第８回 大阪 880 万人訓練
（令和元年 9 月５日(木)実施）
報告書資料集

令和２年３月
大阪８８０万人訓練 実行委員会事務局

○公式ポスター
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○公式リーフレット（日本語版）

訓練でどのような行動を取るか考えておき、
９月５日(木) 訓練当日に実行しましょう！
地震が起きたら「まずは身を守る」
揺れがおさまったら津波に備えて「すぐ逃げる」

２０１９年９月５日(木)訓練一斉実施!!

緊急地震速報が出されたら

揺れを感じたら

●見聞きしてから、数秒から数十秒で
揺れが来ます。
●身の安全を守ることを最優先に行動
しましょう

●屋内ではテーブルの下に
●屋外ではブロック塀の倒壊
や落下物に注意

11時：地震発生!!

（館内放送や屋外スピーカーなどでお知らせします。）

11時03分頃：大津波警報発表!!
（訓練用のエリアメール/緊急速報メールが届きます｡※緊急地震速報のブザー音ではありません。)
※ 大阪府全域向けのメール発信に続いて、２回目を発信する市町村があります。

揺れがおさまったら

津波浸水の恐れのある地域では避難

●火の始末、火が出たらすぐ消火
●戸を開けて出口を確保、
外に出るときはあわてずに
●瓦やガラスなどの落下物に注意
●隣近所で声を掛け合って避難
●避難は徒歩で、荷物は最小限に

●高台や鉄筋コンクリート３階以上の
高いところへ
●津波警報・注意報が解除されるまで
決して戻らない

府内の一人ひとりが、事前に考え、行動し、再確認して頂くために実施する訓練です！

おおさか防災情報メールにご登録を！

日頃の備えがあなたの命を守ります
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災害がいつ起こってもあわてず行動が出来るよう、
普段から備えておくことが大切です。
●持ち出し品の準備を
リュックなどにまとめてすぐに持ち出せるようにしましょう。

全国の災害時の避難所等を収録
し、現在地周辺の避難所を検索
して、道順をルート案内する
災害時用ナビゲーションアプリです。

※重くなりすぎないように注意しましょう。
●備蓄品の用意を
水道、ガス、電気などが止まった場合を想定して、
被災後１週間程度乗り切れる用意をしましょう。

Yahoo! JAPAN「防災速報」アプリ

（例）食料品、飲料水、カセットコンロ、予備電池など

■携帯電話で

＜対応機種の方全員＞
館内放送 ・ 屋外 ・ 電車等の 11:03頃 エリアメール／緊急速報メール
ｽﾋﾟｰｶｰ 車内放送
マナーモードにしていても鳴ります！

防災アプリ『全国避難所ガイド』

（例）食料品、飲料水、常備薬、ラジオ、懐中電灯、貴重品など

訓練の合図は、次の方法でお知らせします。
■街なかや施設で

気象・地震・津波情報、災害時の避難勧告・指示や緊急の
お知らせなどをメールで配信します。エリアメール／緊急速
報メールを受信できない方は、ぜひご登録を！
登録は ＨＰ おおさか防災情報メール 検索
※携帯電話での登録はQRコードから
⇒
（空メールを送信してください）

日頃の備えで被害を「減らす」

※携帯電話の対応機種など、詳しくは携帯電話各社でご確認ください。
※大阪府全域向けの発信に続いて２回目を発信する市町村があります。

・ ｴﾘｱﾒｰﾙ / 緊急速報ﾒｰﾙ ・・・ 対応機種のみ
・おおさか防災情報ﾒｰﾙ
・Yahoo! JAPAN「防災速報」ｱﾌﾟﾘ 登録者のみ
・ NTT ドコモ「地震防災訓練」ｱﾌﾟﾘ
「地震防災訓
練」アプリ
（登録者のみ）

＜登録した方のみ＞
11:00頃から順次

緊急地震速報や豪雨予報、
避難情報などをいち早くお知らせ。
簡単！ダウンロードして防災対策

●家の中に安全空間を
・家具類や大型家電は器具や留め具などで固定
・ガラス飛散防止シートの貼り付け

NTT ドコモ 「地震防災訓練」アプリ

●住宅の耐震化を
●避難場所、避難路の確認を
●地震が発生した時の連絡方法と会う場所の確認を

・おおさか防災情報メール
・Yahoo! JAPAN 「防災速報」アプリ
・NTT ドコモ 「地震防災訓練」アプリ

事前に本アプリに訓練日時を設
定すると、設定した日時に緊急地
震速報のブザー音が鳴ります。こ
れをきっかけとして避難行動の訓
練を実施して下さい。

大阪８８０万人訓練実行委員会

※NTTドコモのアプリでは、11:00に設定してください。

ＨＰ 大阪８８０万人訓練

大阪８８０万人訓練実行委員会

ＨＰ

大阪８８０万人訓練

検索

http://www.pref.osaka.lg.jp/shobobosai/trainig_top/

Androidの方はこちら

※ドコモ以外の
スマートフォンでも
ご利用可能。
iPhoneの方はこちら

お問い合わせ先
大阪府 06-6941-0351(代表)
06-6910-8001(府民お問い合わせセンター)
大阪市 06-6208-7388
堺 市 072-228-7605
訓練当日は電話がつながりにくくなることが
ありますので、なるべく事前にお問い合わせください。

検索

http://www.pref.osaka.lg.jp/shobobosai/trainig_top/

○公式リーフレット（英語版）
Make a disaster preparedness plan, and act accordingly
during the drill on Thursday, September 5th!
During an earthquake, protect yourself first
Once the shaking has stopped, find an escape to prepare for
tsunamis

A Disaster Drill will be conducted throughout
Osaka on Thursday, September 5, 2019!!
11AM: Earthquake!!

After the emergency earthquake broadcast :

When you feel a tremor：
● If indoors, take cover under a table
● If outdoors, watch out for collapsing
walls or other falling objects

● A tremor will occur in a matter of
seconds
● Be sure to protect yourself first
before taking any course of action

(Announced over public address (PA) system – both indoors and outdoors)

11:03AM: Tsunami Warning!!

When the shaking stops:

(Announced through “Area Mail”/Emergency Alert Message ※This is not the alarm for
the Earthquake Early Warning)
※ Some municipalities may send another alert message after sending the prefecture-wide alert message.

Areas with high risk of floods:

● Turn off all stoves and put out any fires
immediately
● Open the front door to secure a means for
escape – do NOT panic
● Watch out for fallen objects such as tiles
and glass
● Call out to your neighbors and evacuate
together
● Walk (do NOT run) to safety, with minimal
luggage

● Flee from tsunamis by going to at least
the third floor of a concrete building or
other higher ground
● Do NOT return to your original location
until the tsunami warning or advisory is
lifted

Everyone in Osaka will have the opportunity to plan, act, and review their actions (see below):

Being prepared can save your life
Act accordingly

After Drill

During Drill

Before Drill

Plan out what actions
you will take during an
earthquake/tsunami

Review your actions and
make improvements to
your plan

Outdoor
loudspeakers

Public address
(PA) System

Announcements
in Public
Transportation
(e.g. trains)

● Prepare emergency supplies such as food, drinking water, a portable
gas stove, spare batteries, etc., necessary for surviving about
one week after the disaster, assuming that water
supply, gas, and electricity services are not available

・11:03 AM (approx.)
“Area Mail”/ Emergency Alert Message (available
for compatible models only)
Your phone will ring even if it is in silent mode!
※ Ask your cell-phone company for details on whether your phone is a
compatible model
※ Some municipalities may send another alert message after the
prefecture-wide alert message.

＜Members

It is important to always be prepared for an emergency so you can take
action in a quick and calm manner.
● Have an emergency survival kit on hand
Pack your emergency bag with survival kit items, such as food, drinking
water, medicine, a radio, a flashlight, valuables, etc. that you can take
with you right away at anytime
※Make sure it is light enough to carry

Check your
evacuation
shelter

Drill notification methods:
■In the city/town

Prepare beforehand to minimize damage

only＞

Starting at 11:00 AM
・ Osaka Disaster Prevention Information Message
・ Yahoo!JAPAN Disaster Newsflash 「防災速報」App
・NTT DoCoMo Earthquake Emergency Drill

■Via Cell Phone
・“Area Mail”/ Emergency
・・・ available for compatible
Alert Message
models only
・Osaka Disaster Prevention
Information Message
available for
・Yahoo! JAPAN Disaster
Members
Newsflash 「防災速報」 App
only
・NTT DoCoMo Earthquake Emergency
Drill 「地震防災訓練」App

● Make your home a safer place
・Use clasps and/or fasteners to secure furniture and large
electrical appliances
・Attach anti-shatter films to windows
● Reinforce your house against earthquakes
● Check your evacuation shelter and escape route
● Determine a contact method and meeting place
for emergencies

Sign up for the Osaka Disaster Prevention
Information Network
Members will receive text messages or e-mails about
weather/earthquake/tsunami information, evacuation advisories
or orders, and other urgent messages during an emergency.
Strongly recommended for those whose cell phones cannot receive
Area Mail/Emergency Alert Messages. Sign up now!
おおさか防災情報メール
Search
※You can register by scanning this QR code with
your cell phone.
⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒
（Please send a blank message）

Yahoo! JAPAN “Disaster Newsflash”
「防災速報」 App
For the disaster drill, notifications will only be available
from this cell phone application and not from the
Yahoo! JAPAN website. Be sure to install the “Disaster
Newsflash” 「防災速報」 App to receive push
notifications on earthquakes, heavy rain, or tsunamis.
(In Japanese only)
NTT DoCoMo Earthquake Emergency Drill
「地震防災訓練」App

※Other smart phones besides DoCoMo can be used.
When you set the date and time for the emergency drill
beforehand, the emergency buzzer will ring on the day of the drill.
After you hear the emergency buzzer, you can practice your
evacuation procedures.

For Android

For iPhone

Also please be aware that if your smartphone is on “manner” mode,
the emergency buzzer will not ring.
*Note: This App is only available in Japanese.

Contact Information

「地震防災訓練」App
※ Please set the time at 11:00 AM for your NTT
DoCoMo 「地震防災訓練」 App.

Osaka 8.8 Million Drill Executive Committee

Osaka 8.8 Million Drill Executive Committee

ＨＰ

大阪８８０万人訓練

Search

http://www.pref.osaka.lg.jp/shobobosai/trainig_top/
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ＨＰ 大阪８８０万人訓練

Search

http://www.pref.osaka.lg.jp/shobobosai/trainig_top/

Osaka Prefectural Office
06-6941-0351 (Main Number)
06-6910-8001 (Contact Info Center for Prefecture Residents)
Osaka City Office
06-6208-7388
Sakai City
072-228-7605
We recommend calling in advance as phone lines may be busy on
the day of the drill.

○公式リーフレット（中国語版）

○公式リーフレット（韓国・朝鮮語版）
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○公式リーフレット（フィリピン語版）

○公式リーフレット（ベトナム語版）
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○公式リーフレット（タイ語版）

○公式リーフレット（スペイン語版）
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○公式リーフレット（ポルトガル語版）
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○府政だより 9 月号（1 面）
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〇「大阪府チャンネル」での告知ＰＲ（8 月 1 日）

○駅・その他の街頭における広報（ポスター、サイネージ）

JR 大阪駅構内

大阪メトロ阿波座駅
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大阪ステーションシティ アトリウム広場

大阪ステーションシティ １階掲示板横
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〇集客施設における広報

パナソニックスタジアム吹田

ボートレース場外発売場

ボートピア梅田
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ボートピア梅田

1 階ショーケース

〇物品販売店舗、信用金庫における広報（ポスター、サイネージ等）

上新電機

各店舗入口

大阪信用金庫
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各店舗

広報誌「だいしん NOW」を大阪信用金庫の各店舗に配架
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○うちわ（公益財団法人 日本公衆電話会）

防災啓発用として防災講演会、その他のイベント等で配布
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○タイアップポスター
（大阪モード学園×三井住友海上×大阪 880 万人訓練）
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○タイアップリーフレット
（大阪モード学園×三井住友海上×大阪 880 万人訓練）

リーフレット

表面

リーフレット
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裏面

○9 月５日「大阪 880 万人訓練」当日＜大阪市西区＞

「津波・高潮ステーション」を訪問し、説明を受ける吉村知事

施設見学に訪れていた大阪市立八幡屋小学校の児童と一緒に台
風に関する映像学習や身を守る行動をとる吉村知事

情報伝達訓練として「災害モード宣言」の発信、「LINE
WORKS」による幹部への指示を行う吉村知事
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■大阪 880 万人訓練実行委員会
委員長

：大阪府知事

副委員長

：大阪市長、堺市長

委員

：大阪府教育長、大阪府市長会長、大阪府町村長会長、
西日本旅客鉄道株式会社 取締役兼専務執行役員 近畿統括本部長、
西日本電信電話株式会社 大阪支店 設備部長、日本放送協会 大阪放送局長、
ＫＤＤＩ株式会社 関西総支社長、関西鉄道協会 技術委員会委員長、
関西テレビ放送株式会社 常務取締役、大阪放送株式会社 取締役編成局長、
株式会社ＮＴＴドコモ 常務執行役員 関西支社長、
ソフトバンク株式会社 総務本部 総務サービス統括部 地域総務部長

大阪府事務局：大阪府 危機管理室
大阪市事務局：大阪市 危機管理室
堺市事務局

：堺市 危機管理室
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