
内閣府が実施する地震・津波防災訓練

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）



別添1

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

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



別添1

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

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



内閣府が実施する地震・津波防災訓練

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



別添1

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

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



内閣府が実施する地震・津波防災訓練

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



別添1

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

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



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

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



内閣府が実施する地震・津波防災訓練

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



内閣府が実施する地震・津波防災訓練

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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