
令和３年度地震・津波防災訓練

○日時
事前ワークショップ：令和３年10月31日（日）10時00分開始
（地区防災計画を知る、避難時のｱﾄﾞﾊﾞｲｽをいただく、地域の災害を知
る）

防災訓練：令和３年11月5日（金） 10時00分開始
（避難経路を歩き課題を知る・見つける、地域の地震・津波について知
る）

事後ワークショップ：令和３年11月27日（土）10時00分開始
（町の実情を知る、防災力の向上を図る）

○場所：佐女川地区ほか町内全域

○訓練想定
地震・津波

○訓練概要
シェイクアウト訓練、津波避難経路歩き

○訓練参加機関等
町民、木古内町役場ほか

出典：国土地理院

木古内町

メイン会場
佐女川地区

木古内町

取材場所等に関する問合せ先
北海道上磯郡木古内町 総務課 ＴＥＬ：01392-2-3131

内閣府が実施する地震・津波防災訓練

北海道エリア（北海道木古内町）の訓練概要



令和３年度地震・津波防災訓練

○日時
事前ワークショップ：令和３年10月13日（水）10時00分開始
（地区防災計画を知る、避難時のｱﾄﾞﾊﾞｲｽをいただく、地域の災害を知る）

シェイクアウト訓練：令和3年11月5日（金）

防災訓練・事後ワークショップ：令和３年12月8日（水）10時00分開始
（避難経路を歩き課題を知る・見つける、地域の地震・津波について知る）

○場所：鹿部町内各所

○訓練想定
内浦湾を震源とする地震・津波

○訓練概要
シェイクアウト訓練、津波避難経路歩き、情報伝達訓練、避難所開設・運営訓練、
災害対策本部設置及び運営訓練

○訓練参加機関等
町民、鹿部町役場、鹿部町教育委員会、函館地方気象台、北海道警察函館方面森
警察署及び鹿部駐在所、南渡島消防事務組合消防本部及び鹿部消防署、鹿部漁業
協同組合、鹿部商工会、鹿部町町内会連合会、鹿部消防団、北海道、幼稚園・小
学校・中学校、渡島福祉会 渡島リハビリテーションセンター、鹿部カントリー
クラブ、鹿部飛行場、災害時における協定締結団体

出典：国土地理院

鹿部町

鹿部町

取材場所等に関する問合せ先
北海道茅部郡鹿部町 総務・防災課 防災・デジタル推進室
ＴＥＬ：01372-7-2111

北海道エリア（北海道鹿部町）の訓練概要

内閣府が実施する地震・津波防災訓練



令和３年度地震・津波防災訓練

○日時
第1回ワークショップ：令和３年10月23日（土）13時開始
（地区防災計画を知る、避難時のｱﾄﾞﾊﾞｲｽをいただく、地域の災害を知る）

地震・津波防災訓練：令和３年11月13日（土）8時30分開始
（避難経路を歩き課題を知る・見つける、地域の地震・津波について知
る）

第2回ワークショップ：令和３年12月4日（土）13時開始
（町の実情を知る、防災力の向上を図る）

○場所：平地区（13地区）

○訓練想定
太平洋沖を震源とする地震・津波

○訓練概要
シェイクアウト訓練、津波避難経路歩き

○訓練参加機関等
市民、災害対策各地区本部、自主防災組織、いわき市役所、消防団員

出典：国土地理院

いわき市

メイン会場
薄磯公民館

いわき市

取材場所等に関する問合せ先
福島県いわき市 危機管理部 災害対策課
ＴＥＬ：0246-22-1153

内閣府が実施する地震・津波防災訓練

東北エリア（福島県いわき市）の訓練概要

いわき市役所



令和３年度地震・津波防災訓練

○日時
第1回ワークショップ：令和３年10月29日（金）13時開始
（地区防災計画とは何か）

第２回ワークショップ：令和３年11月19日（金）13時開始
（本気で地区全員の安全な避難を考える）

防災訓練：令和３年12月5日（日）6時開始

第３回ワークショップ：令和4年1月28日（金）13時開始
（地区防災計画の素案作成に向けて）

○場所：北条地区ほか市内各所

○訓練想定
南海トラフ地震（駿河湾を震源とする地震）

○訓練概要
シェイクアウト訓練、津波避難訓練、消防団活動訓練、津波被害調査及び遭難者
捜索・救難訓練、応急救護所・救護本部の設置・運営訓練、炊き出し訓練、防災
に関する講演会・講習会、災害対策本部運営訓練）

○訓練参加機関等
市民、市内自主防災組織関係者、館山市役所、千葉県、館山警察署、安房郡市消
防本部、千葉海上保安部 館山分室、海上自衛隊第21航空群、陸上自衛隊高射学
校、日本赤十字千葉県支部、安房医師会、館山市消防団、ＪＲ東日本 館山駅

出典：国土地理院

館山市

メイン会場①
北条小学校

館山市

取材場所等に関する問合せ先
千葉県館山市 危機管理部 危機管理課
ＴＥＬ：0470-22-3442

内閣府が実施する地震・津波防災訓練

関東エリア（千葉県館山市）の訓練概要

メイン会場②
館山総合高校

館山市
中央公民館



令和３年度地震・津波防災訓練

○日時
事前ワークショップ：令和４年1月23日（日）10時開始
（地区防災計画を知る、避難時のｱﾄﾞﾊﾞｲｽをいただく、地域の災害を知
る ※予定）

防災訓練：令和４年２月６日（日）
（避難経路を歩き課題を知る・見つける、地域の地震・津波について
知る ※予定）

事後ワークショップ：令和４年２月27日（日）10時開始
（町の実情を知る、防災力の向上を図る ※予定）

○場所：竹岡地区 1区から7区（5区を除く）

○訓練想定
南海トラフ地震（駿河湾を震源とする地震）

○訓練概要
シェイクアウト訓練、地震・津波防災訓練（予定）

○訓練参加機関等
市民、富津市役所ほか

出典：国土地理院

富津市

富津市

内閣府が実施する地震・津波防災訓練

関東エリア（千葉県富津市）の訓練概要

取材場所等に関する問合せ先
千葉県富津市総務部防災安全課
ＴＥＬ：0439-32-1651

メイン会場
竹岡地区

富津市役所
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別添1

西日本エリア（高知県高知市）の訓練概要

内閣府が実施する地震・津波防災訓練

出典：国土地理院

メイン会場
泉野小学校

津波避難訓練
実 施 地 域

高 知 市

高知市

令和３年度 地震・津波防災訓練

○日時：令和３年10月31日（日）10時00分開始

○場所：泉野小学校区

○訓練概要：
シェイクアウト訓練、津波避難訓練（泉野小学校区のみ）、避難
所開設・運営訓練、炊き出し訓練、物資配送訓練、臨時災害放送
局開設訓練、各種展示等

○訓練参加機関等：
市民、消防団、消防、警察、国土交通省、気象庁、海上保安庁等

住民の防災力向上のためのワークショップ

○日時：令和３年10月23日（土）13時30分開始

その後、令和３年10月31日（日）ほか計3回開催予定

○場所：泉野小学校
○参加者：泉野小学校区防災連合会の役員ら
○取組内容：

災害時のイメージ力の向上、一人ひとりの津波避難計画とマップ
作成、津波避難と避難所開設・運営の訓練振り返り等

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
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別添1

西日本エリア（高知県四万十町）の訓練概要

内閣府が実施する地震・津波防災訓練

出典：国土地理院

高 知 市

四万十町

令和３年度 避難行動要支援者 個別訓練

○日時：令和4年2月中旬

○場所：四万十町 志和地区

○訓練概要：避難行動要支援者 個別訓練

○訓練参加機関等：
地域住民、自主防災組織、町健康福祉課、高齢者支援課
町内福祉事業所

住民の防災力向上のためのワークショップ

○日時：訓練前 令和3年12月中

訓練実施後、振り返り開催予定

○場所：志和コミュニティセンター

○参加者：志和地区自主防災組織の役員ら

○取組内容：

避難行動要支援者の個別避難計画策定検討、避難訓練振り返り等

取材場所等に関する問合せ先
高知県四万十町 危機管理課 ＴＥＬ：０８８０－２２－３２８０

四 万 十 町

志和地区

津波避難訓練
実 施 地 域
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令和３年度 地震・津波防災訓練

○日時：令和３年11月7日（日）9時00分開始

○場所：出屋区（地区住民及び要配慮者施設）

○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、炊き出し
訓練、車両展示等

○訓練参加機関等：
地区住民、要配慮者施設（職員・利用者）、消防団、消防、
警察等

取材場所等に関する問合せ先

福岡県豊前市 総務課 ＴＥＬ：０９７９－８２－１１１１

西日本エリア（福岡県豊前市）の訓練概要

内閣府が実施する地震・津波防災訓練

出典：国土地理院

住民の防災力向上のためのワークショップ

○日時：令和３年10月22日（金）19時00分開始

その後、訓練終了後の開催と合わせ計2回実施予定

○場所：出屋区公民館
○参加者：地区の自主防災組織、要配慮者施設職員
○取組内容：

先行的に作成した地区防災計画案を用いた訓練での検証・振り返
り、津波避難時の要配慮者施設での協力体制の検討等

豊前市

豊 前 市

メイン会場
ケアハウスさくら

津波避難訓練
実 施 地 域
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令和３年度 地震・津波防災訓練

○日時：令和３年11月5日（金）10時00分開始

○場所：全域

○訓練概要：
市全域：シェイクアウト訓練
志布志市役所：災害対策本部設置・運営訓練等
志布志市文化会館：避難所開設・運営訓練、消火訓練等

○訓練参加機関等：
市民、志布志市役所、消防団、消防、警察、海上保安庁等

取材場所等に関する問合せ先

鹿児島県志布志市 総務課 ＴＥＬ：０９９－４７２－１１１１

西日本エリア（鹿児島県志布志市）の訓練概要

内閣府が実施する地震・津波防災訓練

出典：国土地理院

志布志市

志 布 志 市

志布志市文化会館

志布志市役所

住民の防災力向上のためのワークショップ

○日時：令和３年1０月19日（火）14時00分開始

その後、年内、令和4年2月に計3回実施予定

○場所：志布志市文化会館等
○参加者：市内沿岸部の校区公民館長等
○取組内容：

地域防災力の課題の意見交換、地区特性に応じた津波避難計画の
検討、訓練参加を通じた避難生活時の協力体制等の検討等
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