
徳島県防災・減災キャラバン公開講演会

「南海トラフ巨大地震に備える」

徳島大学環境防災研究センター

センター長 中野 晋

令和元年11月22日（阿南市）



内容
1.南海トラフ地震による阿南市での被害予測

2.南海トラフ地震の臨時情報と発表時の対応行動

3.事前防災・減災のすすめ



南海トラフ地震による
阿南市での被害は？

南海トラフ地震のイメージとともに



兵庫県南部地震（M7.3）

栗原市

震度6強以上
宮城，福島，栃木，茨城

震度５強以上は東北・関東
１４都道県
東海・関西でも震度３以上

超広域性（地震動）
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熊本地震（M7.3）

東北地方太平洋沖地震（M9.0）



2011年東北地方太平洋沖地震津波合同調査グループ

三陸沿岸（宮古市，大船
渡市付近）で約40mの遡

上高を記録

福島第1原発

超広域性（津波）
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揺れている時間（南海トラフ地震では３分以上）

兵庫県南部地震は１５秒，東北地方太平洋沖地震は１５０秒



震度は阿南市では全域が“６強以上”

震度７

震度６弱



深刻な地震動被害（阪神・淡路大震災①）

高速道路被害 鉄道被害
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深刻な地震動被害（阪神・淡路大震災②）

木造家屋の倒壊 RCビルの被災
（西市民病院）
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深刻な地震動被害（熊本地震）

柏崎市西本町・聞光寺柏崎市諏訪町

木造家屋の倒壊
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液状化危険度

新野東小

山口小

福井小
椿小

椿泊小

吉井小

今津小

羽ノ浦小

平島小岩脇小

横見小
中野島小

見能林小

宝田小

長生小

富岡小

津乃峰小
桑野小

大野小



液状化の発生

ポートアイランドでの液状化
（阪神・淡路大震災）

千葉県浦安市
（東日本大震災）
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地震時の土砂災害にも注意！

土石流 急傾斜地の崩壊 地すべり



大規模な土砂災害の発生事例

阿蘇大橋付近の大規模崩壊（熊本地震） 北海道厚真町（北海道胆振東部地震）



土砂災害（特別）警戒区域（急傾斜） 土砂災害警戒区域

土砂災害特別警戒区域

➊
❷

❸

❹

❺

❻



土砂災害（特別）警戒区域（急傾斜）➊ 土砂災害警戒区域

土砂災害特別警戒区域

加茂谷中

加茂 羽ノ浦

岩脇小

岩脇

明見

古毛

加茂谷

深瀬

十八女



土砂災害（特別）警戒区域（急傾斜）❷ 土砂災害警戒区域

土砂災害特別警戒区域

才見町 畭町富岡・見能林地区

阿南中



土砂災害（特別）警戒区域（急傾斜）❸ 土砂災害警戒区域

土砂災害特別警戒区域

津乃峰小

阿南発電所～津乃峰小付近

高専～橘駅付近



土砂災害（特別）警戒区域（急傾斜）❹ 土砂災害警戒区域

土砂災害特別警戒区域

福井地区



土砂災害（特別）警戒区域（急傾斜）❺ 土砂災害警戒区域

土砂災害特別警戒区域

新野東地区新野西地区



土砂災害（特別）警戒区域（急傾斜）❻ 土砂災害警戒区域

土砂災害特別警戒区域

椿・椿泊地区 伊島地区



津波による人的被害
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津波による家屋流出
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南海トラフ地震の津波シミュレーション
（徳島大学大学院・馬場俊孝先生）



中島港港口 5.1m 23分

津波到達時間 那賀川より北 ２３分
那賀川より南 １２分

津波最大波の水位（徳島県発表）

福井川河口 8.2m 19分

伊島 前島橋 6.2m 12分

辰巳工業団地 6.1m 23分

大潟漁港 6.2m 15分

２３分

１２分



2012年10月発表

徳島県発表の津波浸水予測結果

2012発表

橘湾

富岡・見能林

那賀川町・羽ノ浦町

椿・椿泊・伊島

③

②

①

④



津波浸水深 ①那賀川町・羽ノ浦町

２～３ｍ

３～４ｍ

１～２ｍ

平島小

今津小

横見小
２～３ｍ

３～４ｍ

１～２ｍ ５５号バイパスより海側
は３ｍ以上の浸水



津波浸水深 ②富岡町・見能林町

２～３ｍ

４～５ｍ

１～２ｍ

富岡小

見能林小

津乃峰小
約５ｍ

5～10m

橘駅付近や大潟町の一部は
５ｍ以上の浸水が想定されて
いる



津波浸水深 ③橘湾

３～４ｍ

津乃峰小

橘小

福井小

10m以上

5～10m

5～10m

４～5ｍ

４～5ｍ

広範囲で５ｍ以上の浸水が想
定されている



津波浸水深 ④椿・椿泊・伊島

３～４ｍ

5～10m

4～10m

4～5m

4～5m
5～10m

椿川河口付近では５ｍ以上の浸水
伊島小中学校で３～４ｍ



津波火災

New York Times Japan

津波火災
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ライフラインの途絶
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断水（鳥取県中部地震・倉吉市） 停電（東日本大震災・山田町）



徳島県第一次被害想定結果（H25.7.31公表）
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徳島県第２次被害想定結果（H25.11.25公表）

阿南市の避難者
約４．５万人
人口の約６０％

電力，水道などのラ
イフラインが途絶し
て多数の生活困難
者が発生

(H22時点の人口をもとに)



半年以上，停電の可能性も？
電力復旧の想定方法

地震と津波による電線，電柱，変電所の機能停止から停電率が推定され，発
電所の機能停止は考慮されていない．

発電所の復旧過程から推計した事例（寅屋敷・河田，2013＊）では

四国電力の発電可能量 6カ月後でも 16％ （関西 86％，中国 100％）

同 受給ギャップ比 （必要量/需給量） 6カ月後で 61 %

（関西 99％ 中国 141％）

参考文献：寅屋敷哲也・河田恵昭：南海トラフ巨大地震における中・長期的な電力需給ギャップ水系方法の一考察，社会安全学研究，第4号，2013．



上水道

36

９８％ ８６％

６９％ ２５％

阿南市の断水率

停電が続くと断水期間もさらに長期化する．



生活困難者の発生

37

混乱する避難所（東日本大震災・陸前高田市） 車中泊であふれる駐車場（熊本地震・益城町）



長期（数年）に亘る不自由な生活

避難所生活
在宅避難

仮設住宅
住宅応急修理

復興住宅
防災集団移転
自宅再建



南海トラフ地震の臨時
情報って何？

発表された時はどうす
ればいいの？



３つのケースで出される臨時情報

１．半割れケース M8.Xの東海・東南海地震が発生

⇒ 臨時情報（巨大地震警戒）

２．一部割れケース M7.Xの南海トラフ沿いの地震が発生

⇒ 臨時情報（巨大地震注意）

３．ゆっくりすべりケース プレート境界の固着部で異常なすべりを観測

⇒ 臨時情報（巨大地震注意） ??発表の可能性は低い??



半割れ 一部割れ

ゆっくり
すべり



半割れケースについて
考えてみよう



東南海地震の被害予測（内閣府，2003年12月）

Mｗ8.2

小松島市付近で
震度４

津波の高さは
県北で１～２m，
県南で２ｍ以上



尾鷲市で７ｍ，鳥羽市で６ｍ



2.5m

阿南～鳴門で1.5ｍ程度

阿南市で約２ｍ



徳島県内でも，一部で津波被害がある．

東南海単独（Ｍ８．２程度）なら

震度は４～５弱

津波の高さは県北部で１～２ｍ，県南部は２～４ｍ．大津波警報が発表
される．津波の高さは昭和南海地震と同程度か，少し小さい程度．

東海＋東南海（Ｍ８．３程度）なら

震度は４～５弱 （ほぼ同じ）

 津波の高さは東南海単独より少し高い程度

⇒ こうした状況下では徳島県でも相当の混乱は避けられない．



南海トラフ地震の多様な発生形態に備えた防災対応検討ガイドライン（第1版）より



住民の防災対応

＊南海トラフ巨大地震への備えの再確認
＊家屋倒壊，土砂災害危険，津波避難困難者の避難

＊地震火災を起こさない準備
＊避難所の自主運営

徳島県南海トラフ沿いの異常な現象への防災対応方針
平成３０年１２月 （概要版） では・・・









建物
地震から１５分以内
に避難できない土砂災害 津波避難

土砂災害の
危険性あり

避難が困難

避難ができ
ない可能性

避難が
望ましい

建物の耐震性なし

避難が困難

避難ができ
ない可能性



企業等の防災対応

①大災害発生に伴う非被災地でのＢＣＰ発動

②臨時情報の影響緩和のための対応行動

③施設や設備等の安全点検

④従業員への周知や啓発

⑤従業員の安全確保

⑥地震に備えた普段以上の警戒措置

⑦災害対応要員の確保

⑧地域への貢献

政府・防災対応検討ガイドラインを参考に改変



一部割れケースについ
て考えてみよう



7日以内にM8クラス
の地震が起こった事
例は世界で
6／１４３７事例

南海トラフ周辺でM7
クラスの地震は15年
に1回程度

南海トラフ地震の多様な発生形態に備えた防災対応検討ガイドライン（第1版）より



南海トラフ地震の多様な発生形態に備えた防災対応検討ガイドライン（第1版）より



2004年9月5日19:07
三重県南東沖M7.3
2004年9月5日23:57
三重県南東沖M7.5

南海トラフ地震の多様な発生形態に備えた防災対応検討ガイドライン（第1版）より



南海トラフ地震の多様な発生形態に備えた防災対応検討ガイドライン（第1版）より



一部割れケースの特徴
最大震度は６弱程度．一部で地震被害と若干の津波浸
水被害が発生することがあるが，広域的な被害ではない．

これまでに一部割れから7日後までにM８クラスの巨大
地震が近くで発生した頻度は２５０回に1回程度と少ない．

南海トラフ付近の一部割れは１５年に1回くらい発生．

一部割れ⇒半割れ，一部割れ⇒巨大地震の関連も不
明



住民・企業の防災対応

臨時情報（巨大地震注意）を参考に，地震・津
波対策の再点検といつでも避難できる準備を
整えることが重要．

地震発生に十分注意しながら，平常活動を続
ける．

政府の随時の発表に注目．



全員警戒態勢をとる



事前防災・減災のすすめ
少しでも被害を少なくして，速やかな復旧・復興を目指すために



事前防災・減災（＝今，やらないかんこと）
～防災・減災，そして縮災～

防災（Disaster Prevention）

被害をなくす．

減災 （Disaster Reduction）

被害を最小化する（少なくする）．

縮災 （Disaster Resilience）

被害を減らして，復旧までの時間を短くする．（時間の概念を有する）

⇒社会のレジリエンスを高める
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今できること，今しておかなければならないこと

64

参照：https://precast.org/2013/01/resiliency-stand-up-to-natural-disasters-with-precast-concrete/

社
会
機
能

時間

発災 社会機能の復旧曲線

減災

復興準備

事前防災・減災



減災 被害を最小化する

１．地震被害を最小化する．

住宅，役場，インフラ（堤防・橋・港・水道・・）の耐震化

家具などの転倒防止，緊急地震速報を用いた訓練，・・・

２．津波被害を最小化する．

津波防潮堤，水門等の自動閉鎖装置，避難場所の設置，

避難訓練，避難誘導灯の設置，臨時情報による事前避難，

（高台への住居移転）・・・・・

３．地域で備える．

コミュニティ活性化，避難行動要支援者名簿の活用，避難所運営計画づくり



縮災 被害を減らして，復旧までの時間を短くする．

◎生活再建 自助：地震保険の加入，家族の安全確保，支援制度を知る

共助：事前復興まちづくり計画，要配慮者

公助：仮設住宅・復興住宅用地確保，復興指針の策定

◎ライフライン自助：太陽光発電，バッテリー，非常用発電機，非常食・飲料水の
備蓄

共助：共同防災倉庫への備蓄・管理，共同井戸，地区間連携

◎就労対策 農水産業，工業，商業，全ての仕事場で事業継続
できるための取り組み（ＢＣＰ） 事業継続に必要なものを準備



事前防災・減災の取り組みについて

徳島県事前復興指針の策定

（縮災）

美波町由岐地区での事前復興まちづくり計画

（縮災）

災害危険区域からの住居移転に向けた検討

（これから必要となる減災）
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徳島県復興指針の策定

内容

住民，地域コミュニティ，事業者，行政などの関係者が被災イメージを持って，
「平時の地域づくり」，「被災後の復興に向けた事前の取り組み」の内容と手順
を整理．

指針の基本理念

①地方創生の視点を持った創造的「事前復興」の推進

②自助・共助・公助の連携

③地域コミュニティの維持・再生・育成

68

参考：https://anshin.pref.tokushima.jp/docs/2019091900036/など

現在，素案が策定された状況で，年内に指針が公表される予定

https://anshin.pref.tokushima.jp/docs/2019091900036/


69徳島県復興指針（素案） 第2章復興のプロセスより引用

復興における多くの主体の連携

住民を中心に，これを地域，行政，そして県外の団体が連携す
る体制を構築



美波町由岐地区自主防災会連合会
「ごっつい由岐の未来づくり計画」

居住地区のほとんどが被災する可能
性．

住民が中心となって被災後の住宅再
建候補地を調査し，6か所選定．

県建築士会，技術士，徳島大の協力を
得て，検討．

移転候補地の１つで事前移転団地の
デザインコンペを実施．

70



事前移転候補地を
対象として，デザイ
ンコンペを実施

71



災害危険区域からの住居移転

・災害危険区域（建築基準法第39条）の指定

南海トラフ地震エリアの市町村ではほとんど指定されていない．

・津波浸水エリアからの住居移転

究極の防災対策である一方，地域の衰退をもたらすデメリットが
ある．

・災害危険区域の指定は，両刃の剣．未被災地の自治体には極め
て難しい

72



災害危険区域（津波）
（建築基準法39条関係）の指定状況

〇津波被災した市町村の条例

岩手県，宮城県，福島県，茨城県の 27市町村

〇津波未被災の県の条例

静岡県，和歌山県，高知県，佐賀県，長崎県 ５県

73

出典：鹿児島大学司法政策教育研究センター「全国条例データベース」

(1)建築基準法第 39 条第１項 地方公共団体は、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域と
して指定することができる．

(2)同条 第２項 災害危険区域内における住居の用に供する建築物の建築の禁止その他建築物の建築に
関する制限で災害防止上必要なものは、前項の条例で定める



阿南市での住居移転希望のアンケート調査

調査方法

74

回答者の9割は60代以上



75

浸水エリアに居住する住民
の住居移転の意向
３９％の住民が移転の希望，条件付き希望がある．



移転先の希望
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住居移転の希望調査のまとめ
一定数の住民が津波浸水エリアから移転を希望している．

移転する場合は同一市内で現居住地と数キロ以内を最も多
くの人が希望している．

移転希望しない理由として，最も大きな点は経済的な負担
（60％），考えたことがない（28％），学校や職場の関係（22％）
と回答している．

住居の移転促進による減災を目指すためには，行政からの
経済的支援の枠組みが欠かせない
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おわりに

残念ですが，南海トラフ地震は１０～３０年の間に
必ず発生します．その時，生き残り，地震後に笑顔
で生活できる日を迎えるためには，今できることを
やっておくしかありません．

南海トラフ地震について正しく学び，自分でできる
ことは何かを問いただしてください．そして，できるこ
とから実行しましょう．



最後にお願い

配布いたしましたアンケート用紙
にご記入の上，お帰りの際に回
収箱にお入れください．

本日はありがとうございました．


