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令和元年度 地震・津波防災訓練

○日時：令和元年１１月７日（水）９時30分開始

○場所：広尾町全域

○訓練想定
十勝沖を震源とする地震

○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、防災講話、避難所開設・運営訓練
炊き出し訓練（体験喫食）

○訓練参加機関等
気象台、警察署、海上保安署、消防署、消防団
町内自主防災会、赤十字奉仕団、広尾高校
保育園、民間企業等

取材場所等に関する問合せ先

北海道広尾郡広尾町 企画課 ＴＥＬ：０１５５８-２-０１８４

北海道エリア（北海道広尾町）の訓練概要

出典：国土地理院
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内閣府が実施する地震・津波防災訓練



令和元年度 地震・津波防災訓練

○日時：令和元年１１月１７（日）９時００分開始
○場所：西宮市 南甲子園小学校区
○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、安否確認訓練、
避難所の受付訓練、炊出し訓練、消防訓練展示、
防災士コーナー、子供防災コーナー、消防車両展示・
消防士コーナー、救出救助訓練コーナー、応急手当・
救急搬送コーナー、煙体験コーナー、甲子園警察コー
ナー、避難所開設・運営訓練、災害食の紹介、緊急貯
水槽を用いた応急給水の実演訓練

○訓練参加機関
自治会、消防局、消防団、甲子園警察、防災士会、
神戸女学院大学、コープこうべ

取材場所等に関する問合せ先
西宮市役所 防災危機管理局 防災統括室 地域防災支援課
ＴＥＬ：０７９８－３５－３０９２

近畿エリア（兵庫県西宮市）の訓練概要

西宮市

西宮市立
南甲子園小学校

南甲子園小学校区

内閣府が実施する地震・津波防災訓練



令和元年度 地震・津波防災訓練

○日時：令和元年１１月４日（月・祝）７時45分開始
○場所：印南町 印南地域・切目地域
○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、情報伝達訓練、
避難所開設訓練（避難所受付訓練、間仕切り組立て訓
練、応急救護訓練、救援物資仕分け訓練、マンホール
トイレ組立て訓練、炊き出し訓練、緊急車両・防災
ICT機器等の展示）、防災講演会

○訓練参加機関
自主防災組織、社会福祉協議会、民生児童委員、赤十
字奉仕団、こども園、小・中学校、消防団、消防署、
警察、陸上自衛隊、福祉事業者（特養、作業所、デイ
サービス）、関西大学、関西学院大学

取材場所等に関する問合せ先
印南町役場 総務課 危機管理係
ＴＥＬ：０738－42－0120

近畿エリア（和歌山県印南町）の訓練概要

印南町

印南地域

印南町体育センター

切目地域

内閣府が実施する地震・津波防災訓練
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令和元年度 地震・津波防災訓練

○日時：令和元年１１月２４日（日）８時００分開始
○場所：三瓶町全域

（津波避難主対象区：三瓶、有網代、蔵貫浦）
○訓練想定

南海トラフ地震
○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、災害対策本部設置訓練、模擬火災訓練
福祉避難所設置・運営訓練、医療救護所設置・運営訓練、
倒壊家屋からの救出訓練、孤立者海上輸送訓練、
海上漂流者救出訓練、展示訓練（車両・パネル等展示）、
防災講習会、物資配給訓練

○訓練参加機関等
自主防災会、警察、消防、自衛隊、海上保安庁、
消防団、中学校、特別養護老人ホーム、愛媛県

取材場所等に関する問合せ先
西予市 危機管理課 ＴＥＬ：0894-62-6491

中国、四国エリア（愛媛県西予市）の訓練概要

出典：国土地理院

内閣府が実施する地震・津波防災訓練
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令和元年度 地震・津波防災訓練
（高知市総合防災訓練）

○日時：令和元年１０月２７日（日）９時開始

○場所：下知地区、イオンモール高知、
鏡川河川敷地区等

○訓練想定
南海トラフ地震

○訓練概要
シェイクアウト訓練、津波避難訓練
情報収集訓練、救出・救助訓練
災害救急医療活動訓練、避難所開設・運営訓練
炊き出し訓練、講習会、体験・展示コーナー

○訓練参加機関等
自治会・自主防災組織、警察、消防、自衛隊
イオンモール高知等

取材場所等に関する問合せ先

高知県高知市 防災政策課 ＴＥＬ：０８８-８２３-９０５５

四国エリア（高知県高知市）の訓練概要

高知市

鏡川河川敷地区等出典：国土地理院

内閣府が実施する地震・津波防災訓練
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令和元年度 地震・津波防災訓練

○日時：令和元年１１月１０日（日）８時４５分開始

○場所：島原市有明地区

○訓練想定
雲仙地溝南縁東部・西部断層帯の２連動地震

○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、装備品展示、炊き出し訓練
防災講話、体験喫食

○訓練参加機関等

自治会・自主防災組織、県、小・中学校
保育園、警察、消防、自衛隊等

取材場所等に関する問合せ先

長崎県島原市 市民部市民安全課

ＴＥＬ：０９５７-６２-８０２２

九州・沖縄エリア（長崎県島原市）の訓練概要

島原市

有明地区小中学校

出典：国土地理院

内閣府が実施する地震・津波防災訓練
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令和元年度 地震・津波防災訓練

○日時：令和元年１１月５日（火）８時２０分開始
○場所：鹿児島市全域（シェイクアウト訓練）

東開町（津波避難訓練等）
かごしま県民交流センター等（講演等）

○訓練想定
鹿児島湾（錦江湾）直下地震

○訓練概要
シェイクアウト訓練、津波避難訓練
講演、防災マップ作成演習、炊き出し訓練
防災資機材・パネル展示
災害対策本部等運営訓練・情報伝達訓練（市職員訓練）

○訓練参加機関等
鹿児島地方気象台、日本赤十字社鹿児島支部
自主防災組織、イオンモール鹿児島、企業等

取材場所等に関する問合せ先

鹿児島市 危機管理局 危機管理課 ＴＥＬ：０９９-２１６-１２１３

九州・沖縄エリア（鹿児島県鹿児島市）の訓練概要

内閣府が実施する地震・津波防災訓練

鹿児島市

出典：国土地理院

県民交流センター
（10月31日（木）９時～１3時）
〇講演
〇防災マップ作成演習
〇炊き出し訓練
〇防災資資材・パネル展示

東開町

〇津波避難訓練

谷山支所

〇現地災害対策
本部運営訓練

〇情報伝達訓練

鹿児島市役所

〇災害対策本部
運営訓練

〇情報伝達訓練

鹿児島市
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