト訓練、津波避難訓練、情報伝達訓練、
避難所開設・運営訓練、防災講話、物資配給訓練等

○訓練参加機関等

町内会、声問自主防災会、陸上自衛隊、航空自衛隊
北海道開発局、気象台、警察、消防、消防団
稚内市赤十字奉仕団、北海道コカ・コーラボトリング㈱
㈱エフエムわっかない、㈱ホテルめぐま等

取材場所等に関する問合せ先
稚内市 総務部総務防災課
ＴＥＬ：０１６２－２３－６３８０

北海道エリア（稚内市）の訓練概要

稚内市

声問地区

地図 ２
（縮尺：市町村レベル）

避難訓練
対象地域

声問小学校
（指定緊急避難場所）

（指定避難所）

ホテルめぐま
（津波避難ビル）
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平成３０年度 地震・津波防災訓練

○日時：平成３０年１１月５日（月）9時45分開始

○場所：高浜町高浜地区
（シェイクアウト訓練は、高浜町全域）

○訓練想定
若狭海丘列付近断層地震

○訓練概要
シェイクアウト訓練、津波避難訓練
情報伝達・安否 確認訓練、災害対策本部設置訓練
展示訓練、防災講習会、物資配給訓練

○訓練参加機関等
区長会、自主防災会、老人クラブ連合会、保育所
小学校、中学校、警察、消防、消防団、気象台
赤十字奉仕団、西日本旅客鉄道㈱、若狭高浜病院
NTT西日本、NTTドコモ、KDDI、生協

取材場所等に関する問合せ先
高浜町 防災安全課
ＴＥＬ：0770-72-7701

内閣府が実施する地震・津波防災訓練（２/10）内閣府が実施する地震・津波防災訓練（２/10）

メイン会場
中央体育館

高浜町

高浜地区

北陸エリア（福井県高浜町）の訓練概要
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平成３０年度 地震・津波防災訓練

○日時：平成３０年１０月２８日（日）10時20分開始

○場所：伊豆市土肥地区

○訓練想定
南海トラフ巨大地震

○訓練概要
シェイクアウト訓練、津波避難訓練、救難・救出訓練
避難所開設・運営訓練、救護所運営訓練
炊き出し訓練、装備品展示

○訓練参加機関等
温泉旅館協同組合、自治会・自主防災組織
土肥小中一貫校、陸上自衛隊、河川国道事務所、警察
消防、消防団等

取材場所等に関する問合せ先
伊豆市 総務部防災安全課
ＴＥＬ：0558-72-9867

内閣府が実施する地震・津波防災訓練（３/10）内閣府が実施する地震・津波防災訓練（３/10）

土肥地区

伊豆市

修善寺

天城峠

土肥小中一貫校
・避難所運営訓練
・炊き出し訓練等

土肥海水浴場
・津波避難訓練

●

救難・救出訓練
（海上保安庁・自衛隊・消防）

東海エリア（静岡県伊豆市）の訓練概要
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内閣府が実施する地震・津波防災訓練（４/10）内閣府が実施する地震・津波防災訓練（４/10）

平成３０年度 地震・津波防災訓練

○日時：平成３０年１１月１１日（日）９時開始
○場所：湯浅町沿岸地域

湯浅スポーツセンター、湯浅町役場
（シェイクアウト訓練は湯浅町全域で実施）

○訓練想定
南海トラフを震源とする地震

○訓練概要
シェイクアウト訓練、津波避難訓練、避難所開設訓練
（間仕切り組立て訓練、救援物資仕分け訓練、保健師
によるエコノミー症候群予防講話・体操）、防災講演
会、音楽演奏会

○訓練参加機関
自治会、自主防災組織、消防団、消防、警察、
自衛隊等

取材場所等に関する問合せ先
湯浅町 総務広報課地域防災係
ＴＥＬ：０737－63－2525（代表）

近畿エリア（和歌山県湯浅町）の訓練概要

湯浅町

津波避難訓練実施地域

湯浅スポーツ
センター

湯浅町役場
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平成３０年度 地震・津波防災訓練

○日時：平成３０年１１月５日（月）９時開始

○場所：柳井市内全域

○訓練想定
南海トラフ巨大地震

○訓練概要
シェイクアウト訓練、津波避難訓練、情報伝達訓練
防災機関等による車両・装備品展示
山口県支援物資配送訓練、防災講習会
代替施設での市災害対策本部設置訓練

○訓練参加機関等
自治会・自主防災組織、市内小・中学校、陸上自衛隊
気象台、警察、消防等

取材場所等に関する問合せ先
山口県柳井市総務部 危機管理室
ＴＥＬ：0８２０-２２-２１１１

（内線：４３１）

内閣府が実施する地震・津波防災訓練（５/10）内閣府が実施する地震・津波防災訓練（５/10）

メイン会場
サンビームやない

柳井市

柳井市

中国エリア（山口県柳井市）の訓練概要
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内閣府が実施する地震・津波防災訓練（６/10）内閣府が実施する地震・津波防災訓練（６/10）

平成３０年度 地震・津波防災訓練

○日時：平成３０年１１月７日（水）9時15分開始

○場所：松前町内全域

○訓練想定：南海トラフ巨大地震

○訓練概要
シェイクアウト訓練、津波避難訓練、情報伝達訓練
ヘリによる救助訓練、起震車体験・応急救護・煙体験訓練
防災講演会、炊き出し訓練、パネル展示

○訓練参加機関
自主防災組織、老人会、保育所、小・中学校、消防団
陸上自衛隊、河川国道事務所、愛媛県防災航空隊
消防、警察、㈱フジ（エミフルMASAKI） 等

取材場所等に関する問合せ先
松前町 総務課危機管理係
ＴＥＬ：089-985-4103

四国エリア（愛媛県松前町）の訓練概要

地図 １
（縮尺：都道府県レベル）

地図 ２
（縮尺：市町村レベル）

松前公園（体育館）
（メイン会場）

エミフルMASAKI
（メイン会場）

松前町
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平成３０年度 地震・津波防災訓練

○日時：平成３０年１１月３日（土）９時開始

○場所：四万十市内全域

○訓練想定
南海トラフ巨大地震

○訓練概要
シェイクアウト訓練、津波避難訓練、避難誘導訓練
情報伝達訓練、地区内安否確認訓練
ヘリによる救助訓練、テント設営訓練、炊き出し訓練
物資搬送受入訓練、避難所運営訓練、防災学習会
市災害対策本部運営訓練等

○訓練参加機関等
自治会・自主防災組織、小学校、陸上自衛隊
海上保安庁、日赤、気象台、警察、消防等

取材場所等に関する問合せ先
四万十市 地震防災課
ＴＥＬ：0８８０-３５-２０４４

内閣府が実施する地震・津波防災訓練（７/10）内閣府が実施する地震・津波防災訓練（７/10）

津波避難訓練会場

津波浸水区域

竹島地区
（竹島小学校）

竹島地区
（竹島小学校）

八束地区

（防災活動拠点）

津波避難訓練地域

四国エリア（高知県四万十市）の訓練概要
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地図 ２
（縮尺：市町村レベル）

内閣府が実施する地震・津波防災訓練（８/10）内閣府が実施する地震・津波防災訓練（８/10）

平成３０年度 地震・津波防災訓練

○日時：平成３０年１０月２８日（日）９時開始
○場所：上天草市龍ヶ岳体育館（メイン会場）

上天草市大矢野老人福祉センター
上天草市教良木河内交流センター
上天草市立松島中学校 等

○訓練想定
南海トラフを震源とする地震

○訓練概要
シェイクアウト訓練、津波避難訓練、
オレンジフラッグ掲出訓練、安否確認訓練、
避難所開設訓練、応急救護訓練、炊き出し訓練 等

○訓練参加機関
自主防災組織、小中学校、婦人会、病院、地元企業、
消防、消防団、警察、海上保安庁 等（順不同）

取材場所等に関する問合せ先
上天草市 総務企画部危機管理情報課
ＴＥＬ：０９６４－２６－５５４４

九州エリア（熊本県上天草市）の訓練概要

上天草市
龍ヶ岳体育館

地図 ２
（縮尺：市町村レベル）

上天草市大矢野
老人福祉センター

上天草市
龍ヶ岳体育館

上天草市教良木
河内交流センター

上天草市立
松島中学校
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内閣府が実施する地震・津波防災訓練（９/10）内閣府が実施する地震・津波防災訓練（９/10）

地図 １
（縮尺：都道府県レベル）

地図 ２
（縮尺：市町村レベル）

平成３０年度 地震・津波防災訓練

○日時：平成３０年１１月１８日（日）８時30分開始
○場所：延岡市長浜地区（津波避難訓練）

延岡総合文化センター（防災フェスタ、講演）
○訓練想定

南海トラフを震源とする地震
○訓練概要

シェイクアウト訓練、津波避難訓練、避難誘導訓練、
オレンジフラッグ掲出訓練、安否確認訓練、
地震・降雨体験、パネル・車両等展示、炊き出し訓練、
防災講演、パネルディスカッション 等

○訓練参加機関
自治会、自主防災組織、消防団、警察、国土交通省、
陸上自衛隊、病院、福祉施設、清掃工場、
地元大学生ボランティア 等（順不同）

取材場所等に関する問合せ先
延岡市 総務部危機管理室
ＴＥＬ：０９８２－２２－７０７７

九州エリア（宮崎県延岡市）の訓練概要

延岡市
長浜地区

延岡総合文化
センター

延岡総合文化
センター

津波避難訓練避難先
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内閣府が実施する地震・津波防災訓練（10/10）内閣府が実施する地震・津波防災訓練（10/10）

地図 １
（縮尺：都道府県レベル）

平成30年度 地震・津波防災訓練

○日時：平成３０年１１月３日（土）９時開始
○場所：那覇市 松山・若狭・前島地域

那覇市津波避難ビル
○訓練想定

沖縄本島南東沖地震を震源とする地震
○訓練概要

シェイクアウト訓練、津波避難訓練、防災講話、安否
確認訓練、避難所開設訓練（段ボールベット、簡易ト
イレ体験等）、応急救護訓練、炊き出し、物資仕分け
訓練、パネル展示 等

○訓練参加機関
自治会、消防団、防災士、人も犬も猫も幸せな！街つ
くり隊OKINAWA、NTTフィールドテクノ、防災事業
者、気象台、沖縄県 （順不同）

取材場所等に関する問合せ先
那覇市 総務部防災危機管理課
ＴＥＬ：098－861－1102

沖縄エリア（沖縄県那覇市）の訓練概要

那覇市

那覇市
津波避難ビル

若狭

松山

前島
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○内閣府・消防庁・気象庁
１１月１日に訓練用緊急地震速報を配信し、広く国

民参加の下、緊急地震速報を見聞きした際の行動訓練
を実施

別添2

○内閣府
地方自治体と連携した津波避難訓練等を全国10箇

所で実施（別添１参照）

○総務省
（東北総合通信局）

シェイクアウト訓練、安否確認訓練、被害状況確
認・報告訓練
（信越総合通信局）

災害対策本部設置・運営訓練、安否確認訓練、
災害対策用機器の搬送訓練
（東海総合通信局）

安否確認訓練、シェイクアウト訓練

○法務省
（横浜地方法務局、長崎地方法務局、徳島地方法
務局、高知地方法務局、横浜地方検察庁、大阪地
方検察庁、釧路少年鑑別所、室蘭拘置支所、函館
少年刑務所、函館少年鑑別支所、小田原拘置支所、
小田原少年院、久里浜少年院、笠松刑務所、半田
拘置支所、金沢少年鑑別所、津少年鑑別所、大阪
医療刑務所、洲本拘置支所、姫路少年刑務所、姫
路拘置支所、大阪拘置所、尼崎拘置支所、和泉学
園泉南学寮、和歌山少年鑑別所、宇部拘置支所、
周南拘置支所、美保学園、鳥取少年鑑別所、松江
少年鑑別所、高松刑務所、高知刑務所、四国少年
院、松山学園、徳島少年鑑別所、高松少年鑑別所、
松山少年鑑別所、高知少年鑑別所、厳原拘置支所、
麓刑務所、長崎刑務所、長崎拘置支所、島原拘置
支所、五島拘置支所、八代拘置支所、大分刑務所、
筑紫少女苑、佐世保学園、沖縄少年院、那覇少年
鑑別所、高知保護観察所、徳島保護観察所）

シェイクアウト訓練、津波避難訓練、職員安否
確認訓練、書類等の非常時持ち出し・流失防止訓
練等

国が実施する地震・津波防災訓練（１/６）
（10月27日～11月11日に実施予定の訓練）

国が実施する地震・津波防災訓練（１/６）
（10月27日～11月11日に実施予定の訓練）

○消防庁
・シェイクアウト訓練（緊急地震速報訓練）
・平成30年度緊急消防援助隊中部ブロック合同訓練
・平成30年度緊急消防援助隊九州ブロック合同訓練
・石油コンビナート事務所の自衛防災組織の技能コン
テスト
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○警察庁
（警察庁）

災害警備本部設置・運営訓練、図上訓練
（青森県警察）

災害警備本部設置・運営訓練、図上訓練
（秋田県警察）

緊急参集システム運用訓練（非常参集、安否確認
訓練）
（警視庁）

救出救助訓練（津波による避難訓練、ボートによ
る要救助者搬送、排水ポンプ稼働訓練等）
（千葉県警察）

ロープ展張、操船要領及び急流時における救出救
助訓練
（静岡県警察）

避難訓練、シェイクアウト訓練、情報伝達訓練、
県警ヘリによる救助要領訓練
（福井県警察）

津波情報伝達訓練、避難広報・誘導訓練 等
（三重県警察）

メール連絡訓練
（滋賀県警察）

代替警備本部設置・運営訓練

（大阪府警察）
・池田警察署

災害メール送信・受信訓練
・貝塚警察署

ゴム船艇の組み立て訓練 等
（島根県警察）

現地指揮所設営訓練、救出救助訓練、住民避難
訓練、多数死体検死訓練、映像伝達訓練、現場
広報隊訓練

（徳島県警察）
緊急連絡システム運用訓練、公用車一時避難訓練

（香川県警察）
緊急連絡システム運用訓練

（高知県警察）
公用車両退避訓練

・高知警察署
非常参集訓練、安否確認訓練

・室戸警察署
署代替施設への避難訓練、炊出し訓練

・安芸警察署
公用車両退避訓練

・窪川警察署
津波警報等伝達訓練、災害警備本部設置訓練、非

常参集訓練 等
・宿毛警察署

離島における住民の高台避難訓練

国が実施する地震・津波防災訓練（２/６）
（10月27日～11月11日に実施予定の訓練）

国が実施する地震・津波防災訓練（２/６）
（10月27日～11月11日に実施予定の訓練）
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国が実施する地震・津波防災訓練（３/６）
（10月27日～11月11日に実施予定の訓練）

国が実施する地震・津波防災訓練（３/６）
（10月27日～11月11日に実施予定の訓練）

（警察庁つづき）
（熊本県警察）
・八代警察署

情報伝達訓練
・玉名警察署

津波情報伝達訓練、情報収集訓練、津波避難広報
訓練

（宮崎県警察）
シェイクアウト訓練

（鹿児島県警察）
シェイクアウト訓練

○財務省
（関東財務局横浜財務事務所横須賀出張所）

庁舎屋上への津波避難訓練
（東海財務局津財務事務所）

津波避難訓練、臨時災害対策支部設置に関する協
定を締結した省庁の庁舎における同支部の設置・運
用訓練、防災備品の職員向け展示及び稼働テスト
（函館税関）

災害対策本部設置訓練、避難経路確認
（東京税関大井出張所）

近隣物流倉庫屋上への津波避難訓練
（東京税関酒田税関支署）

初動対応訓練（津波避難訓練、被害状況報告）、
被害状況の把握と優先復旧施設決定訓練、
航路啓開、施設応急復旧訓練、緊急物資輸送訓練

（横浜税関）
津波避難訓練、安否通報訓練、災害対策本部設置

運営訓練、机上型訓練、衛星携帯電話を使用した通
報訓練 等
（名古屋税関）

徒歩登庁訓練、津波避難場所確認訓練、夜間・休
日を想定したBCP訓練
（大阪税関）

津波避難・誘導訓練（近隣住民及び小学生が参
加）、防潮パネル設置、講演会
（神戸税関）

啓蒙活動として、全職員宛てにメール（緊急地震
速報及び津波警報についての周知、地域毎のハザー
ドマップの活用についての周知、災害伝言板及び災
害用伝言ダイヤルの利用方法に係る周知）を送信。

兵庫県主催の「兵庫県南海トラフ地震津波一斉避
難訓練に参加（シェイクアウト訓練、自主的にプラ
スワン訓練）

防潮扉設置訓練
（門司税関）

津波避難訓練、安否確認訓練
（長崎税関）

安否確認訓練、緊急参集訓練
（沖縄地区税関）

津波発生時の対応及び避難場所についての再確認、
安全確保・津波避難訓練
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○国土交通省
（東京航空局）
・東京空港事務所

災害発生を知らせる連絡をした後、速やかに総合対
策本部へ参集する。
・百里空港事務所

情報伝達訓練、職員・来訪者の安全確保訓練、避難
誘導訓練、安否確認訓練、施設被害状況点検訓練、上
局への報告等一連の活動を確認する訓練
・新潟空港事務所

津波避難計画の発動及び避難開始伝達訓練、避難経
路確認訓練、来港者（模擬）の避難誘導訓練
・秋田空港航空路監視レーダー事務所

安否確認訓練、職員居住地の津波ハザードレベル・
避難所の位置・避難経路・登庁経路等の確認
（大阪航空局）
・中部空港事務所

津波避難訓練
・大阪空港事務所

安否確認訓練、緊急時対応訓練
・美保空港事務所

津波避難訓練、安否確認訓練
・那覇空港事務所

専用端末による緊急地震速報受信、情報伝達訓練、
身の安全の確保及び避難経路確認

・高知空港事務所
津波避難計画の発動及び避難開始伝達訓練、避難

経路及び所要時間確認訓練、搭乗者・来港者（模
擬）の避難誘導訓練、津波避難門扉の解錠方法、空
港制限区域内の避難経路及び空港ターミナルビル内
の避難経路の確認訓練
・福岡空港事務所

専用端末により緊急地震速報受信、情報伝達訓練、
航空保安施設の運転状況確認・点検
・北九州空港事務所

被害状況確認・報告訓練、安否確認訓練 等
・長崎空港事務所

津波避難訓練、安否確認訓練
・大分空港事務所

津波情報の収集及び伝達訓練、自主避難及び避難
誘導訓練、被害状況の把握及び復旧に向けた協力要
請訓練
（東北運輸局）

徒歩参集訓練、津波避難訓練
（関東運輸局）

安否確認訓練
（中部運輸局）

緊急伝達・安否報告訓練、緊急地震速報対応訓練

国が実施する地震・津波防災訓練（４/６）
（10月27日～11月11日に実施予定の訓練）

国が実施する地震・津波防災訓練（４/６）
（10月27日～11月11日に実施予定の訓練）
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（中部地方整備局）
・大規模津波防災総合訓練

津波避難訓練、本部設置訓練、地震津波情報伝達訓
練、情報収集・伝達訓練、救命・救出訓練、道路啓
開訓練、浸水対策訓練、ライフライン復旧訓練、航
路啓開訓練、物資輸送訓練、石油コンビナート関連
訓練、避難場所開設運営訓練

（近畿地方整備局）
・平成30年度 近畿地方整備局・堺市 合同総合防災訓練

津波避難訓練、人命救助・消火訓練、応急復旧訓練、
緊急支援物資輸送準備訓練、緊急支援物資輸送訓練
（航路啓開訓練含む）、ライフライン復旧訓練

（中国地方整備局）
南海トラフ巨大地震による災害を想定し、BCPを意
識した訓練

（四国地方整備局）
南海トラフ巨大地震を想定した情報伝達及びＴＥ
Ｃ－ＦＯＲＣＥ受援地整による派遣訓練、災害対
策本部運営訓練

（九州地方整備局）
南海トラフ巨大地震を想定した、情報伝達及びＴ
ＥＣ－ＦＯＲＣＥ実働派遣訓練、道路啓開訓練、
災害対策本部運営訓練

国が実施する地震・津波防災訓練（５/６）
（10月27日～11月11日に実施予定の訓練）

国が実施する地震・津波防災訓練（５/６）
（10月27日～11月11日に実施予定の訓練）

（国土交通省つづき）
（北海道開発局）
・小樽港

津波避難訓練、油防除訓練、航路啓開訓練 等
・釧路港、根室港、霧多布港

情報収集伝達訓練、津波避難訓練 等
・稚内開発建設部管内港湾事務所

情報収集伝達訓練、避難訓練 等
・稚内開発建設部

職員を対象としたロールプレイング訓練
（東北地方整備局）
・酒田港

初動・津波避難訓練、被害状況把握・優先復旧施
設決定訓練、航路啓開・施設応急復旧訓練、緊急
物資輸送訓練

（関東地方整備局）
・平成30年度 首都直下地震防災訓練

津波避難訓練、人命救助訓練、緊急確保航路啓開
訓練、緊急輸送路啓開訓練、ライフライン応急復
旧訓練、防災拠点等応急復旧訓練、港湾施設被害
状況調査訓練、緊急物資輸送訓練、津波対応訓練

（北陸地方整備局）
津波を想定した広域BCPの情報伝達訓練
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国が実施する地震・津波防災訓練（６/６）
（10月27日～11月11日に実施予定の訓練）

国が実施する地震・津波防災訓練（６/６）
（10月27日～11月11日に実施予定の訓練）

○海上保安庁
（田辺海上保安部）

南海トラフ地震を想定した各種事案に対応した訓練
（宿毛海上保安署）

南海トラフ地震を想定した安否確認訓練、避難訓練
（宇和島海上保安部）

南海トラフ地震を想定した初動措置訓練、津波避難
訓練、機能移転訓練

（第八管区海上保安本部）
職員（家族・住居含む）の安否確認訓練
非常参集訓練及び地震災害対策設置運営訓練

（舞鶴海上保安部）
緊急離散訓練、非常参集訓練

（浜田海上保安部）
緊急地震速報訓練、閉庁時の初動研修、非常用物
の確認

（宮崎海上保安部）
シェイクアウト訓練、避難訓練

○経済産業省
（資源エネルギー庁）

災害時石油供給連盟計画に基づく意思決定訓練
（中部経済産業局）

タンクローリーから海上保安庁巡視船への災害時
燃料補給訓練

（近畿経済産業局）
緊急時燃料輸送訓練として、民間会社のタンク
ローリーによる堺市重要施設への模擬給油訓練

○原子力規制庁
・通信インフラ被害を想定した衛星携帯電話によ

る代替通信手段設定及び被害通報訓練
・宿日直対象者による地震・津波等初動対応訓練
（緊急参集（模擬）、情報収集、情報発信訓練）
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地方公共団体が実施する地震・津波防災訓練（１/７）
（10月27日～11月11日に実施する訓練）

地方公共団体が実施する地震・津波防災訓練（１/７）
（10月27日～11月11日に実施する訓練）

○福島県
災害対応模擬訓練（いわき建設事務所）

○神奈川県
情報伝達訓練、初動対応訓練

〇愛知県
愛知県・東浦町 地震・津波防災訓練

〇三重県
大規模津波防災総合訓練

○徳島県
シェイクアウト及び情報伝達訓練、
避難誘導・消火等訓練

〇熊本県
情報伝達訓練（熊本県総合防災訓練）

〇大分県
県下一斉避難行動訓練

○宮崎県
シェイクアウト訓練、情報伝達訓練、
防災教育、業務継続計画遂行訓練
危険個所の確認

都道府県

別添3

○北海道
（稚内市）
・シェイクアウト訓練、津波避難訓練、情報伝達訓練

避難所開設・運営訓練、防災講話、物資配給訓練
（根室市）
・津波避難訓練、避難所開設運営訓練 等
（伊達市）
・津波避難訓練
（白老町）
・1日防災学校、白老中学校津波避難訓練
（松前町）
・津波避難訓練、消火・救助訓練、災害支援物資輸送

訓練、避難者移送訓練、炊き出し訓練 等
（木古内町）
・津波避難訓練、職員初動対応訓練
（江差町）
・津波災害を想定した図上訓練 等
（苫前町）
・津波避難訓練、職員の初動対応訓練
（浜頓別町）
・津波に関する訓練

市区町村
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地方公共団体が実施する地震・津波防災訓練（２/７）
（10月27日～11月11日に実施する訓練）

地方公共団体が実施する地震・津波防災訓練（２/７）
（10月27日～11月11日に実施する訓練）

○青森県
（八戸市）
・災害対策本部設置・運営訓練
・津波避難訓練、救出訓練、物資輸送訓練
（深浦町）
・津波警報・避難指示等情報伝達訓練、津波避難訓練、

炊き出し訓練
（野辺地町）
・情報伝達訓練、身体防護訓練

○宮城県
（仙台市）
・津波避難広報訓練、津波避難訓練
（石巻市）
・津波避難訓練、避難誘導訓練、災害応急対策訓練

（初期消火、応急手当、炊き出し等）
（気仙沼市）
・情報収集伝達訓練、津波避難訓練、避難誘導・交通

規制訓練、安否確認訓練、避難所開設・運営訓練、
物資搬送訓練、ライフライン復旧訓練、炊出し・給
水訓練、津波避難ビル等救助・救急搬送訓練

市区町村

（多賀城市）
・津波避難誘導訓練、避難所開設訓練
（山元町）
・津波避難訓練、職員初動対応訓練
（南三陸町）
・津波避難訓練、職員参集訓練、救出・救助訓練、

炊出し訓練、物資輸送・積み替え・搬入訓練、
通信訓練、火災防ぎょ訓練、トリアージ訓練等

○秋田県
（秋田市）
・シェイクアウト訓練、避難訓練、防災体験訓練
（救急救命講習、地震体験車、水消火器による消火

訓練、煙中テントによる煙中避難訓練など）
（男鹿市）
・情報伝達訓練
（由利本荘市）
・津波避難訓練

○福島県
（南相馬市）
・津波避難訓練、防災講話
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地方公共団体が実施する地震・津波防災訓練（３/７）
（10月27日～11月11日に実施する訓練）

地方公共団体が実施する地震・津波防災訓練（３/７）
（10月27日～11月11日に実施する訓練）

市区町村

○神奈川県
（三浦市）
・津波避難訓練、情報伝達訓練、物資輸送訓練、

海上からの救出救助訓練、上空からの情報収集訓練
（平塚市）
・津波避難訓練
（鎌倉市）
・津波避難訓練
（藤沢市）
・津波避難訓練
（逗子市）
・津波避難訓練
（葉山町）
・津波避難訓練

○新潟県
（佐渡市）
・津波避難訓練、情報伝達訓練、被害調査訓練、

炊き出し訓練、応急救護所設置訓練、
ライフライン応急復旧訓練

（出雲崎町）
・本部開設訓練、広報訓練、津波避難訓練

○石川県
（白山市）
・津波避難訓練

○福井県
（あわら市）
・津波避難訓練、安否確認訓練
（高浜町）
・シェイクアウト訓練、津波避難訓練、

災害対策本部設置訓練、情報伝達・安否確認訓練、
防災講習会、物資配給訓練

○静岡県
（伊東市）
・津波避難訓練、防災講話
（伊豆市）
・シェイクアウト訓練、津波避難訓練（観光客想定）

救難救助訓練、避難所設置・運営訓練、
炊き出し訓練

（磐田市）
・アンケート調査、防災講話、避難訓練、安否確認

訓練、ヘリ救助演習、地震体験車
（牧之原市）
・災害対策本部運営訓練
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市区町村

地方公共団体が実施する地震・津波防災訓練（４/７）
（10月27日～11月11日に実施する訓練）

地方公共団体が実施する地震・津波防災訓練（４/７）
（10月27日～11月11日に実施する訓練）

○愛知県
（名古屋市）
・津波避難訓練、応急救護訓練
（豊橋市）
・シェイクアウト訓練、安否確認訓練、津波避難訓練
（蒲郡市）
・津波総合防災訓練、シェイクアウト訓練、

緊急地震速報を受信した際の行動訓練
（西尾市）
・津波避難訓練、安否確認訓練、防潮扉閉鎖確認訓練
（田原市）
・自主防災会一斉地震津波訓練
（蟹江町）
・津波避難訓練、電車降車から高台への避難訓練、

ヘリ救助訓練
（飛島村）
・職員安否確認訓練
（東浦町）
・津波避難訓練、救出消火訓練、避難所運営訓練 等
（南知多町）
・救急法講習、初期消火訓練、炊き出し訓練 等
（武豊町）
・避難訓練

○三重県
（四日市市）
・大規模津波防災総合訓練
（鈴鹿市）
・モーターサイレン吹鳴訓練、打鐘訓練
（鳥羽市）
・津波避難訓練、物資輸送訓練
（志摩市）
・津波避難訓練、避難所開設運営訓練、図上訓練
（明和町）
・津波避難訓練、安否確認訓練、情報伝達訓練

炊出し訓練、救出・救護訓練、消火訓練等

○兵庫県
（ 14市１町 神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市、明
石市、加古川市、高砂市、播磨町、姫路市、相生市、
たつの市、赤穂市、洲本市、淡路市、南あわじ市）

関係市町と連携を取りながら、特に、平日の昼間
における企業、学校、福祉施設等での津波からの避
難行動を重視したうえ、緊急速報メール（エリア
メール）を用いた一斉広報などの具体的な行動を
伴った訓練を実施
津波避難訓練、安否確認訓練、防潮門扉閉鎖訓練等
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地方公共団体が実施する地震・津波防災訓練（５/７）
（10月27日～11月11日に実施する訓練）

地方公共団体が実施する地震・津波防災訓練（５/７）
（10月27日～11月11日に実施する訓練）

市区町村

兵庫県つづき
（神戸市）
・業務継続計画と受援計画の内容を再確認する訓練
（西宮市）
・避難訓練、大規模な実働訓練
（尼崎市）
・伝達訓練、物資搬送訓練、救出救助訓練、

応急救護所の開設訓練 等
（高砂市）
・住民一斉避難訓練、防潮門扉閉鎖訓練
（播磨町）
・津波避難訓練
（洲本市）
・津波避難訓練、消火訓練、救出・救護訓練 等
（淡路市）

シェイクアウト訓練、津波避難訓練、応急救護講習、
初期消火訓練、防災講話、ヘリ救助訓練

（南あわじ市）
・地震津波避難誘導訓練、緊急時伝達訓練、救出訓練、

炊き出し訓練、災害ボランティアセンター設置
運営訓練、応急救護訓練、救命講習、防災ヘリ訓練

○和歌山県
（湯浅町）
・シェイクアウト訓練、津波避難訓練、

避難所開設訓練、防災講演会、音楽演奏会

○島根県
（松江市）
・津波避難訓練
（浜田市）
・津波避難訓練、安否確認訓練、防災イベント

○岡山県
（笠岡市）
・津波避難訓練、避難所設営訓練

○山口県
（柳井市）
・シェイクアウト訓練、津波避難訓練、情報伝達訓練

防災講習会、県支援物資配送訓練
代替施設への市災害対策本部設置訓練

（周防大島町）
・津波避難訓練、防災運動会

○徳島県
（徳島市）
・シェイクアウト訓練、津波避難訓練
（鳴門市）
・シェイクアウト訓練、津波避難訓練、資器材取扱訓練
（美波町）
・避難訓練、避難所開設・運営訓練
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地方公共団体が実施する地震・津波防災訓練（６/７）
（10月27日～11月11日に実施する訓練）

地方公共団体が実施する地震・津波防災訓練（６/７）
（10月27日～11月11日に実施する訓練）

市区町村
（土佐市）
・避難訓練（避難空間施設、サイレン吹聴を活用）
（宿毛市）
・避難訓練（避難空間施設、サイレン吹聴を活用）
（土佐清水市）
・避難訓練（避難空間施設、サイレン吹聴を活用）
（四万十市）
・シェイクアウト訓練、津波避難訓練、避難誘導訓練、

情報伝達訓練、安否確認訓練、へりによる救助訓練、
テント設営訓練、炊き出し訓練、物資搬送受入訓練、
避難所運営訓練、市災害対策本部運営訓練 等

（香南市）
・避難訓練（避難空間施設、サイレン吹聴を活用）、

情報伝達訓練
（中土佐町）
・避難訓練（避難空間施設、サイレン吹聴を活用）
（大月町）
・避難訓練（ 短ルートで避難できない場合、

避難空間施設、サイレン吹聴を活用）
（黒潮町）
・避難訓練（夜間）

○長崎県
（長崎市）
・津波避難訓練、起震車体験訓練、煙体験訓練 等
（雲仙市）
・津波避難訓練、職員参集確認訓練、救助訓練 等

徳島県つづき
（松茂町）
・安全確保行動訓練、津波避難訓練、避難所運営訓練、

防災基礎訓練、炊き出し訓練、図上訓練
（藍住町）

津波避難訓練、防災設備の説明、防災体験

○香川県
（観音寺市）
・総合防災訓練（津波避難訓練、救出救助訓練等）

○愛媛県
（松前町）
・シェイクアウト訓練、津波避難訓練、ヘリ救助訓練、

起震車体験訓練、応急救護訓練、煙体験訓練、
防災講習会、炊き出し訓練

○高知県
（高知市）
・避難訓練（要配慮者の避難に主眼、 短ルートで

避難できない場合、夜間、避難空間施設、サイレン
吹聴を活用）

（室戸市）
・避難訓練（サイレン吹聴を活用）
（南国市）
・避難訓練（要配慮者の避難に主眼、サイレン吹聴

を活用）
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地方公共団体が実施する地震・津波防災訓練（７/７）
（10月27日～11月11日に実施する訓練）

地方公共団体が実施する地震・津波防災訓練（７/７）
（10月27日～11月11日に実施する訓練）

市区町村

（都農町）
・シェイクアウト訓練、避難行動の呼びかけ
（門川町）
・シェイクアウト訓練、避難所や危険個所の確認

○鹿児島県
（鹿児島市）
・津波避難訓練
（阿久根市）
・津波避難訓練
（志布志市）
・シェイクアウト訓練、津波避難訓練
（中種子町）
・津波避難訓練
（奄美市）
・津波避難訓練、救出救助訓練
（瀬戸内町）
・津波避難訓練

○沖縄県
（那覇市）
・シェイクアウト訓練、津波避難訓練、安否確認訓練、

避難所開設訓練、応急救護訓練、炊き出し訓練、
物資仕分け訓練 等

○熊本県
（上天草市）
・シェイクアウト訓練、津波避難訓練、海上避難誘導

訓練・海難救助訓練、応急救護所設置訓練・間仕切
り体験訓練、避難生活体験、煙体験、応急救護訓練
炊き出し訓練・救護物資仕分け訓練、
災害ボランティアセンター設置訓練

（長洲町）
・救急救命講習、津波避難訓練、

防災講演、炊き出し訓練
（苓北町）
・津波避難訓練、情報伝達訓練

○宮崎県
（宮崎市）
・シェイクアウト訓練、BCPの確認、危険箇所の確認
（延岡市）
・シェイクアウト訓練
（日南市）
・津波避難訓練、避難所運営訓練
（高鍋町）
・シェイクアウト訓練、BCPの確認、危険箇所の確認
（川南町）
・シェイクアウト訓練、職員の安否確認
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民間企業等が実施する地震・津波防災訓練（１/5）
（10月27日から11月11日の間に実施予定の訓練）

民間企業等が実施する地震・津波防災訓練（１/5）
（10月27日から11月11日の間に実施予定の訓練）

○四国旅客鉄道（株）
・津波避難浸水区域内で停車した列車において、避
難場所の選定、列車からの降車方法等確認、指定避
難場所への避難誘導訓練。避難場所で防災講演会を
受講。

別添4

物流鉄道

○中日本高速道路（株）
・避難誘導訓練（誘導手順・避難ルートの確認）、

防災備蓄活用に関するオペレーションの確認
・社員の安否確認訓練
・道路啓開訓練

○本州四国連絡高速道路（株）
自宅から会社までの徒歩非常参集による参集経路、

参集時間、経路危険箇所の把握

道路

○成田国際空港（株）
千葉港頭石油ターミナル勤務者を対象に大規模地

震、津波発生時における「避難マニュアル」に基づ
く訓練を実施し、社内で制定した「大規模地震・津
波発生時における防災避難マニュアル」の周知と内
容の理解を深める。

空港

○（株）ANA Cargo
関西空港貨物地区内での地震・津波発生時の避難場

所への移動訓練（関西WOC）
職員安否確認訓練、津波避難訓練（羽田国際WOC）

○佐川急便（株）
津波リスクのある80営業所にて、津波避難訓練、津

波防教育
・指定避難場所へ避難し、無線機で状況を報告
・ハザードマップおよび避難場所等の掲示について

従業員への周知

○西濃運輸（株）
・本社災害対策本部と現地対策本部の立ち上げ及び
連絡訓練
・安否確認訓練（セイノーグループ）

○日本通運（株）
・シェイクアウト訓練、従業員安否確認訓練、津波避
難経路確認、防潮扉稼働訓練（本社ビル）
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フェリー

民間企業等が実施する地震・津波防災訓練（2/5）
（10月27日から11月11日の間に実施予定の訓練）

民間企業等が実施する地震・津波防災訓練（2/5）
（10月27日から11月11日の間に実施予定の訓練）

○羽幌沿海フェリー（株）
避難訓練、船舶の沖出し避難訓練、情報伝達訓練

○新日本海フェリー（株）
大津波警報発令時の緊急出向の判断、船内外の乗客

の誘導訓練

○商船三井フェリー（株）
津波避難連絡体制訓練、避難誘導訓練、係船索切断

離岸訓練、 総員退船訓練

○東京湾フェリー（株）
情報伝達訓練、緊急離岸訓練

○津エアポートライン（株）
津波避難誘導訓練

○南海フェリー（株）
指定避難先への津波避難、乗客誘導訓練

○九州郵船（株）
情報伝達訓練、本社非常対策本部設置訓練、乗客避

難誘導訓練、停電時船内電源供給による陸上施設
（ボーディングブリッジ）の稼働訓練、緊急離岸訓練

○宮崎カーフェリー（株）
シェイクアウト訓練、緊急避難場所への避難訓練、

津波対応に関するDVD鑑賞、意見交換

○川崎近海汽船（株）
乗船客及びターミナル残留者の避難誘導、
本船の離岸訓練、非常持ち出し品の搬出

○川崎近海汽船（株）
乗船客及びターミナル残留者の避難誘導、
本船の離岸訓練、非常持ち出し品の搬出

○（株）東部交通
職員の安否確認訓練、津波避難訓練

○西尾市営渡船
津波避難訓練、船舶離岸訓練・洋上退避訓練等

○北陸電力（株）
避難訓練、従業員の安否確認訓練

○中部電力（株）
高圧発電機車による施設等への応急送電および燃

料補給・資機材運搬訓練

○九州電力（株）
災害時の住民避難所への電源供給訓練

○沖縄電力（株）
避難場所への避難訓練

○電源開発（株）
海溝型地震及び左記地震に伴う津波発生を想定し

た社員安否確認訓練

電力

フェリー



‐ 33 ‐

民間企業等が実施する地震・津波防災訓練（3/5）
（10月27日から11月11日の間に実施予定の訓練）

民間企業等が実施する地震・津波防災訓練（3/5）
（10月27日から11月11日の間に実施予定の訓練）

○東京ガス（株）
・シェイクアウト訓練
・避難誘導訓練
・安否確認訓練
・津波避難計画の読み合せ
・管内放送訓練
・津波避難誘導放送設備や防災ラジオ等の設置場所、
備蓄等の保管場所の所属員への周知

○大阪ガス（株）
・シェイクアウト訓練
・安否確認訓練

ガス

建設業、不動産業

○（株）松村組
・災害対策本部設置訓練
・安否確認訓練
・AED使用訓練

○住友林業（株）
・安否確認・情報連絡訓練（安否確認ｼｽﾃﾑ及び各組織
内の緊急連絡網を活用した2ﾙｰﾄによる安否・被災状況
確認並びに発生後から社内情報ｼｽﾃﾑ復旧の間における
外部ｸﾗｳﾄﾞｻｰﾋﾞｽによる情報通信ﾂｰﾙの稼動確認･情報伝
達訓練）

通信

○東日本電信電話（株）
・管内の通信設備等の被害状況（不通地区・戸数）
の報告活動
・災害伝言ダイヤルの体験
・災害対策危機によりDMATの通信手段救済訓練
・ヘリ輸送により通信機器運搬訓練
・衛星携帯電話を使った通信確保訓練

○西日本電信電話（株）
・国、自治体主催等の訓練への参加

災害用伝言ダイヤルの説明・利用体験
小型ポータブル衛星車による特設公衆電話の設置
サバイバル電源による電源供給
不良電柱診断システムの紹介
通信レスキュー車での現場対策本部の設置
災害対策車両及び災対機器の展示
図上訓練 等

・シェイクアウト訓練、情報伝達訓練（みやざき
シェイクアウト）
・各機関と連携の防災演習（那覇市総合防災訓練）
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石油

○太陽石油（株）
・地震の揺れから身を守る訓練、津波発生時の避難行

動に関する周知
・ドラム缶での燃料油緊急出荷対応訓練
・緊急地震速報の受信訓練
・地震津波を想定した緊急措置・避難訓練

①安全確保訓練
②装置の緊急措置の実施訓練
③大津波警報を想定した事業所内への緊急放送の実

施訓練
④一次避難場所への避難指示、避難の手順確認
⑤避難経路、避難に要する時間の確認訓練

○東亜石油（株）
・地震災害時対応ドラム缶出荷設備取扱い訓練
・移動用非常発電機取扱い操作訓練
・津波発生に伴い、自衛消防車の大型化学高所消防車

/泡原液搬送車/甲種化学消防車を高台の場所へ移動
し、消防車を守る訓練

・防災本部を基地局とし、各地区（3基地）との衛星
電話による通信訓練

民間企業等が実施する地震・津波防災訓練（3/5）
（10月27日から11月11日の間に実施予定の訓練）

民間企業等が実施する地震・津波防災訓練（3/5）
（10月27日から11月11日の間に実施予定の訓練）

○出光興産（株）
・釧路沖地震を想定したタンカー緊急離散訓練（釧
路油槽所）
・津波警報が発令され、荷役を中止し船舶への緊急
離散を行い、桟橋荷役関係者は事務所へ避難。（日
立油槽所）
・大津波警報が発令され、構内に居る全ての人の安
否確認を実施しライフジャケットを着用して避難タ
ワーへ避難。（大井川油槽所）
・想定津波避難場所への避難訓練（高知油槽所）

○コスモ石油（株）
安否確認訓練

○昭和シェル石油（株）
（釧路西港油槽所、塩釜油槽所、新潟製品輸入基地、

神戸事業所、秋田共同油槽所、佐渡油槽所、高崎
油槽所、広島油槽所）

・非常用発電機の試運転（負荷なし）
・ドラム出荷設備の設置
・本社と通話確認
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（石油つづき）

○富士石油（株）
・緊急地震速報システムによる訓練報受信確認訓練
・安否確認システムによる安否確認訓練
・衛星電話通信訓練
・移動式非常用発電機の試運転訓練、移動式計装空気

用コンプレッサーの試運転訓練、移動式窒素製造装
置と稼働用発電機の負荷運転訓練

・ドラム缶出荷設備取扱い訓練
・船舶荷役作業員(船員含む）の人数把握と荷役作業員

の津波対応模擬訓練

○ＪＸＴＧエネルギー（株）
・衛星携帯電話・MCA無線を使った通信訓練
・ドラム缶出荷設備の使用手順確認訓練
・非常用発電機の操作訓練
・緊急地震速報システムを使った現地認知確認訓練

○石油連盟
・災害時石油供給連携計画訓練および見学会の実施
・会員各社の製油所等での非常用発電機、ドラム出荷

設備等の動作確認等

民間企業等が実施する地震・津波防災訓練（4/5）
（10月27日から11月11日の間に実施予定の訓練）

民間企業等が実施する地震・津波防災訓練（4/5）
（10月27日から11月11日の間に実施予定の訓練）

医療関係

○日本赤十字社
（宮城県支部）

通信伝達訓練、人員資器材運搬・搭載訓練、トリ
アージ・応急救護訓練、要救助者ヘリコプター搬送
訓練

（愛知県支部）
避難所における災害時生活支援講習

（大阪府支部）
南海トラフ地震を想定した訓練にて、医療救護班を
派遣し、応急手当を実施

（和歌山県支部）
和歌山県石油コンビナート等総合防災訓練（県及び
各災害対応機関と連携した医療救護訓練）

（宮崎県支部）
シェイクアウト訓練（みやざきシェイクアウト）

○公益社団法人 日本医師会
・2018年情報通信訓練／衛星利用実証実験「南海ト
ラフ大震災想定訓練」
「超高速インターネット衛星『きずな』を用いた災害
医療支援活動における利用実証実験に関する協定」に
基づく、災害時情報通信訓練。

石油



‐ 36 ‐

民間企業等が実施する地震・津波防災訓練（5/5）
（10月27日から11月11日の間に実施予定の訓練）

民間企業等が実施する地震・津波防災訓練（5/5）
（10月27日から11月11日の間に実施予定の訓練）

商工会

○みやぎ北上商工会
大規模災害マニュアルによる職員の確認訓練

○丸森町商工会
丸森町商工会大規模災害マニュアルによる災害時の

初動動作確認

〇つくばみらい市商工会
・従業員への津波発生時並び地震の揺れから身を守る
避難行動の研修
・備蓄品及び資機材の補充及び点検

〇宇多津商工会
・避難行動の研修及びシェイクアウト訓練
・高台への避難訓練（経路と所要時間を確認）

〇糸満市商工会
・避難先への避難訓練（避難完了までの時間を確認）

漁業協同組合

○三重県信用漁業協同組合連合会
・当日の営業店舗における被災状況の確認・報告訓練
・安否確認システムを用いた職員の安否確認訓練
・避難場所および経路の確認訓練

○京都府信用漁業協同組合連合会
・職員の安否確認訓練
・津波避難訓練（高台、事務所屋上）

○香川県漁業協同組合連合会
（東瀬戸漁業協同組合）
・職員安否確認訓練、津波避難訓練
（多度津町高見漁業協同組合）
・県民いっせい地震防災行動訓練

○（独）日本高速道路保有・債務返済機構
社屋ビル周辺における津波発生時の浸水範囲及び避

難方法等に関する情報をメール等で周知

○水資源機構
シェイクアウト訓練、避難訓練、職員安否確認訓練、

非常参集訓練

独立行政法人・研究機関等
放送

○（株）ケーブルメディアワイワイ
・シェイクアウト訓練
・津波避難訓練
・職員安否確認訓練
・備蓄品及び資機材の補充及び点検
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（参考）「津波防災の⽇」・「世界津波の⽇」について

11月5日「津波防災の日」

11月5日「世界津波の日」
○ 「第３回国連防災世界会議」や「持続可能な開発のための2030アジェンダ」
のフォローアップとして、2015年12月、国連総会で、我が国をはじめ 142 カ国
が共に提案し、11月5日を「世界津波の日」として制定する決議が満場一致で採
択されました。

○ 「津波防災の日」である11月5日が平成27年12月の国連総会決議において「世界津
波の日」とされたことも踏まえ、平成29年3月に「津波対策の推進に関する法律」にお

律」においても「世界津波の日」に位置付けられたほか、国際協力の推進に資するよう
う配慮する旨の規定が追加されました。

○ 東日本大震災を教訓とした「津波対策の推進に関する法律（2011年６月）」により、

11月5日が「津波防災の日」として制定されました。

○ これは、嘉永7年（1854年）11月5日の安政南海地震（M8.4）で和歌山県を

津波が襲った際に、稲に火を付けて、暗闇の中で逃げ遅れていた人たちを高台

に避難させて命を救った「稲むらの火」の逸話にちなんでいます。

東日本大震災（2011年3月11日）

○ 津波は，ひとたび起きれば，その被害は甚大であり，被災範囲も広いのが特徴で
す。東日本大震災では、津波や津波からの避難方法を知らないために多くの方が犠
牲になりました。

第７０回国連総会本会議の様子

稲束（稲むら）に火をつける濱口梧陵

津波による被害（宮城県気仙沼市）




