
南海トラフ地震に
関連する情報について

防災すだちくん

資料５－１

徳島県危機管理部　とくしまゼロ作戦課



　１　南海トラフで起こった過去の地震

徳島県

海陽町

内閣府資料より

○　東海、東南海地震の発生後、
　　 最短で３２時間後～２年程度の
　　 時間差で南海地震が発生
○　東海、東南海地震と同時に南海地震
　　 が発生した事例もある

１



南海トラフの巨大地震（M=9.0）

建物全壊棟数 ・ 死者数　 （最大ケース）

死   者   数  31,300人  （33,300人）

 【内訳】
　・揺れ　　　     3,900人　　　    （  5,200人）
　・急傾斜地         30人           （      40人）
　・津波　　 　  26,900人　　　　  （ 27,300人）
　・火災　　　　  　 470人           （     500人）

想 定 地 震

全壊棟数：116,400棟  （133,600棟）

 【内訳】
　・揺れ　　　60,900棟　　  　　 （90,000棟）
　・液状化　　　 540棟　          （  4,400棟）
　・急傾斜地　　360棟            （  　500棟）
　・津波　　　42,300棟            （15,600棟）
　・火災　　　12,300棟            （22,000棟）

国 国

想 定 項 目
○ 建物被害
 ・ 全壊棟数
 ・ 半壊棟数
 （大規模半壊含む）

○ 人的被害
 ・ 死者数
 ・ 負傷者数
 ・ 重傷者数

想 定 ケ ー ス

○ 冬深夜 → 人的被害 最大
○ 夏１２時
○ 冬１８時 → 建物被害 最大

※国：南海トラフ巨大地震対策検討WG（第一次報告）＜H24.8.29＞

想 定 手 法
○ 国の想定手法

○ 本県の詳細データ

震度分布図 液状化危険度分布図

（H24.10.31公表）

津波浸水想定

浸水区域 201k㎡
国の想定の1.7倍

　２　徳島県　南海トラフ巨大地震　被害想定
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津波影響開始時間（±２０㎝）

海陽町宍喰漁港

海陽町鞆浦漁港

海陽町浅川湾

牟岐町漁港

美波町日和佐港

美波町由岐漁港

阿南市福井川河口

阿南市町中島港

小松島市本港

徳島市マリンピア

松茂町新滑走路

鳴門市里浦海岸

鳴門市粟田漁港

鳴門市里浦海岸

松茂町新滑走路

徳島市マリンピア

小松島市本港

阿南市町中島港

阿南市福井川河口

美波町由岐漁港

美波町日和佐港

牟岐町漁港

海陽町浅川湾

海陽町鞆浦漁港

海陽町宍喰漁港

６１分後（＋２０㎝）

１９分後（－２０㎝）

１８分後（－２０㎝）

２５分後（－２０㎝）

２７分後（－２０㎝）

２３分後（＋２０㎝）

１９分後（＋２０㎝）

１２分後（＋２０㎝）

１０分後（＋２０㎝）

１１分後（＋２０㎝）

１１分後（＋２０㎝）

４分後（＋２０㎝）

６分後（＋２０㎝）

最大波（津波水位･到達時間）

１５．８

８．１

１０．５

９．８

９．８

１２．３

８．２

５．１

５．５

５．０

５．５

６．０

２．７

（４４分後）３波

（２９分後）２波

（５２分後）２波

（５０分後）２波

（２８分後）２波

（２９分後）２波

（９７分後）２波

（１３９分後）３波

（２０１分後）６波

（５３分後）１波

（６１分後）１波

（６４分後）１波

（７２分後）１波

徳島県沿岸部における
最高津波水位　２０．９ｍ

鳴門市粟田漁港

　３　津波影響開始時間と最大津波到着時間
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○論点

・第１回 平成２８年　９月　９日（金）
・第２回 平成２８年１１月２２日（火）
・第３回 平成２９年　１月３１日（火）
・第４回 平成２９年　３月２４日（金）
・第５回 平成２９年　５月２６日（金）
・第６回 平成２９年　７月　３日（月）
・第７回 平成２９年　８月２５日（金）
・報告書公表 平成２９年　９月２６日（火）

・南海トラフ沿いの大規模地震の予測可能性の確認
・南海トラフ沿いの地震観測・評価体制のあり方
・観測・評価に基づく地震防災対応のあり方

○ワーキンググループ開催状況

南海
トラ
フ

地震防災対策強化地域

南海トラフ巨大地震の想定震源断層域

○趣旨  

 大規模地震対策特別措置法では東海地震のみを対象として地震防

災対策強化地域が指定され、地震防災基本計画が立てられているが、

近い将来、南海トラフ沿いの広い範囲で大規模な地震の発生が懸念

されている。

　地震予測の現状も踏まえ、南海トラフ沿いの地震観測や観測結果

の評価体制、観測・評価に基づく地震防災対応のあり方について検

討を行うために、防災対策実行会議の下にワーキンググループを設

置する。（平成28年６月設置）

（主査）  平田　直 東京大学地震研究所地震予知研究センター長・教授

（委員）  岩田　孝仁 静岡大学防災総合センター教授

            宇賀　克也 東京大学大学院法学政治学研究科教授

            河田　惠昭 関西大学社会安全学部・社会安全研究センター長・教授

            小室広佐子 東京国際大学教授

            田中　淳 東京大学大学院情報学環総合防災情報研究センター長・教授

　　　　   長谷川　昭 東北大学名誉教授

            平原　和朗 京都大学大学院理学研究科教授

            福和　伸夫 名古屋大学減災連携研究センター長・教授

            山岡　耕春 名古屋大学大学院環境学研究科教授

            山﨑　登 日本放送協会解説主幹

            川勝　平太 静岡県知事

            尾﨑　正直 高知県知事

            行政委員 （ 内閣官房、文部科学省、国土地理院、気象庁 ）

○メンバー○南海トラフ沿いの地震と

 地震防災対策強化地域

　４　南海トラフ沿いの地震観測・評価に基づく防災対応検討ＷＧ

○　平成28年6月、南海トラフ沿いの地震観測や観測結果の評価体制、観測・評価に基づく地震防災
対応のあり方について検討を行うために設置

４



情報名 情報発表条件

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沿

いの大規模な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、南海トラフ沿いの大規模地震発生

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

○南海トラフ沿いの大規模地震発生の可能性が相対的に高まった状態

ではなくなったと評価された場合

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

※南海トラフ沿いでマグニチュード７以上の地震が発生した場合や東海地域に設置されたひずみ計に

有意な変化を観測した場合などを想定

※本情報の運用開始に伴い、東海地震のみに着目した情報（東海地震に関連する情報）の発表は行

○わない。

　５　「南海トラフ地震に関連する情報」の種類と発表条件

○　南海トラフ沿いで異常な現象が観測された場合、気象庁から「南海トラフ地震に関連する情報」
（臨時）を発表（Ｈ２９．１１．１より運用）

５



　６－１　南海トラフ地震が予想される例

内閣府資料を一部加工

西側はいつ
発生するのか？

南海トラフ東側で大規模地震(M8ｸﾗｽ)が発生
東海南海

日向灘

東海南海日向灘

　　　

半割れ　　　　　　　　　　　　南海トラフの東側だけで大規模地震が発生（西側が未破壊）　
※ 直近２事例では、南海トラフの東側の領域で大規模地震が発生すると、
西側の領域でも大規模地震が発生

全世界で1900年以降にM8.0以上の地震

(96事例)発生後、隣接領域で同規模の地

震が発生した事例数

3日以内：10事例
3年以内：38事例

６



　６－２　南海トラフ地震が予想される時の例

内閣府資料を一部加工

南海トラフで地震(M7ｸﾗｽ)が発生

　　　　　前震(M7ｸﾗｽ)

南海トラフの大規模地震の前震か？

Ｍ８～９クラスの大規模地震と比べて一回小さい規模
（Ｍ７クラス）の地震が発生

※ 南海トラフ沿いでは確認されていないが、世界全体では、M7.0以上の地震
発生後に、さらに規模の大きな地震が同じ領域で発生した事例がある

７

全世界で1900年以降にM7.0以上の

地震(1368事例)発生後、同じ領域で、

同規模以上の地震が発生した事例

7日以内：24事例 
3年以内：56事例 



　６－３　南海トラフ地震が予想される時の例

内閣府資料を一部加工 ８

ひ
ず
み
の
変
化

時間

◆ ひずみ計

東海地震の判定基準とされるようなプレート境界
面でのすべりが発生
※ 東海地域では、現在気象庁が常時監視

プレート境界面のすべり発生

シミュレーションでは、地震発生前にゆっくりすべりを伴う場合、
伴わない場合等、大地震発生に至る多様性が示されている。

Noda and Hori (2014)



地震発生

緊急地震速報

緊急地震速報
（警報）発表地域

同 心 円 は緊 急 地 震 速 報
（警報）の発表から強い揺
れ（主要動）が到達するま
での理論的な猶予時間を示
す。

震度速報
(震度３以上を観測した地域名)
震度７　○○県東部
震度６　△△県北部　・・・

数秒～十数秒後

1.5分～２分後

２～３分後

大津波警報・津波警報・
津波注意報（第１報）

津波情報（津波到達予想時刻・
予想される津波の高さに関する
情報）

津波情報（各地の満潮時刻・
津波到達予想時刻に関する
情報）

震源・震度に関する情報
(震度３以上を観測した地域名、市町村名)
震度７　○○県　○○市、◇◇町
震度６　△△県　△△市、□□村　・・・

各地の震度に関する情報
(震度１以上を観測した地点名)

津波情報
津波の観測に関する情報
沖合の津波観測に関する情報

約５分後

以降、随時発表。

大津波警報・津波警報・津
波注意報（更新報）

マグニチュード８を超えるような巨大地
震の場合は、第一報発表後、地震発
生から約15分後に求まるモーメントマグ
ニチュードにより、津波の高さについてよ
り確度の高い津波警報等に数値表現
で更新する。

長周期地震動に関する
観測情報（試行）

約15分後

約20分後

1時間～2時間後

その他の情報
（地震回数に関する情報）

（顕著な地震の震源要素更新のお
知らせ）
（地震の活動状況等に関する情報）

地震解説資料・報道発表資料
地震活動の見通し

津波警報・津波注意報
（一部解除）

津波警報・津波注意報
（全解除）

津波予報
若干の海面変動

地震活動の見通し
(数値的な見通しは１週間程度後から）

推計震度分布図

　７－１　南海トラフ地震が発生した場合の各種情報発表の流れ

○　南海トラフ沿いで大規模地震が発生した場合、気象庁が地震・津波に関する様々な情報を発表し

ている中で、南海トラフ地震に関連する情報を発表

※続報の流れは次ページ

南海トラフ地震に関連する
情報（臨時）第１号

９



　７－２　南海トラフ地震に関連する情報（臨時）

内閣府資料より

時間の経過
南海トラフ沿いで

異常な現象が発生

概ね30分後 「南海トラフ地震に関連する情報(臨時)（第1号）」

○　南海トラフ沿いで異常な現象が観測され、大規模な地震と関連するか
　　 どうか調査を開始した場合

最短で2時間後 「南海トラフ地震に関連する情報(臨時)（第2号）」

○　大規模な地震の発生の可能性について調査中
○　大規模な地震の発生の可能性が平常時と比べて相対的に高まった場合

随時更新後 「南海トラフ地震に関連する情報(臨時)（第○号）」

○　大規模な地震発生の可能性が相対的に高まった状態ではなくなったと
　　 評価された場合

○　平成29年11月1日から運用開始
○○マグニチュード7以上の地震が発生
○○東海地域に設置したひずみ計が
○○異常な変化を観測した場合　　　など

１０



　７－３　臨時情報の発表例

内閣府資料を一部加工 １１

南海トラフ地震に関連する情報（臨時）第２号（文例）

平成○年○月○日○時○分
気象庁地震火山部

南海トラフ地震に関連する情報（臨時）
（第２号）

○ 見出し

　本日（〇日）〇時〇分に三重県南東沖
で発生したＭ７．３の地震は、想定される
南海トラフの大規模地震の想定震源域
の一部で発生したものと考えられます。

　このため、（今回の地震から１週間程
度、）大規模地震の発生可能性が平常
時に比べて相対的に高まっていると考え
られます。

気象庁が発表
（行政、ニュース等を通じ発表）

○三重県南東沖で発生したM7.3の
○地震は、想定される南海トラフの
○大規模地震の想定震源域の
○一部で発生したと考えられる。

○今回の地震から１週間程度、
○南海トラフの大規模地震発生
○可能性が平常時と比べ相対的に
　 高まっていると考えられる



　８　「南海トラフ地震に関連する情報」を受けた徳島県の対応

　□　必要な職員の参集体制の確認と必要な情報の収集

　□　関係機関及び各協定締結者との連絡体制の確認

　□　市町村や防災関係機関との情報共有

　□　備蓄物資や資機材等の点検及び確認

　□　水門等の点検や閉鎖手順の確認

　□　避難誘導の方法や避難経路の確認　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

　・県有施設設備等の点検や確認

＜徳島県の対応案＞

　「南海トラフ地震に関連する情報」が発表された場合は、気象台からの情報を受けて、速や

かに市町村へ伝達を行う。また、情報内容に応じて、警戒体制を整えるとともに、速やかな対

応できるよう次のような対応を行う。

　・連絡体制の確認や情報収集

　□　備蓄食料、飲料水、生活必需品、非常用持出品の点検及び確認

　□　避難路、避難場所、避難所の確認

　□　家族等の連絡体制の確認　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

　・県民への対応

１２



　　９　新たな防災対応方針の策定

避難行動等に関するワークショップ

○概要  

 「臨時情報」の発表があった場合の「住民の避難行動」に関するワークショップを開催

  ・半割れ、前震の２つのシナリオに分けてグループワーク

○主な意見  

 ・半割：「自宅が無事であれば自宅へ戻る」、「夜間のみ避難所へ行く」

 ・前震：「余震が多ければ避難所へ行く」、「町が防災行政無線で注意喚起や避難を促せば避難する」

 ・共通： プライバシー等の生活環境を考慮すると、避難所での生活は２日～３日程度が限度

     「いつでも逃げられる準備をする」、「非常持出品の確認をする」

 避難行動等に関するワークショップ

【海陽町】             【鳴門市】

・開催日：平成３０年５月２５日（金） ・開催日：平成３０年6月２2日（金）       

・場   所：海陽町浅川漁村センター   ・場   所：里浦南防災センター

    

グループワーク 発表 とりまとめ結果



　　９　新たな防災対応方針の策定

徳島県南海トラフ沿いの異常な現象への防災対応方針策定検討委員会

  

　　昨年１１月から、南海トラフ沿いで異常な現象が観測された場合、気象庁から「臨時情報」が発表されることと

なったが、避難開始などの判断は、住民や自治体に委ねられている。

　 このため、徳島県では、学識経験者や防災関係者等で構成する「検討委員会」を設置し、海陽町や鳴門市を

モデル地区とし、「住民アンケート」や「ワークショップ」の意見等を踏まえ、事前避難や安全確保などを盛り込ん

だ本県独自の　「新たな防災対応方針」を策定することとした。

　概要  

・構　 成：学識経験者、防災関係者、ライフライン関係者等、計１３名　（オブザーバー：内閣府・防災担当）

・委員長：金田　義行　 香川大学特任教授

　　第１回検討委員会　

　・開催日：平成３０年５月８日（火）       

　・議　事：①徳島県の防災・減災について

　　　　　   ②新たな防災対応の動向について

　　　　　　 ③防災対応方針策定の進め方について

　　第２回検討委員会　

　・開催日：平成３０年７月９日（月）       

　・議　事：①津波避難とくらしに関するアンケート調査結果について

　　　　　   ②避難行動等に関するＷＳの結果について

　　　　　　 ③防災対応方針の基本的な考え方について


