
平成２７年度
「津波防災」に関する取組（第２報）

平成27年10月27日
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津波防災 普及啓発プロジェクト
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「津波防災ひろめ隊」結成！
今年度、津波防災の意識向上、適切な避難行動の定着に向け、ふなっしー、くまモンなどの
ご当地キャラクターが『津波防災ひろめ隊』を結成、そのコアメンバーとして普及活動を行
うこととなりました。

「津波！？高いところへ」というキーメッセージ
とともに、速やかに高いところへ避難することを
体現した津波避難ポーズを披露するコアメンバー

①家族と逃げる場所を決めておく
②自らの命を守るために全力を尽くす
津波防災の「２つのお約束」を啓発動画で紹介。

～9月7日お披露目会にて～
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■津波防災ひろめ隊サイト ■YouTube公式チャンネル

「津波防災ひろめ隊」普及コンテンツ

http://tsunamibousai.jp/

全国各地の訓練イベント情報や、津波の
心得などを情報発信中！
詳しくは「津波防災ひろめ隊」で検索！

内閣府（防災）のYouTube公式チャンネ
ルにて、啓発動画やイベントなど、「津
波防災ひろめ隊」の活動を公開中！
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■募集要項■
ご当地キャラクターだけでなく、ご当地アイドルの方などで、各地域に密着して、津波
を中心に、地元の方の防災意識の向上に関する取組にご協力いただける方

＜具体的な取組例＞
・津波防災に関して、twitterやfacebook等で積極的な広報活動を行う
・各地の避難訓練に積極的に参加、地域住民の津波防災意識向上に貢献する など

入隊申込にあたり、送付いただく動画を、入隊後
YouTube公式チャンネルにアップいたします。
詳しい申し込み方法はこちらから
http://tsunamibousai.jp/

「津波防災ひろめ隊」隊員募集！
さらに全国で「津波防災ひろめ隊」の輪を広げたく、各地域で津波防災の意識向上に取組
む意欲あるご当地キャラクターや、ご当地アイドルなどの地域に密着して活躍している皆
様の入隊募集を開始します！
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津波避難ポーズの開発・普及
■津波避難ポーズとは？

この『津波避難のポーズ』は、「津波が想定され
るような地震が発生したら、速やかにできるだけ高
いところへ避難しましょう」というメッセージを体
感して身につけてもらうために考案したものです。
前足を大きく踏み出し、両手を大きく振る「全力

で避難する」動作と、上を見上げ上体を反り返らせ、
「高いところを目指す」動作を融合したものです。
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各地の訓練と連動した啓発イベントの実施
今年度の「津波防災の日」近辺に、内閣府が各市町村と共催で実施する地震・津波防災訓練
の内、下記の６ヶ所で、ご当地キャラクターやご当地アイドルなどが参加する、訓練と一体
となった地域密着型の啓発イベントを開催します。
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津波防災に関する各種ご協力・お取組（１）

■防災推進国民会議での呼びかけ
本年9月に安倍総理の呼びかけの下、各界
各層の団体が集まり、発足した「防災推進
国民会議」において、政府から各団体の
トップに津波防災に関する協力を要請し、
御協力をいただくことになりました。

官邸ホームページより

平成27年9月17日 第１回防災推進国民会議

■防災推進国民会議 構成団体の取組
＜日本経済団体連合会様＞
 ホームページのトップ画面に、「津波
防災ひろめ隊サイト」のリンクバナー
を設定

 会員企業へのポスター配布
 会員企業に対する津波避難訓練の参加
呼びかけ

 機関誌経団連タイムスに津波防災に関
する啓発記事の掲載

経団連タイムス（平成27年10月15日号）
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津波防災に関する各種ご協力・お取組（２）

■POSレジでのビジュアル表示
大手コンビニエンスストアなどのお客様向けPOSレジディスプレイにて、津波防災に関す
るビジュアルの表示。

＜ご協力企業＞
• 「イオン」、「ミニストップ」などイオングループ各社様
• 株式会社サークルＫサンクス様
• 株式会社セブン-イレブン・ジャパン様
• 株式会社ファミリーマート様
• 株式会社ローソン様

株式会社ローソン様 全国の総合スーパー「イオン」の462店の
レジディスプレイ（イオングループ各社様）
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■ビジョン等での映像上映
商業施設内のビジョンやシネマスクリーンでの啓発動画の上映や、デジタルサイネージな
どでの津波防災情報の表示。

丸ビル・丸の内ビジョン
（三菱地所株式会社様）

津波防災に関する各種ご協力・お取組（３）

イオンシネマ全国684スクリーンでの放映
（イオンエンターテイメント株式会社様）

＜ご協力企業＞
• イオンエンターテイメント株式会社
• 株式会社ファミリーマート様

• 三井不動産株式会社様
• 三菱地所株式会社様
• 森ビル株式会社様
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津波防災に関する各種ご協力・お取組（４）

■ポスター掲示
数多くの企業・団体様や各省庁、地方公共
団体などにおいて、事業所内や店舗、商業
施設、駅構内などで啓発ポスターを掲示。

ＪＰタワー前地下広場
（日本郵便株式会社様）

国会議事堂前駅
（東京地下鉄株式会社様）

■記念切手の発行（日本郵便株式会社様）
発行日：平成27年11月5日
種 類：82円切手
発行枚数：600万枚



- 11 -

（別紙）ご協力いただいている企業・団体一覧
（平成27年10月23日時点）ポスター掲示等にご協力いただいている企業・団体等の一覧（一部抜粋）

＜運輸系＞ 太陽石油株式会社 一般社団法人マンション管理業協会
首都高速道路株式会社 東燃ゼネラル石油株式会社 公益社団法人全国賃貸住宅経営者協会連合会
東日本高速道路株式会社 南西石油株式会社 独立行政法人都市再生機構

中日本高速道路株式会社 昭和シェル石油株式会社 ＜金融系＞
西日本高速道路株式会社 西部石油株式会社 日本銀行
阪神高速道路株式会社 北海道電力株式会社 三井住友海上火災保険株式会社
本州四国連絡高速道路株式会社 東北電力株式会社 損保ジャパン日本興亜株式会社
成田国際空港株式会社 東京電力株式会社 ＜マスコミ・メディア系＞
北海道旅客鉄道株式会社 中部電力株式会社 日本放送協会
東日本旅客鉄道株式会社 関西電力株式会社 株式会社日刊工業新聞社
東海旅客鉄道株式会社 四国電力株式会社 ヤフー株式会社
西日本旅客鉄道株式会社 沖縄電力株式会社 ＜経済団体＞
四国旅客鉄道株式会社 電源開発株式会社 国民生活産業・消費者団体連合会
九州旅客鉄道株式会社 電力広域的運営推進機関 全国商工会連合会
東京地下鉄株式会社 日本原子力発電株式会社 日本経済団体連合会
東京モノレール株式会社 ＜流通・食品系＞ 日本商工会議所
神戸電鉄株式会社 イオン株式会社 ＜その他団体＞
日本郵便株式会社 イオンリテール株式会社 防災推進協議会
日本通運株式会社 イオン北海道株式会社 防災推進国民会議
西濃運輸株式会社 イオン九州株式会社 日本防災産業会議
輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社 イオン琉球株式会社 モノづくり日本会議
公益社団法人全日本トラック協会 ミニストップ株式会社 全国漁業協同組合連合会
＜通信系＞ イオンエンターテイメント株式会社 国立研究開発法人放射線医学総合研究所
日本電信電話株式会社 株式会社サークルＫサンクス 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
東日本電信電話株式会社 株式会社セブン-イレブン・ジャパン 独立行政法人国立病院機構
西日本電信電話株式会社 一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
株式会社ＮＴＴdocomo 株式会社ファミリーマート 国立研究開発法人森林総合研究所
ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ株式会社 株式会社ローソン 国立研究開発法人土木研究所
ＫＤＤＩ株式会社 株式会社モスフードサービス 独立行政法人水資源機構
ソフトバンク株式会社 ヤマサ醤油株式会社 独立行政法人地域医療機能推進機構
パナソニックシステムネットワークス株式会社 ＜不動産系＞ 京都大学防災研究所
ＮＥＣグループ 三井不動産株式会社 港湾空港技術研究所
＜エネルギー系＞ 三菱地所株式会社 各行政機関、地方公共団体　　　　　　　　　　　　　　等　　　　
東京瓦斯株式会社 森ビル株式会社 - 11 -
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