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見直しの背景

１１１１ 県県県県のののの取組取組取組取組みみみみ

ア 東日本大震災をうけ，本県では平成２３年４月１８日に「徳島県地震津波減災対策検

討委員会」を設置し，県の地震津波防災・減災対策について，平成２４年３月３０日に

「最終報告」を取りまとめた。

イ 沿岸市町の津波災害対策を促進するため，平成２３年１２月２１日に「津波高暫定値」

を，平成２４年１月２０日に「暫定津波浸水予測図」を公表。

２２２２ 国国国国のののの動動動動きききき

ア 防災基本計画の修正（平成２３年１２月２７日）

東日本大震災を踏まえた地震・津波対策の抜本的強化，最近の災害等を踏まえた防

災対策の見直しの反映。（津波災害対策編の追加等）。

イ 災害対策基本法の改正（平成２４年６月）

東日本大震災の教訓・課題をうけ，行うべき防災対策を全般的に見直し。今国会と次

の国会以降の２回にわたり見直し予定。

３３３３ 関西広域連合関西広域連合関西広域連合関西広域連合のののの取組取組取組取組みみみみ

ア 関西防災・減災プランの策定（平成２４年３月３日）

東海・東南海・南海地震等の大規模広域災害に対し，関西広域連合がとるべき対応

方針やその手順を策定。

基本方針

国国国国のののの南海南海南海南海トラフのトラフのトラフのトラフの被害想定等被害想定等被害想定等被害想定等がががが今年度夏以降今年度夏以降今年度夏以降今年度夏以降になることからになることからになることからになることから，，，，修正可能修正可能修正可能修正可能なものかなものかなものかなものか�

らららら修正修正修正修正するするするする。。。。今回今回今回今回はははは「「「「第第第第１１１１弾弾弾弾のののの見直見直見直見直しししし」」」」というというというという位置位置位置位置づけづけづけづけ。。。。

地域防災計画地域防災計画地域防災計画地域防災計画のののの見直見直見直見直しはしはしはしは，，，，次次次次のののの項目項目項目項目をををを踏踏踏踏まえたものとするまえたものとするまえたものとするまえたものとする。。。。�

１ 国の防災基本計画の修正（平成２３年１２月２７日）の見直し

２ 「徳島県地震津波減災対策検討委員会」の地震津波防災・減災対策 最終報告の反

映

３ 関西広域連合の関西防災・減災プランとの整合

４ 各機関の見直し，時点修正等

今後のスケジュール

県県県県のののの新新新新たなたなたなたな被害想定被害想定被害想定被害想定のののの作成作成作成作成やややや国国国国のののの防災基本計画防災基本計画防災基本計画防災基本計画のののの更更更更なるなるなるなる修正修正修正修正がなされたがなされたがなされたがなされた場合場合場合場合にににに，，，，県県県県�

地域防災計画地域防災計画地域防災計画地域防災計画にににに反映反映反映反映させるさせるさせるさせる。。。。

原子力災害対策計画原子力災害対策計画原子力災害対策計画原子力災害対策計画についてはについてはについてはについては、、、、国国国国においてにおいてにおいてにおいて現在進現在進現在進現在進められているめられているめられているめられている原子力防災指針原子力防災指針原子力防災指針原子力防災指針のののの改改改改�

定等定等定等定等をををを踏踏踏踏まえまえまえまえ、、、、関西広域連合関西広域連合関西広域連合関西広域連合やややや隣接府県隣接府県隣接府県隣接府県のののの取組取組取組取組みもみもみもみも斟酌斟酌斟酌斟酌しながらしながらしながらしながら、、、、一般災害対策編一般災害対策編一般災害対策編一般災害対策編のののの中中中中

にににに新新新新たにたにたにたに追加追加追加追加するするするする。。。。



- 2 -

主な修正概要

地域防災計画地域防災計画地域防災計画地域防災計画のののの構成構成構成構成■

「震災対策編」を「地震・津波災害対策編」とし，切迫性の高い「三連動地震対策」と「直

下型地震対策」について，予防，応急対策，復旧・復興の各段階における対策を体系的に

位置づける。

現行計画

資資資資　　　　料料料料　　　　編編編編

第１章　総　則

第２章　災害予防計画

第３章　災害応急対策計画

第４章　災害復旧復興計画

第１部　総　則

第２部　風水害対策計画

第３部　海上災害対策計画

第４部　航空災害対策計画

第５部　鉄道災害対策計画

第６部　道路災害対策計画

第７部　危険物等災害対策計画

第８部　大規模な火事災害対策計画

第９部　林野火災対策計画

修正案

資資資資　　　　料料料料　　　　編編編編

第１部　総　則 第１部　総　則

第２部　風水害対策計画

第３部　海上災害対策計画

第４部　航空災害対策計画

第５部　鉄道災害対策計画

第６部　道路災害対策計画

第７部　危険物等災害対策計画

第８部　大規模な火事災害対策計画

第９部　林野火災対策計画

防災基本計画防災基本計画防災基本計画防災基本計画のののの修正修正修正修正 地震津波減災対策検討委員会最終報告地震津波減災対策検討委員会最終報告地震津波減災対策検討委員会最終報告地震津波減災対策検討委員会最終報告

三
連
動
地
震
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と
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地
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中
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線
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）
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第１章　災害予防計画

第２章　災害応急対策計画

第３章　災害復旧復興計画

第１章　災害予防計画

第２章　災害応急対策計画

第３章　災害復旧復興計画

震災対策編震災対策編震災対策編震災対策編 一般災害対策編一般災害対策編一般災害対策編一般災害対策編

地震地震地震地震・・・・津波災害対策編津波災害対策編津波災害対策編津波災害対策編

第３部　直下型地震対策

第２部　三連動地震対策

一般災害対策編一般災害対策編一般災害対策編一般災害対策編

防災業務計画防災業務計画防災業務計画防災業務計画のののの修正修正修正修正 関西防災関西防災関西防災関西防災・・・・減災減災減災減災プランプランプランプラン（（（（関西広域連合関西広域連合関西広域連合関西広域連合））））
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修正修正修正修正のポイントのポイントのポイントのポイント■

地震・津波災害対策編総 則総 則総 則総 則

新規１１１１ 防災防災防災防災・・・・減災減災減災減災のののの考考考考ええええ方方方方のののの転換転換転換転換・・・・再構築再構築再構築再構築

防災という観点を土台とした上で，「防災（防ぐ）」から「減災（減じる）」という考えに転換�

し，「人命」を最優先とする。

充実２２２２ 被害想定被害想定被害想定被害想定

徳島県域に被害をもたらした地震・津波の記録と現行の「東南海・南海地震」及び「県西部�

直下の地震」の被害想定を追加。

新たな「東海・東南海・南海」三連動地震や「中央構造線・活断層帯を震源とした直下型

地震」を想定した「津波浸水予測図」や「地震動被害想定」が作成次第，反映させる予定。

新規３３３３ 地震対策行動計画地震対策行動計画地震対策行動計画地震対策行動計画のののの推進推進推進推進

平成 年３月に改定した，県が中・長期で地震・津波対策に取り組む計画。� 24

地震・津波災害対策編・一般災害対策編 共通災害予防対策災害予防対策災害予防対策災害予防対策

地震・津波災害対策編のみ1 津波災害対策1 津波災害対策1 津波災害対策1 津波災害対策

「津波災害予防対策」を新設

新規� 津波災害対策津波災害対策津波災害対策津波災害対策のののの基本的基本的基本的基本的なななな考考考考ええええ方方方方

東日本大震災の極めて大きな津波被害の教訓から，津波災害対策の検討に当たって

は，以下の二つを基本的な考え方とする。

・最大クラスの津波に対しては，人命を守ることを最優先として，住民避難を軸とした総

合的な対策を講じる。

・発生頻度が高い津波に対しては，海岸保全施設等の整備。

充実� 海岸保全施設等海岸保全施設等海岸保全施設等海岸保全施設等のののの整備整備整備整備

津波による被害を防止するため，設備の補強等を推進し，水門・樋門等の自動化，遠隔

操作化，統廃合化等を検討。

新規� 津波避難体制津波避難体制津波避難体制津波避難体制のののの強化強化強化強化

徒歩による避難を原則とし，津波避難ビル，避難路・避難階段等を整備。

地震・津波災害対策編のみ２２２２ 津波津波津波津波からのからのからのからの避難対策避難対策避難対策避難対策

充実� 津波警報等津波警報等津波警報等津波警報等のののの伝達手段伝達手段伝達手段伝達手段のののの多重化多重化多重化多重化

防災行政無線，全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ），ケーブルテレビ，テレビ，ラジ

オ，携帯電話（緊急速報メール機能を含む。）等。

充実� 地域防災力地域防災力地域防災力地域防災力のののの向上向上向上向上

ハザードマップの整備，防災教育，防災訓練の充実，避難場所・津波避難ビル等や避

難路・避難階段の整備・確保。
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新規� 徒歩避難徒歩避難徒歩避難徒歩避難のののの原則原則原則原則

津波発生時の避難については，徒歩によることを原則とし，やむを得ず自動車により避

難せざるを得ない場合は，自動車で安全かつ確実に避難できる方策をあらかじめ検討。

新規� 避難誘導者避難誘導者避難誘導者避難誘導者のののの危険回避危険回避危険回避危険回避のためののためののためののための行動行動行動行動ルールのルールのルールのルールの策定策定策定策定

消防職団員，水防団員，警察官，市町村職員など防災対応や避難誘導にあたる者の津

波到達時間内での防災対応や避難誘導に係る行動ルールを策定。

３３３３ 避難場所対策避難場所対策避難場所対策避難場所対策

避難場所における非常用電源，衛星携帯電話等の通信機器等のほか，テレビ，ラジオ等�

被災者による災害情報の入手に必要な設備，地域完結型の備蓄施設，空調，洋式トイレな

ど災害時要援護者にも配慮した設備の整備。 充実

居住地以外の市町村に避難する被災者に対して必要な情報や支援・サービスを受け取る�

ことのできる体制の整備。 充実

４４４４ 災害時要援護者支援体制災害時要援護者支援体制災害時要援護者支援体制災害時要援護者支援体制のののの確保確保確保確保

県は災害時要援護者支援対策マニュアルを充実させるとともに，市町村におけるマニュ�

アル整備の促進。 新規

市町村は，平常時より災害時要援護者に関する情報の把握・共有し，災害時要援護者�

名簿（台帳）の作成を促進。 新規

市町村は，自治会や自主防災組織、民生委員・児童委員、福祉サービス事業者等と連�

携を図り、必要な支援体制の整備。 新規

市町村における福祉避難所（二次的な避難施設）の選定の促進。 新規�

各災害時要援護者の個別避難支援プランの策定の促進。 新規�

５５５５ 広域防災体制広域防災体制広域防災体制広域防災体制のののの構築構築構築構築

新規���� 関西防災関西防災関西防災関西防災・・・・減災減災減災減災プランプランプランプラン

関西広域連合による応援・受援の具体的な手順の策定をはじめ，カウンターパート方式

による支援，緊急派遣チーム（先遣隊）の派遣及び受援体制の整備。

県及び市町村は，大規模災害発生時に備え受援体制を構築。

新規���� 中国中国中国中国・・・・四国地方四国地方四国地方四国地方のののの災害等発生時災害等発生時災害等発生時災害等発生時のののの広域支援広域支援広域支援広域支援にににに関関関関するするするする協定協定協定協定

中国四国９県による予め支援相手を決めたカウンターパート制を導入。(本県は鳥取県)

新規���� 鳥取県鳥取県鳥取県鳥取県とととと徳島県徳島県徳島県徳島県とのとのとのとの危機事象発生時相互応援協定危機事象発生時相互応援協定危機事象発生時相互応援協定危機事象発生時相互応援協定

企業，医療機関，福祉団体，ボランティア等の協力による全県的な相互応援体制の構

築や「応援・受援計画」を策定。

新規���� 関西広域連合関西広域連合関西広域連合関西広域連合とととと九州地方知事会九州地方知事会九州地方知事会九州地方知事会とのとのとのとの災害時災害時災害時災害時のののの相互応援相互応援相互応援相互応援にににに関関関関するするするする協定協定協定協定

関西広域連合が締結している協定に基づき，カウンターパート方式による支援。

充実���� 緊急輸送路緊急輸送路緊急輸送路緊急輸送路のリダンダンシーののリダンダンシーののリダンダンシーののリダンダンシーの確保確保確保確保

輸送路の多ルート化を図るため，陸・海・空にわたる総合輸送ネットワークの整備。

また，沿岸部の国道５５号を補完するルートを新たに緊急輸送路として選定し，津波に

より沿岸部の緊急輸送路が通行できない場合のリダンダンシーを確保。
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６６６６ 防災施設等防災施設等防災施設等防災施設等のののの機能強化機能強化機能強化機能強化

充実���� 防災拠点施設等防災拠点施設等防災拠点施設等防災拠点施設等のののの整備整備整備整備

防災機関は，防災中枢機能を果たす施設，設備の自家発電設備等の整備を図り，食

料，飲料水，燃料の備蓄等や衛星携帯電話を確保。

また，あらかじめ代替施設の選定。

新規���� 防災防災防災防災・・・・危機管理危機管理危機管理危機管理センターセンターセンターセンター（（（（仮称仮称仮称仮称））））等等等等のののの整備整備整備整備

県は、災害対策本部室及び防災機関活動室を備えた防災・危機管理センター（仮称）を

整備し，防災機能の強化や情報通信機器の整備など必要な機能の充実。

災害対策本部職員用の３日分の食料等備蓄・調達。

充実� データのデータのデータのデータの保全保全保全保全

各種データ（戸籍，住民基本台帳，地籍等）の総合的な保全。

充実���� 防災情報防災情報防災情報防災情報システムのシステムのシステムのシステムの充実充実充実充実

災害時情報共有システムの構築や携帯メール（すだちくんメール）を利用した情報の収

集伝達と職員の参集など災害時における情報収集・伝達機能を強化。

充実���� 災害拠点病院及災害拠点病院及災害拠点病院及災害拠点病院及びびびび災害医療支援病院災害医療支援病院災害医療支援病院災害医療支援病院（（（（仮称仮称仮称仮称））））のののの整備整備整備整備

広域搬送，医療救護チームの派遣などの機能を有する災害拠点病院やそれを支援・補

完する災害医療支援病院（仮称）を整備。

新規���� 拠点避難所拠点避難所拠点避難所拠点避難所のののの整備整備整備整備・・・・選定選定選定選定

周辺の避難所が被災した場合の代替施設や物資の集配拠点等として、一定の地域をカ

バー（支援）する地域の拠点となる避難所として拠点避難所を整備。

新規���� 関西広域連合備蓄計画等関西広域連合備蓄計画等関西広域連合備蓄計画等関西広域連合備蓄計画等のののの整備整備整備整備

関西広域連合が策定する備蓄計画や物資の受入れ，迅速な仕分け，輸送手段・ルート

等の確保の手法等を定めた物資・配送マニュアル整備・選定。

新規７７７７ 自治体業務継続計画自治体業務継続計画自治体業務継続計画自治体業務継続計画（ＢＣＰ）（ＢＣＰ）（ＢＣＰ）（ＢＣＰ）のののの策定策定策定策定・・・・運用運用運用運用

県及び市町村等の防災関係機関は，地震発生時の災害応急対策等の実施や優先度の

高い通常業務の継続のため，業務継続計画の策定などにより，業務継続性の確保。

充実８８８８ 企業防災企業防災企業防災企業防災のののの促進促進促進促進

企業の事業継続計画（ＢＣＰ）を策定・運用に燃料・電力等重要なライフラインの供給不足

への対応，取引先とのサプライチェーンの確保。

新規９９９９ 帰宅困難者対策帰宅困難者対策帰宅困難者対策帰宅困難者対策

「むやみに移動を開始しない」という基本原則の周知徹底，安否確認手段，関西広域連合

の共同事業である「災害時帰宅困難者支援ステーション」等の対応策の普及啓発。

１０１０１０１０ 防災知識防災知識防災知識防災知識のののの普及普及普及普及・・・・啓発啓発啓発啓発

充実���� 県民県民県民県民へのへのへのへの啓発啓発啓発啓発

３日分の食料，飲料水，携帯トイレ，トイレットペーパー等の備蓄，非常持出品（救急箱，

懐中電灯，ラジオ，乾電池等）の準備。
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新規���� 防災人材防災人材防災人材防災人材のののの育成育成育成育成

徳島県防災人材育成センターにおいて，次代をになう防災人材を育成するともに，学校

における防災教育を総合的に支援。

充実� 防災教育防災教育防災教育防災教育

児童生徒に，災害に際して，自らの命を守り抜くため主体的に行動できるようにし，地震・

津波に関する正しい知識を習得。

新規���� 災害教訓災害教訓災害教訓災害教訓のののの伝承伝承伝承伝承

過去に起こった大災害の教訓や災害文化の伝承のため，各種資料等を広く一般に公

開。

新規� 関西広域連合関西広域連合関西広域連合関西広域連合がががが行行行行うううう研修研修研修研修

関西広域連合が実施する専門的な研修等を活用し、県及び市町村防災担当職員の災害

対応能力の向上。

地震・津波災害対策編・一般災害対策編 共通災害応急対策災害応急対策災害応急対策災害応急対策

１１１１１１１１ 災害応急活動体制災害応急活動体制災害応急活動体制災害応急活動体制のののの強化強化強化強化

新規� 災害応急対策活動災害応急対策活動災害応急対策活動災害応急対策活動マニュアルマニュアルマニュアルマニュアル等等等等のののの整備整備整備整備

「災害応急対策の流れ」を主な災害対応業務を時系列に記載し，各災害対応業務ごと

の実施フローや関係連携機関等を整理した「災害応急対策活動マニュアル」等を整備。

新規� 東海地震東海地震東海地震東海地震のののの警戒宣言警戒宣言警戒宣言警戒宣言にににに伴伴伴伴うううう対応対応対応対応

徳島県は、東海地震に係る地震防災対策強化地域には指定されていないが、三連動

地震が同時又は連続して発生する恐れもあり，警戒宣言発令時の体制を確立。

新規� 連絡連絡連絡連絡がががが途絶途絶途絶途絶したしたしたした市町村市町村市町村市町村へのへのへのへの支援支援支援支援

県は、大規模な災害の発生に伴い市町村と連絡を取ることができない場合には、当該

市町村からの要請を待たずに市町村災害対策本部や災害現場に徳島県職員災害応援隊

を派遣。

１２１２１２１２ 被災者被災者被災者被災者のQOLのQOLのQOLのQOL（（（（生活生活生活生活のののの質質質質））））のののの確保確保確保確保

新規� 避難所避難所避難所避難所のののの運営運営運営運営・・・・管理管理管理管理

避難場所の運営における女性の参画を推進するとともに，女性や子育て家庭のニーズ

に配慮した避難場所の運営をはじめ，食料や生活必需品等の支給に当たり、乳幼児、高

齢者、食物アレルギー者、女性等に配慮。

新規� 多様多様多様多様なななな応急仮設住宅応急仮設住宅応急仮設住宅応急仮設住宅のののの確保確保確保確保・・・・運営運営運営運営

大規模災害時の応急仮設住宅の多様化のため，全国木造建設事業協会と協定を締

結。なお，迅速な住宅の確保のため，徳島県居住支援協議会での民間賃貸住宅の情報

提供。

仮設住宅における心のケア，入居者によるコミュニティの形成，女性が参画した運営，

家庭動物の受入など仮設住宅の住環境に配慮。
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１３１３１３１３ 広域医療体制広域医療体制広域医療体制広域医療体制のののの整備整備整備整備

新規� 災害時災害時災害時災害時コーディネーターコーディネーターコーディネーターコーディネーター（（（（医療医療医療医療，，，，保健衛生保健衛生保健衛生保健衛生，，，，介護福祉介護福祉介護福祉介護福祉，，，，薬務薬務薬務薬務））））のののの設置設置設置設置

医療，保健衛生，介護福祉，薬務分野の各種支援が円滑に実施されるよう，災害時コ

ーディネーターを配置し，市町村等関係機関と連携を強化。

総括災害医療コーディネーターが被災地内における医師や医薬品等の不足に対応し，

医療救護活動を調整する。

また，災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ），災害拠点病院，徳島ＤＭＡＴ指定医療機関及び

他府県等に対し要請を行うなど，広域的な調整を行う。

新規� 関西広域連合関西広域連合関西広域連合関西広域連合によるによるによるによる広域医療体制広域医療体制広域医療体制広域医療体制のののの整備整備整備整備

関西広域連合広域医療局(徳島県）は，ドクターヘリの配置・運行や災害時おける広域

医療提供や初動期の医療支援活動が迅速かつ円滑に行えるよう，「災害医療連携マニ

ュアル」を策定。

新規１４１４１４１４ 惨事惨事惨事惨事ストレスストレスストレスストレス対策対策対策対策

救助・救急又は消火活動を実施する各機関は，職員等の惨事ストレス対策に努める。

充実１５１５１５１５ 災害廃棄物災害廃棄物災害廃棄物災害廃棄物のののの処理処理処理処理
県及び市町村は，災害廃棄物の広域処理や，環境汚染の未然防止等を講じる。また，

県域で処理を行うことが困難である場合には，広域的な処理を関西広域連合等に対し応

援を要請。

１６ その１６ その１６ その１６ その他他他他

土砂災害防止法の改正に基づく，緊急調査や土砂災害に関する情報の通知。�

地盤データのデータベース化や地盤改良等による液状化対策。�

災害時におけるボランティア活動の調整やボランティア活動拠点の確保。�

県警察は復旧・復興事業からの暴力団排除活動の徹底。� ,

政府所有米穀の要請方法が農林水産省に直接行うよう変更。�

地震・津波災害対策編・一般災害対策編 共通災害復旧災害復旧災害復旧災害復旧・・・・復興対策復興対策復興対策復興対策

充実１７１７１７１７ 復興計画復興計画復興計画復興計画のののの作成作成作成作成

被災地の復興計画の作成は，地域のコミュニティの維持・回復や再構築に配慮。

そ のそ のそ のそ の 他他他他

地震・津波災害対策編を修正したことに伴い，一般災害対策編も整合をとるため，修正。�

用語の整理，時点修正，文言の修正。�


