
 

令和３年 10月 22日 

内閣府(防災担当) 

 

 

 

 

 

令和３年度「津波防災の日」・「世界津波の日」 

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

別紙のとおり取りまとめましたので公表いたします（第１報分（10 月 12 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 

市川、山崎、土屋、長谷川、甲 
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、磯部 

TEL 03-3503-2236 (直通) 
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令和３年度
「津波防災の⽇」・「世界津波の⽇」

に関する取組

•令和３年１０⽉２２⽇

別紙
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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３０日～11月１４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３０日～11月１４日に実施予定の訓練）

・１１８団体（４都道府県、１１４市町村）において訓練を実施

・民間企業・団体等２８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

令和３年度実施予定団体数 １５６団体（10/３０～11/１４実施）

・１０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、気象庁、防衛省）
において訓練を実施
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令和３年度 地震・津波防災訓練（内閣府共催）

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、最寄りの避難場所等へ避難

津波避難訓練

住民が自ら考える取組

地震・津波発生時に、住民自らが考
えて避難行動をすることができるよう、
訓練前に地域のリスクや避難計画など
を考えるワークショップを開催し、訓
練後には、見つけた課題や次回の訓練
に向けた改善の方策等を学びます。

訓練内容 ※日程は実施予定日

●

●

関東エリア

２月 ６日（日）

千葉県富津市

●

●

北海道エリア

北海道木古内町

１１月 ５日（金）

１０月 ３１日（日）

高知県高知市

四国エリア

●

北海道鹿部町

１2月 8日（水）

１２月 ５日（日）

千葉県館山市

●

福岡県豊前市

１１月 ７日（日）

１１月 １３日（土）

福島県いわき市

東北エリア

２月 中旬

高知県四万十町

●
●

●

鹿児島県志布志市

１１月 ５日（金）

九州エリア

別添１
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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（1/９）

北海道エリア（北海道木古内町）の訓練概要
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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（2/９）
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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（3/９）

東北エリア（福島県いわき市）の訓練概要

いわき市役所
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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（4/９）

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
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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（5/９）

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（６/９）内閣府が実施する地震・津波防災訓練（６/９）

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 10
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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（7/9）

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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別添1

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（８/９）内閣府が実施する地震・津波防災訓練（８/９）

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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別添1

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（９/９）

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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○消防庁
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、Jアラート受信確認訓練、シェイクアウト訓練
(緊急地震速報訓練)、緊急消防援助隊北海道東北ブ
ロック合同訓練 等

○法務省
（札幌刑務所室蘭拘置支所、函館少年刑務所、札幌少年
鑑別所釧路少年鑑別支所、横浜刑務所横須賀刑務支所、
新潟刑務所佐渡拘置支所、新潟少年鑑別所、名古屋拘置
所半田拘置支所、宮川医療少年院、金沢少年鑑別所、津
少年鑑別所、和泉学園泉南学寮、奈良少年院、奈良少年
鑑別所、和歌山少年鑑別所、広島刑務所、松江少年鑑別
所、広島少年鑑別所鳥取少年鑑別支所、松山刑務所宇和
島拘置支所、丸亀少女の家、松山学園、徳島少年鑑別所、
高知少年鑑別所、北九州医療刑務所、福岡刑務所大牟田
拘置支所、福岡刑務所厳原拘置支所、長崎刑務所、長崎
刑務所長崎拘置支所、長崎刑務所佐世保拘置支所、長崎
刑務所島原拘置支所、長崎刑務所五島拘置支所、大分刑
務所、宮崎刑務所、鹿児島刑務所、鹿児島刑務所鹿児島
拘置支所、鹿児島刑務所大島拘置支所、沖縄刑務所那覇
拘置支所、沖縄刑務所宮古拘置支所、佐世保学園、中津
少年学院、沖縄少年院、沖縄女子学園、大分少年鑑別所、
那覇少年鑑別所、東京出入国在留管理局横浜支局、名古
屋出入国在留管理局、福岡出入国在留管理局（那覇支局
を含む）、入国者収容所大村入国管理センター）

シェイクアウト訓練、津波避難訓練、職員安否確認訓練、
ライフジャケット着用訓練、書類等の非常持ち出し・流
出防止訓練、防災機器操作訓練 等

○内閣府・消防庁・気象庁
１１月５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９箇所
で実施（別添１参照）

○総務省
（東北管区行政評価局）

被害状況の収集・伝達訓練 等
（新潟行政評価事務所）

研修資料確認
（関東総合通信局）

安否確認訓練、災害対策本部設置・運営訓練
（信越総合通信局）

安否確認訓練、災害対策本部設置・運営訓練、リエゾ
ン派遣訓練

国が実施する地震・津波防災訓練（１/４）
（10月３０日～11月１４日に実施予定の訓練）
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○警察庁
（青森県警察）

避難誘導・代替施設移転訓練
（秋田県警察）

緊急参集システム運用訓練、防災啓発、津波避難広報経
路確認訓練 等

（山形県警察）
避難誘導訓練 等

（富山県警察）
職員安否確認訓練、地震津波情報伝達訓練 等

（石川県警察）
津波警報伝達訓練

（福井県警察）
津波警報伝達訓練、津波誘導訓練 等

（岐阜県警察）
職員安否確認訓練

（大阪府警察）
津波防災訓練、防災啓発

（兵庫県警察）
船艇による部隊輸送訓練、ヘリからの救出救助訓練 等

（和歌山県警察）
救出救助訓練 等

（鳥取県警察）
シェイクアウト訓練

（島根県警察）
救出救助訓練、情報伝達訓練 等

（山口県警察）
シェイクアウト訓練 等

国が実施する地震・津波防災訓練（２/４）
（10月３０日～11月１４日に実施予定の訓練）

（警察庁つづき）
（徳島県警察）

津波初期対応訓練
（香川県警察）

緊急連絡システム配信訓練、津波伝達訓練 等
（愛媛県警察）

代替施設への警備本部移設訓練 等
（高知県警察）

警察と海上保安部の部隊活動要領習熟及び連携強
化訓練 等

（沖縄県警察）
シェイクアウト訓練、警察署の機能移転訓練 等

○財務省
（関東財務局横須賀出張所、東海財務局津財務事務
所、東京税関、横浜税関、神戸税関、大阪税関、門
司税関）

シェイクアウト訓練、津波避難訓練、職員安否確
認訓練、災害対策本部の設置・運営訓練、衛星携帯
電話を使用した通報訓練、等

○経済産業省
（中国経済産業局）

地震津波防災訓練

15



国が実施する地震・津波防災訓練（３/４）
（10月３０日～11月１４日に実施予定の訓練）

○防衛省
（陸上自衛隊東北方面隊第９師団）

大津波警報発令時における、八戸市及び海上自衛
隊と連携した避難訓練

（陸上自衛隊東北方面隊第４地対艦ミサイル連隊）
近隣避難住民の緊急避難場所(八戸演習場)への受
入訓練

（第７師団第７高射特科連隊５中隊）
生活支援活動(物資輸送、給食支援)訓練

（第５旅団第２７普通科連隊）
情報伝達訓練、津波避難訓練、避難住民輸送訓練

（海上自衛隊呉地方総監部）
海上捜索救助訓練、物資等海上輸送訓練

（海上自衛隊大湊地方総監部）
避難所設置訓練、行方不明者捜索訓練、物資海路
輸送訓練

（西部航空方面隊・航空救難団）
被害情報収集訓練、緊急物資輸送訓練

○国土交通省
（北海道開発局）

総合防災訓練、ホットライン通信訓練 等
（関東地方整備局）

シェイクアウト訓練、津波避難訓練
（北陸地方整備局）

シェイクアウト訓練（緊急地震速報訓練）
（中部地方整備局）

職員安否確認訓練、ドローンによる施設点検訓練 等
（近畿地方整備局）

津波避難訓練、道路・航路啓開訓練、救出・救護訓練、
物資搬送訓練、ライフライン復旧訓練、コンビナート
火災消火訓練

（中国地方整備局）
緊急地震速報訓練

（四国地方整備局）
情報収集・集約・伝達訓練、早期復旧オペレーション
訓練

（九州地方整備局）
津波防災訓練、緊急輸送手段検証、道路啓開訓練 等

（東北運輸局）
徒歩参集訓練、衛生携帯電話訓練 等

（関東運輸局）
災害対策本部設置訓練

（北陸信越運輸局）
シェイクアウト訓練
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国が実施する地震・津波防災訓練（３/４）
（10月３０日～11月１４日に実施予定の訓練）

（国土交通省つづき）
（中部運輸局）

緊急伝達・安否報告訓練、非常参集訓練、災害対策本
部設営訓練、衛星回線通信訓練、防災資機材稼働訓練、
緊急地震速報対応訓練

（神戸運輸監理部）
シェイクアウト訓練、通信連絡訓練

（東京航空局）
・東京航空事務所

情報伝達訓練
（大阪航空局）

・岩国航空事務所
シェイクアウト訓練

・宮古空港・航空呂監視レーダー事務所
避難経路確認 等

・高松空港事務所
シェイクアウト訓練、安否確認訓練 等

・山口宇部空港出張所
安否確認訓練

・松山空港事務所
シェイクアウト訓練

・中部空港事務所
津波避難訓練 等

・長崎空港事務所
津波避難訓練

（国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所
（港湾 空港技術研究所））

地震・津波避難訓練
17



地方公共団体が実施する地震・津波防災訓練（１/６）
（ 10月３０日～11月１４日に実施予定の訓練）

○岡山県
物資オペレーション訓練、情報収集・伝達訓練

○広島県
避難訓練

○徳島県
情報伝達訓練、緊急地震速報行動訓練

○福岡県
参集訓練、情報収集訓練

○沖縄県
緊急速報メール送受信訓練、避難訓練

都道府県

別添3

市区町村

（宮城県つづき）
（山元町）

シェイクアウト訓練 等

○福島県
（いわき市）

シェイクアウト訓練、津波避難訓練、避難所開
設訓練 等

○神奈川県
（横浜市）

地震・津波発生を想定した災害対応訓練
（横須賀市）

津波避難訓練、安否確認訓練 等
（平塚市）

シェイクアウト訓練、津波避難訓練 等
（鎌倉市）

津波避難訓練
（逗子市）

情報伝達訓練、シェイクアウト訓練 等
（葉山町）

防災行政無線からの伝達訓練、避難訓練
（大磯町）

津波避難訓練、情報受伝達訓練 等
（二宮町）

津波避難訓練、安否確認訓練

市区町村

○北海道
（浦河町）

津波避難訓練、避難所開設・運営訓練 等
（木古内町）

避難経路確認
（釧路町）

情報伝達訓練、津波避難訓練 等

○宮城県
（仙台市）

津波避難訓練、防災車両見学
（多賀城市）

シェイクアウト訓練、避難所開設訓練 等 18



地方公共団体が実施する地震・津波防災訓練（２/６）
（ 10月３０日～11月１４日に実施予定の訓練）

市区町村

○愛知県
（豊橋市）

津波避難訓練
（碧南市）

職員安否確認訓練、災害対策本部会議
（西尾市）

津波避難訓練、避難所運営訓練 等
（蒲郡市）

避難訓練、避難所受入訓練
（東海市）

避難行動訓練
（田原市）

津波避難訓練、情報収集訓練 等
（知多郡阿久比町）

災害対策本部運営訓練、避難所開設運営訓練 等
（美浜町）

シェイクアウト訓練、炊き出し訓練 等
（武豊町）

夜間を想定した避難所運営訓練 等

○三重県
（志摩市）

災害対策本部運営訓練
（鳥羽市）

職員安否確認メール

（鈴鹿市）
津波避難訓練、モーターサイレン吹鳴訓練 等

（桑名市）
バスを活用した広域避難訓練、建物被災点検 等

（御浜町）
安全行動訓練・避難訓練・情報伝達訓練 等

（松阪市）
避難所開設・運営訓練

（四日市市）
南海トラフ地震を想定した図上訓練

○京都府
（舞鶴市）

情報伝達訓練、津波避難訓練、孤立住民救助訓練、広域防災
活動拠点展開訓練 等

○大阪府
（高石市）

津波避難訓練 等
（泉佐野市）

津波避難訓練、安否確認タオル掲出訓練 等
（堺市）

地震・津波情報伝達訓練、津波避難訓練、道路啓開訓練 等
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地方公共団体が実施する地震・津波防災訓練（３/６）
（ 10月３０日～11月１４日に実施予定の訓練）

市区町村

○兵庫県
（1５市３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、豊岡市、
香美町、新温泉町）

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行う。

（たつの市）
津波避難訓練

（尼崎市）
情報伝達・情報収集訓練、災害対策本部運営訓練 等

（豊岡市）
シェイクアウト訓練、緊急速報メール送受信訓練 等

○島根県
（浜田市）

安否確認訓練 等
（出雲市）

情報伝達訓練、津波避難訓練
（西ノ島町）

津波避難訓練

○岡山県
（倉敷市）

避難所開設・運営訓練、災害対策本部情報伝達訓
練、緊急物資搬送訓練 等

（奈義町）
人命救助、避難所開設、消防・自衛隊等との連携

を訓練 等

○広島県
（海田町）

安否確認訓練
（坂町）

緊急指定避難場所への避難訓練

○山口県
（阿武町）

災害対応訓練

○香川県
（丸亀市）

職員登庁訓練、災害対策本部運営訓練 等

20



市区町村

地方公共団体が実施する地震・津波防災訓練（４/６）
（ 10月３０日～11月１４日に実施予定の訓練）

○愛媛県
（宇和島市）

職員参集訓練 等
（新居浜市）

座学による津波対策訓練
（西予市）

一時避難場所への避難訓練、情報伝達訓練
（愛南町）

シェイクアウト訓練、津波避難訓練 等

○高知県
（室戸市）

津波避難訓練、サイレン吹鳴避難訓練 等
（南国市）

津波避難訓練、緊急速報メール伝達訓練 等
（土佐市）

津波避難訓練、サイレン吹鳴避難訓練 等
（香南市）

津波避難訓練、サイレン吹鳴避難訓練 等
（四万十町）

津波避難訓練、サイレン吹鳴避難訓練 等
（大月町）

津波避難訓練 等
（黒潮町）

津波避難訓練、サイレン吹鳴避難訓練 等

○福岡県
（行橋市）

津波避難訓練、職員安否確認訓練 等
（豊前市）

シェイクアウト訓練、津波避難訓練 等

○佐賀県
（玄海町）

津波避難情報伝達訓練

○長崎県
（長崎市）

津波避難訓練
（新上五島町）

津波避難訓練、情報伝達訓練

○熊本県
（上天草市）

津波被害者の救助訓練

21



地方公共団体が実施する地震・津波防災訓練（５/６）
（ 10月３０日～11月１４日に実施予定の訓練）

市区町村

○大分県
（大分市）

情報伝達訓練、避難誘導訓練 等
（佐伯市）

大津波警報を合図に避難場所等への避難訓練
（臼杵市）

シェイクアウト訓練 等
（津久見市）

津波避難訓練、情報収集伝達訓練 等
（宇佐市）

シェイクアウト訓練、津波避難訓練
（姫島村）

シェイクアウト訓練

○鹿児島県
（鹿児島市）

津波避難訓練、シェイクアウト訓練 等
（阿久根市）

避難訓練
（志布志市）

シェイクアウト訓練、災対本部設置訓練 等
（姶良市）

災害対策本部訓練、避難所運営訓練 等
（大崎町）

津波避難訓練

（鹿児島県つづき）
（東串良町）

地震伝達訓練、津波避難伝達訓練 等
（大和村）

津波避難訓練
（瀬戸内町）

津波避難訓練

○沖縄県
（宜野湾市）

津波避難訓練
（石垣市）

情報伝達訓練
（名護市）

指定緊急避難場所への避難訓練、搬送訓練
（糸満市）

職員を対象とした突発的な地震・津波発生時の状況
整理、対応判断シミュレーション、情報伝達応答訓練

（沖縄市）
シェイクアウト訓練、災害対策本部対応訓練、IP無線
交信訓練、ドローン映像配信訓練

（豊見城市）
津波避難訓練、対策本部を設置訓練、ドローンを用い
た避難状況把握訓練

（うるま市）
避難所設営訓練 22



地方公共団体が実施する地震・津波防災訓練（６/６）
（ 10月３０日～11月１４日に実施予定の訓練）

市区町村

(沖縄県つづき)

（宮古島市）
津波避難訓練 等

（東村）
津波避難訓練

（本部町）

津波避難訓練、職員の安否確認訓練
（恩納村）

津波避難訓練
（金武町）

シェイクアウト訓練、津波避難訓練
（伊江村）

津波避難訓練 等
（読谷村）

津波避難訓練、安否確認訓練
（北谷町）

情報伝達訓練、防災教育
（西原町）

小中学校（幼稚園含む）及び保育施設等の幼児・児童
生徒による避難訓練

（与那原町）
シェイクアウト訓練を緊急指定避難場所への避難訓練

（渡嘉敷村）
津波避難訓練

（座間味村）
津波避難訓練

（粟国村）
津波避難訓練

（伊是名村）
津波避難訓練

（久米島町）
津波避難訓練、住民の安否確認訓練

（八重瀬町）
津波避難訓練

（多良間村）
津波避難訓練

（竹富町）
津波避難訓練
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民間企業等が実施する地震・津波防災訓練（１/２）
（ 10月３０日～11月１４日に実施予定の訓練）

別添4

○本州四国連絡高速道路(株)
参集経路、参集時間、経路危険箇所の把握

道路

○東京ガス(株)
津波避難訓練、安否確認訓練、シェイクアウト訓練

○大阪ガス(株)
津波避難訓練、安否確認訓練、津波に関する教育

ガス

○関西電力(株)
○関西電力送配電(株)

災害対策本部設置・運営訓練、設備被害復旧、お
客さま対応に係る情報連絡訓練、安否確認訓練

電力

空港

○成田国際空港(株)
地震津波訓練、防災教育

鉄道・バス

○九州旅客鉄道(株)
津波避難誘導訓練

○公益社団法人秋田県バス協会
運行バスへの避難指示の確認 等

石油

○石油連盟
非常用発電機・ドラム缶出荷設備・衛星電話の動
作確認訓練 等

○富士石油(株)
衛星電話通信訓練、移動式非常用発電機の試運転
訓練 等

○ＥＮＥＯＳ(株)
津波避難訓練、非常用発電機操作訓練、ドラム缶
出荷設備操作確認訓練 等

○太陽石油(株)
シェイクアウト訓練、非常用予備発電装置等の搬
送等確認訓練、ドラム缶燃料油緊急出荷対応訓練 等
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民間企業等が実施する地震・津波防災訓練（２/２）
（ 10月３０日～11月１４日に実施予定の訓練）

商工会

○みやぎ北上商工会
職員の安否確認訓練

○角田市商工会
避難訓練、安否確認訓練

フェリー

○シーパル女川汽船(株)
津波避難訓練、公用携帯電話導通訓練 等

○(株)伊豆クルーズ
津波避難訓練 等

○名鉄海上観光船(株)
津波避難・誘導訓練、安否確認訓練

○新日本海フェリー(株)
大津波警報発表を想定した緊急出港の判断・船内外
の乗客の誘導訓練

○瀬戸内海汽船(株)
情報伝達訓練、津波等防災教育

○九州郵船(株)
情報伝達訓練、本社非常対策本部設置、等

○ 東京九州フェリー(株)
地震発生、大津波警報発令を想定、緊急出港の判断、
船内外の乗客の誘導等を訓練

○国道九四オフェリー(株)
シェイクアウト訓練、避難誘導訓練 等

○九四オレンジフェリー(株)
情報伝達訓練、離岸模擬操作訓練 等

○宮城カーフェリー(株)
津波避難訓練、防災バッグ備品確認

医療関係機関

○日本赤十字社
職員安否確認訓練、一次救命処置体験 等

○公益社団法人日本医師会
災害時情報通信訓練

放送

○ (株)エフエムなかつ
津波時の放送シュミレーション 等

○ (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、安否確認訓
練、防災教育

建設・不動産

○住友林業(株)
役職員の安否確認訓練
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令和３年度「津波防災の日」スペシャルイベント
◆ 日 時
11月５日（金）14:00～17:00

◆ 場 所
岩手県釜石市（釜石市民ホール TETTO）

※現地とオンラインのハイブリッド開催
◆ 内 容
○第１部 基調講演「東日本大震災の教訓と今後の津波防災」：
今村文彦（東北大学災害科学国際研究所 所長）

○第２部 「誰一人として犠牲にならない津波防災に向けて」
～津波防災に関する取組の紹介と意見交換～：

岩手県釜石市、山形県酒田市、大分県津久見市、三重県四日市市
等における取組発表

令和３年度「津波防災の日」関連普及啓発活動について

◆ 啓発ツールの配布、広報
・ポスター、ピンバッジ、

POSレジディスプレイ（全国のコンビニ、スーパー等のレジ画面）における広告
・特設サイト（http://tsunamibousai.jp/ ）における広告

※上記は全て現時点における予定であり、変更の可能性があります。

第６回 防災推進国民大会（ぼうさいこくたい２０２１）
◆ 日 時
11月６日（土）10:00～18:00、７日（日）10:00～15:30

◆ 場 所
岩手県釜石市（釜石市民ホール TETTO）

※現地とオンラインのハイブリッド開催
◆東内閣府主催ハイレベルセッション

「つながりが創る復興と防災力～東日本大震災の経験から～」
◆防災に関わる１７１団体が出展（出展数１８８）
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国が開催する地震・津波防災に係る取組

2021年 濱口梧陵国際賞授賞式及び記念講演会
「世界津波の日」に関連した国際賞として、平成28年度に創設され、本年度で６回目。

沿岸防災技術分野で顕著な功績を挙げた国内外の個人または団体を表彰。

• 実 施 日：令和３年１１月頃予定

• 実施場所：東京都内

• 主 催：国際津波・沿岸防災技術啓発

事業組織委員会

受賞者（今村文彦教授）への表彰楯の授与
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地方自治体が開催する地震・津波防災に係る取組

濱口梧陵偉業顕彰シンポジウム

（主催：和歌山県・広川町）

和歌山県が世界に誇る偉人 “濱口梧陵” の偉業を、県内外
及び海外へ発信するため、11月5日の「世界津波の日」にシ
ンポジウムを開催。

■ 日時

令和3年11月5日（金）13:00～16:00

■会場

オンライン

和歌山県民文化会館

（小ホール）

■プログラム

講演

・中江有里 氏

・河田惠昭 氏

事例発表

・和歌山県立耐久高校生徒

・ユニタール研修生

（国連訓練調査研究所）

■ＵＲＬ

https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/011600/d00208571.html

とくしま防災フェスタDX

（主催：とくしま地震防災県民会議／徳島県）

「南海トラフ巨大地震等に備え、死者をゼロに。」という目
標の実現に向けて、地震防災への関心を高め、防災活
動の実践に繋げていけるように、デジタル技術（DX）を活
用した新しい防災イベントを開催。

■会期

令和３年10月17日（日）～11月21日(日)

■会場

オンライン

徳島県立防災センター

徳島県立南部防災館

徳島県立西部防災館

■プログラム

デジタルスタンプラリー

防災オンラインセミナー

防災エキシビション

防災チャンネル

■ＵＲＬ

https://bousai-festa.jp/ 28



（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
フォローアップのために開催された2015年12月の国連総会で、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、2017年３月に「津波対策の推進に関する法律」において
も「世界津波の日」に位置づけられたほか、国際協力の推進に資するよう配慮
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。

○ この日は、安政元年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

させて命を救った濱口梧陵の逸話にちなんで定められました。この逸話をモデ

ルに「稲むらの日」の物語が作られました。

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）
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