
平成３０年１２月３日（月）

徳島県南海トラフ沿いの異常な現象への防災対応方針
（案）

概要版

資料３



Ⅰ はじめに

Ⅱ 南海トラフ地震に関連する情報

Ⅲ 「臨時情報」に関する住民意向の把握（モデル地区での取組み）

Ⅳ 徳島県における防災対応の施策

Ⅴ 対応方針の具体化と今後に向けて

■目次

1

対応方針（案）の構成



Ⅰ はじめに

・平成29年11月より、気象庁から「南海トラフ地震に関連する情報」を発表。

・南海トラフ地震によって多くの人的被害が想定されている徳島県においては、
死者ゼロの実現を目指すため、この「臨時情報」を活用した
「新たな防災対応方針」を策定することとした。

１．対応方針の策定の趣旨

1

・「臨時情報」の発表がないまま、突発的に地震が発生する可能性も十分あること
から、従前からの南海トラフ地震への防災・減災対策を引き続き推進することが
必要。

２．「臨時情報」の活用に係る大前提

・「南海トラフ地震に関連する情報」に関する県民一人ひとりの認識を高め、
「臨時情報」が発表された場合の「住民避難の対応方針」について示したもの。

３．対応方針の検討の視点
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「南海トラフ地震に関連する情報」の種類と発表条件は以下のとおり。

１．南海トラフ地震に関連する情報の種類

Ⅱ 南海トラフ地震に関連する情報

情報の種類 情報の発表条件

南海トラフ地震に
関連する情報（臨時）

・南海トラフ沿いで異常な現象が観測され、その現象が南海トラフ地震と関連するかどうか調査を開始し
た場合、または調査を継続している場合

・観測された現象を調査した結果、南海トラフ地震発生の可能性が平常時と比べて相対的に高まったと評
価された場合

・観測された現象を調査した結果、南海トラフ地震発生の可能性が相対的に高まった状態ではないと評価
された場合

南海トラフ地震に
関連する情報（定例）

・「南海トラフ沿いの地震に関する評価検討会」の定例会合において評価した調査結果を発表する場合

南海トラフ沿いで観測され得る典型的な異常な現象（３ケース）
参照：中央防災会議 防災対策実行会議 南海トラフ沿いの異常な現象への防災対応検討ワーキンググループ 第２回会議資料より
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・防災対応方針の策定に向けて、「臨時情報」の認知度や「臨時情報」が発表された場合の行動等に関す
る住民意向の把握を行うため、モデル地区にて住民アンケート調査やワークショップ等を実施。

１．住民意向の把握に向けた取組み

Ⅲ 臨時情報に関する住民意向の把握（モデル地区での取組み）

取組事項 開催場所等 実施概要、参加者等

住民アンケート 海陽町 【実施期間】Ｈ30.5.23～Ｈ30.6.6
【配布】海陽町住民2,000人に配付
【回収】1,141票回収（回収率57.0％）

ワークショップ 海陽町 【開催日】Ｈ30.5.25（金）
【参加者】自主防災組織・地区の代表者等44名

ワークショップ 鳴門市 【開催日】Ｈ30.6.22（金）
【参加者】自主防災組織・地区の代表者等34名

要配慮者施設
ヒアリング

要配慮者利用施設
（４市町）

【実施時期】H30.9.3～9.10
【対象施設】要配慮者利用施設の５施設
（老人福祉施設：３施設、障がい者施設：２施設）

避難所生活
ヒアリング

海陽町 【実施時期】H30.10.12～10.13
【対象者】避難所生活に関する体験・ヒアリング対象者5名

ワークショップ 徳島文理大学 【開催日】Ｈ30.10.20（土）
【参加者】徳島文理大学の学生19名

避難所生活
ヒアリング

松茂町 【実施時期】H30.10.27（土）
【対象者】避難所生活に関する体験・ヒアリング対象者6名
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・各取組みの結果の一例は、以下のとおり。

２．モデル地区における検討

Ⅲ 「臨時情報」に関する住民意向の把握（モデル地区での取組）

項目 住民アンケート ワークショップ

臨時情報の
認識等

・「臨時情報」を知っているは３割。・「臨時情報」を理解できていないため、どの
ような行動をとるべきかわからないとの意見
もあり。

・若者は、親や友人と連絡・相談して行動を決
めるとの意見もあり。

半割れ時の
行動

・「津波警報」や「津波注意報」の
解除を踏まえて自宅に戻る意見が
８割。

・３日～１週間程度の避難所生活後は、家に戻
り地震発生に向けた準備等を行うとの意見が
多数。

・移動のタイミングは、大半が「津波警報・津
波注意報」の解除

一部割れ時の
行動

・「臨時情報」を受けて事前避難す
るとの回答は２割にとどまる。

・「避難勧告」や「避難指示(緊
急)」による判断が７割。

・津波到達が早い地域では、一時的に避難する
との意見が多い。

・即時避難可能な場合等では、避難を行わない
との意見が多い。ただし、余震や行政からの
情報によっては避難するとの意見もあり。

・家で待機した場合は、地震への備え(持出品の
準備等)に取組む意見は多数。

要配慮者の
事前避難

・「要配慮者」は事前避難しておく
べきとの意見が８割

・命を守るためにも発表の終了まで避難生活を
続けるべきとの意見が多数

・ただし、避難生活の長期化による心身の影響
を懸念する意見もあり
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・「臨時情報」を活用し、南海トラフ地震からの死者ゼロの実現をめざすため、以下の
施策に基づき、国・県・市町村・自主防災組織・住民等が連携して取組みを進める。

Ⅳ 徳島県における防災対応の施策

１．臨時情報の理解の促進
1-1 「南海トラフ地震に関連する情報」の

位置付けの認識

1-2 臨時情報の住民等への周知

２．臨時情報を踏まえた県・市
町村における情報発信等

2-1 臨時情報を踏まえた避難勧告等の発令
の検討

2-2 確実な情報伝達手段の充実

３．住民行動（モデルケース）
の検討

3-1 住民行動（モデルケース）の検討

４．避難環境の充実 4-1 避難所の確保

4-2 避難所運営体制の強化

５．多様な訓練等の実施 5-1 訓練等の実施

2-3 県・市町村における対応の検討
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Ⅳ 徳島県における防災対応の施策

１．「臨時情報」の理解の促進

・「臨時情報」は不確実性を持つものの、南海トラフ地震からの死者ゼロの実現に
向けた有効な情報であり、その周知・活用を進めていくことが重要。

・「臨時情報」が発表されない状況下においても、南海トラフ地震が発生する可能
性も十分にあることを認識しておくことが重要である。

1-1 「南海トラフ地震に関連する情報」の位置付けの認識

・「臨時情報」を活用した被害軽減を図るため、「臨
時情報」に対する理解を高めることが必要である。

・南海トラフ地震に関連する情報への社会的な認知を
高めるため、ワークショップの実施やパンフレット
配付等による周知を図りつつ、学校教育・社会教育
等における体系的な学習機会の創出に努めるととも
に、地域、メディア等の様々な機関と連携を図りな
がら、幅広い周知に努める。

1-2 「臨時情報」の住民等への周知

知っている

30.8%

聞いたこと

がある
40.0%

知らなかった

29.2%

南海トラフ地震に関連する情報の認知状況

n=1095

図 南海トラフ地震に関連する情報の認知状況
参照：海陽町住民アンケート（平成30年5月）
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Ⅳ 徳島県における防災対応の施策

２．「臨時情報」を踏まえた県・市町村における情報伝達等

・「臨時情報」に基づく住民の避難行動等を促すため、
「避難勧告等に関するガイドライン」や今後、国が策定
予定の新たな防災対応に関するガイドライン（仮称）な
どを踏まえ、県と市町村が連携を図りながら、検討を進
める必要。

2-1 「臨時情報」を踏まえた避難勧告等の発令の検討

右図 半割れ及び一部割れの際の行動の判断基準
参照：海陽町住民アンケート（平成30年5月）

大津波警報又は津波警

報から津波注意報へ切

り替わったとき

27.0%

津波注意報が

解除されたとき

54.8%

帰らない（しばらく安全な

避難所で生活を続ける）
13.4%

自宅ではなく内陸部の

親類宅等へ移動する
4.8%

自宅へ帰るタイミング（半割れ）

n=1084

2-2 確実な情報伝達手段の充実

・「臨時情報」が発表された場合、徳島県では、速やかに市町村へ伝達するととも
に、情報内容に応じ警戒体制を整えることとしており、県から各市町村、市町村
から住民等への情報伝達を確実にするための条件整備等に努める。

・半割れ時等においては、被災に関する多様な情報が輻輳していることが想定され、
そのような中で、「臨時情報」が発表されたことを確実に伝達することが必要。

・「臨時情報」が発表された場合、地震発生までに様々な取組を行うことで、被害
の大幅な軽減に寄与し、速やかな復旧・復興につなげることができるとの認識を
持って、県・市町村における対応の検討を行うこととする。

2-3 県・市町村における対応の検討
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Ⅳ 徳島県における防災対応の施策

３．住民行動（モデルケース）の検討について

・「臨時情報」は不確実な情報であるものの、「臨時情報」を踏まえた地震発生
への備えに取組むことにより、大幅な人的被害の軽減につなげていくことが期
待されることを認識し、防災対応を検討していくことが重要である。

・なお、南海トラフ地震は突発的に発生することを前提に対策を進める必要

（１）基本的な考え方

（２）モデルケースの検討方針

・地域特性や想定される災害リスクに応じて、とるべき対応が異なることから、
リスクの大小を踏まえた住民の避難行動モデルの検討を行う。

・「臨時情報」が発表された際には、全住民が警戒態勢をとることが基本となる。

・国のワーキングにおいて示された次の方向性を基本に、地域特性を踏まえ検討。

「被災地ではない自らの地域の暮らしの観点や被災地の支援の観点からも、
住民の日常生活や企業活動等を著しく制限するようなことは望ましくない」
と示されたことを踏まえ、徳島県においても同様の対応を想定する。

半割れ時のケースにおける避難生活等については１週間程度の期間とする。

ただし、１週間経過後においても安全が確認された状況ではないと考えられ、
突発的な地震発生への備えとともに、警戒態勢を継続させることが必要。

■検討における前提条件
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Ⅳ 徳島県における防災対応の施策

３．住民行動について

沿岸部の地域区分

・また、「臨時情報」による人的被害の軽減に効果が期待される災害リスクには、
津波に加え、揺れによる土砂災害、家屋倒壊等も対象となることから、災害リ
スクに応じた避難行動モデルの検討を行うこととする。

■地域特性や災害リスクの分類】

津波災害警戒区域内の沿岸（県南部）
津波災害警戒区域内の沿岸（県北部）
津波災害警戒区域外の内陸部

・以下の３つの地域に分類して検討を行う。
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Ⅳ 徳島県における防災対応の施策

３．住民行動について

（３）住民の避難行動モデル（案）

■全てのケースに共通する事項
・全住民が「警戒態勢」をとる。

■ケースＡ（半割れ）の概要

（住民の避難行動の方針）
・沿岸部等の住民は避難している状況で
「臨時情報」を入手することとなる。

・リスクの高い住民は避難継続を検討。

・期間は、基本的に１週間程度を想定

・夜間のみ避難生活を送ることも想定。

・自宅等において速やかな避難の対応が
可能な住民は、自宅等に戻ることも想定。

・浸水区域外で家屋耐震済みの住民は、
自宅等において速やかな避難の備えに取
組むことを想定。警戒レベルを上げる必
要がある。
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Ⅳ 徳島県における防災対応の施策

３．行動指針（モデルケース）の検討

■「ケースＢ 一部割れ」

（住民の避難行動の方針）
・それぞれの状況に応じて、地震・津波
への警戒レベルを上げる対応を実施。
・地域の状況によっては、浸水区域内や
土砂災害警戒区域内の住民、家屋未耐
震の住民等は、自主避難を検討。
・夜間のみ避難所生活を送ることも想定。
・避難先は、津波や揺れといった災害リ
スクから「安全な親類・知人宅」や
「自治体等が開設する避難所」を想定。

ケースＢ 住民の避難行動モデル（一部割れ）
（ケースＣ ゆっくりすべりも同様）
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Ⅳ 徳島県における防災対応の施策

４．避難環境の充実

・避難所の収容不足や長期化の懸念から、避難所の確保や環境整備が必要。
・学校の授業継続に支障を来さないよう、開設する避難所については、公民館や市
町村の所有する公共施設を優先するなどの配慮が必要。
・津波や地震から安全な家族や親類宅への避難といった手段を促すことも必要。

4-1 避難所の確保

・避難所生活は、「自分のことは自分で行う」ことを基本とし、共同生活を送る場
でもあることを踏まえ、「皆のことは、皆で行う」必要。

・本県に被害が発生していない場合は、水や食料等について、住民自らが確保でき
る状態であると想定されるため、可能な限り自助での対応を前提。

4-2 避難所運営体制の強化

５．多様な訓練等の実施

・「臨時情報」の発表に基づく情報伝達訓練・図上訓練等を実施し、訓練等を通じ
て対応方針等の見直しを行う。

5-1 訓練等の実施
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Ⅴ 対応方針の具体化に向けて

今回の方針に基づく施策・事業を進めていく中で、より望ましい方針が導き出さ
れた場合は、必要に応じて本対応方針の修正等を行っていくこととする。

また、それぞれの取組みの進捗状況等を把握するため、平成３０年度までの推進
期間となっている「現・徳島県国土強靱化地域計画」の見直しと合わせ、重要業績
指標に「臨時情報」に関連する取組みを位置付け、進捗管理を行うとともに、ＰＤ
ＣＡサイクルを繰り返し、見直しを適切に行っていくこととする。

１．対応方針の具体化

２．市町村における防災対応方針の検討

市町村は、国の検討結果及び県の対応方針、さらに防災対応に関するガイドライ
ン（仮称）を基に、地域の実情に応じた防災対応の検討を進めることとし、県は市
町村の取組みを支援することとする。

突発的に大規模地震が発生する可能性も十分あることから、普段からの備えを引
き続き継続すること。

また、「臨時情報」に基づく最も警戒すべき期間を経過した場合も、今後３０年
以内に７０％～８０％の確率で発生する南海トラフ地震への切迫度が、最初の地震
発生前よりは地震発生の可能性が高いことに留意しつつ、自助・共助・公助が一体
となって突発地震に対する防災・減災対策を推進する必要。

３．「臨時情報」発表に係る留意点
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Ⅴ 対応方針の具体化に向けて

災害に負けない強靭な県土づくりの実現に向け、県民・事業者・行政等が連携を
図りながら、多様な施策・事業の推進を図る。

４．中長期的な視点での強靱な県土づくり

５．企業、施設、学校等における検討の方向性

企業、施設、学校等において、自らのリスクを確認し、南海トラフ地震が発生し
た際においても、活動への影響を減じるＢＣＰ等の作成推進
・「臨時情報」への社会的認知度の向上が必須
・根拠となるガイドライン等を国が示すことが必要
・必ずしも事業活動等を停止するものではない。
・大規模地震によって周辺に影響を与える現象の発生を防止するために必要な点
検や対策、備蓄の確保、不必要な外出等の抑制 等

■「臨時情報」のみならず突発的に発生する地震に対応できる「まちづくり」
・事前復興計画の策定
・応急仮設住宅の建設候補地等の事前想定
・庁舎等の防災拠点となる施設や要配慮者施設等の高台移転・防災機能の強化
・平時と災害時をシームレスにつなぐ、「地域福祉計画の策定」及び「計画への
防災・減災対策の位置付け」の推進


