
１　大規模自然災害が発生したときでも、すべての人命を守る

現況 3010人（H30） 目標 3800人 (R4)

現況 1068戸（H30） 目標 1600戸 (R4)

現況 －　(Ｒ３) 目標 － (新規)

目標
修正

防災士登録者数（累計）
4,800人

（R4)

地域の防災リーダーとなる防災士を養成することにより、地域防災力を支
える人材を確保する。

22

22

徳島県国土強靱化地域計画　　見直し（案）

重要業績指標 目標（案） 取組内容 Ｐ

目標
修正

老朽危険建築物（空き家等）除却戸数（累計）

１－１）住宅・建物・交通施設等の複合的・大規模倒壊や不特定多数が集まる施設の倒壊による多数の死傷者の発生
１－２）密集市街地や不特定多数が集まる施設における大規模火災による多数の死傷者の発生

2,200戸
（R4)

地域の防災力の向上を図るため、市町村が行う老朽化した空き建築物
の除却を支援する。

22

新規

（P22「建築物の倒壊等防止対策」に４つめの項目を追加
○強風時における瓦の飛散による被害を防止するため、民間建築物の瓦屋根に係る耐風診断・耐風改修補助を行う市町村を支援する。

・民間建築物の瓦屋根に係る耐風診断・耐風改修の促進
促進
（R4)

事業実施に向け市町村に対して「事業の必要性」や「補助制度の内容」に
ついて周知・説明する。

資料２

- 1 -



１－３）広域にわたる大規模津波等による多数の死傷者の発生

現況 3010人（H30） 目標 3800人 (R4)

現況 1068戸（H30） 目標 1600戸 (R4)

１－４）突発的又は広域かつ長期的な市街地等の浸水による多数の死傷者の発生

現況 392施設（H30） 目標 511施設 (R4)

重要業績指標 目標（案） 取組内容

目標
修正

老朽危険建築物（空き家等）除却戸数（累計）（再掲）
2200戸
（R4)

地域の防災力の向上を図るため、市町村が行う老朽化した空き建築物
の除却を支援する。

目標
修正

老朽化対策に着手した施設数（排水機場､橋梁､トンネル､都市公園､港湾
施設､漁港施設）（累計） 689施設

（R4)

老朽化した橋梁，トンネル，河川施設排水機場，都市公園，港湾施設岸
壁，漁港施設岸壁等の修繕に着手する。

27

Ｐ

目標
修正

26

23

防災士登録者数（累計）（再掲）
4,800人

（R4)

地域の防災リーダーとなる防災士を養成することにより、地域防災力を支
える人材を確保する。

重要業績指標 目標（案） 取組内容 Ｐ
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２　救助・救急、医療活動等が迅速に行われるとともに、被災者等の健康・避難生活環境を確実に確保する

現況 用地買収中（H30） 目標 用地買収促進中 (R4)

２－３）自衛隊、警察、消防、海保等の被災等による救助・救急活動等の絶対的不足

現況 －　(H30) 目標 開催 (R3)

２－１）被災地での食料・飲料水・電力・燃料等、生命に関わる物資・エネルギー供給の停止
２－２）多数かつ長期にわたる孤立地域等の同時発生

目標
修正

「全国女性消防団員活性化徳島大会」の誘致（再掲）
開催
（R4)

「全国女性消防団員活性以下徳島大会」を誘致し、開催する。

37

Ｐ

目標
修正

地域高規格道路阿南安芸自動車道（桑野道路）の整備
工事促進中

（R4)

救助・救急、医療活動や救援物資の輸送を確保するため、高規格道路阿
南安芸自動車道の整備を促進する。

33

重要業績指標 目標（案） 取組内容

重要業績指標 目標（案） 取組内容 Ｐ
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２－５）医療施設及び関係者の絶対的不足・被災、支援ルート、エネルギー供給の途絶による医療機能の麻痺

40

現況 －　(Ｒ3) 目標 － (新規)

現況 9件（H30） 目標 30件 (R4)

２－７）劣悪な避難生活環境・トイレ環境、不十分な健康管理による多数の被災者の健康状態の悪化・災害関連死の発生

現況 264人 (H30) 目標 370人 (R4)

Ｐ

目標
修正

「快適避難所運営リーダーカード」交付者数（累計）
410人
（R４）

災害時の避難所において、良好な生活環境に配慮した運営体制づくりを
行うため、避難所運営リーダーを養成する。

44

重要業績指標 目標（案） 取組内容

重要業績指標 目標（案） 取組内容 Ｐ

目標
修正

エコカーを活用した給電に関する啓発活動の実施数（累計）
40件
（R4)

次世代エコカー（ＥＶ、ＦＣＶ、ＰＨＶ等）の蓄電・発電機能が災害時の非常
用電源として有効活用できることについて、広く県民の理解を深めるた
め、イベント等において普及啓発活動に努める。 42

新規

（P40「災害医療体制の構築」に３つめの項目を追加）
○災害時に医療活動を継続させるため、医療機関に対し施設の浸水対策や非常用自家発電、給水設備の整備に要する費用を支援する。

医療施設に対する浸水対策、非常用自家発電及び給水設備整備の支援
推進
（R4)

県内の医療機関に対し、医療施設の浸水対策や災害に伴うインフラ途絶
時に診療継続を可能とする非常用自家発電、給水設備の整備に要する
費用を支援する。（医療施設耐災害性強化対策事業） 40
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３　必要不可欠な行政機能は確保する

現況 9件（H30） 目標 30件 (R4)

６　ライフライン、燃料供給関連施設、交通ネットワーク等の被害を最小限に留めるとともに、早期に復旧させる

現況 9件（H30） 目標 30件 (R4)

７　制御不能な複合災害・二次災害を発生させない

７－３）沿線・沿道の建物倒壊に伴う閉塞等による交通麻痺

現況 1068戸（H30） 目標 1600戸 (R4)

３－１）警察機能の大幅な低下による治安の悪化、社会の混乱
３－２）行政機関の職員・施設等の被災による機能の大幅な低下や災害対応への習熟度不足による初動対応の遅れ

Ｐ

目標
修正

老朽危険建築物（空き家等）除却戸数（累計）（再掲）
2200戸
（R4)

地域の防災力の向上を図るため、市町村が行う老朽化した空き建築物
の除却を支援する。

70

重要業績指標 目標（案） 取組内容

Ｐ

目標
修正

エコカーを活用した給電に関する啓発活動の実施数（累計）（再掲）
40件
（R4)

次世代エコカー（ＥＶ、ＦＣＶ、ＰＨＶ等）の蓄電・発電機能が災害時の非常
用電源として有効活用できることについて、広く県民の理解を深めるた
め、イベント等において普及啓発活動に努める。 61

６－１）電源供給ネットワーク（発変電所、送配電設備）や都市ガス供給、石油・ＬＰガスサプライチェーン等の長期にわたる機能の停止

重要業績指標 目標（案） 取組内容

Ｐ

目標
修正

エコカーを活用した給電に関する啓発活動の実施数（累計）
40件
（R4)

次世代エコカー（ＥＶ、ＦＣＶ、ＰＨＶ等）の蓄電・発電機能が災害時の非常
用電源として有効活用できることについて、広く県民の理解を深めるた
め、イベント等において普及啓発活動に努める。 49

重要業績指標 目標（案） 取組内容
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８　社会・経済が迅速かつ従前より強靱な姿で復興できる条件を整備する

現況 392施設（H30） 目標 511施設 (R4)

８－２）地域コミュニティの崩壊、復興を支える人材等の不足、より良い復興に向けたビジョンの欠如等により復興できなくなる事態

現況 0人　(H30) 目標 59人 (R4)

重要業績指標 目標（案） 取組内容 Ｐ

目標
修正

ＴＥＣ－徳島ドローン部門登録者数（累計）
70人
（R4)

災害時に被災箇所の円滑な調査・復旧を進めるため、小型無人機・ド
ローンの新たな活用策の研究・検討や精通した技術者の育成を行う。

77

Ｐ

目標
修正

老朽化対策に着手した施設数（排水機場､橋梁､トンネル､都市公園､港湾
施設､漁港施設）（累計）（再掲） 689施設

（R4)

老朽化した橋梁，トンネル，河川施設排水機場，都市公園，港湾施設岸
壁，漁港施設岸壁等の修繕に着手する。

75

８－１）大量に発生する災害廃棄物の処理の停滞により復旧・復興が大幅に遅れる事態
８－４）貴重な文化財や環境的試算の喪失、有形・無形の文化の衰退・損失
８－５）基幹インフラの損壊により復旧・復興が大幅に遅れる事態

重要業績指標 目標（案） 取組内容
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●横断的分野の推進方針

リスクコミュニケーション分野

現況 3010人（H30） 目標 3800人 (R4)

人材育成分野

現況 3010人（H30） 目標 3800人 (R4)

現況 －　(H30) 目標 開催 (R3)

現況 0人　(H30) 目標 59人 (R4)

長寿命化対策分野

現況 392施設（H30） 目標 511施設 (R4)

Ｐ

目標
修正

「全国女性消防団員活性化徳島大会」の誘致（再掲）
開催
（R4)

「全国女性消防団員活性以下徳島大会」を誘致し、開催する。

81

目標
修正

老朽化対策に着手した施設数（排水機場､橋梁､トンネル､都市公園､港湾
施設､漁港施設）（累計）（再掲） 689施設

（R4)

老朽化した橋梁，トンネル，河川施設排水機場，都市公園，港湾施設岸
壁，漁港施設岸壁等の修繕に着手する。

83

目標
修正

ＴＥＣ－徳島ドローン部門登録者数（累計）（再掲）
70人
（R4)

災害時に被災箇所の円滑な調査・復旧を進めるため、小型無人機・ド
ローンの新たな活用策の研究・検討や精通した技術者の育成を行う。

82

重要業績指標 目標（案） 取組内容

目標
修正

防災士登録者数（累計）（再掲）
4,800人

（R4)

地域の防災リーダーとなる防災士を養成することにより、地域防災力を支
える人材を確保する。

81

重要業績指標 目標（案） 取組内容 Ｐ

重要業績指標 目標（案） 取組内容 Ｐ

目標
修正

防災士登録者数（累計）（再掲）
4,800人

（R4)

地域の防災リーダーとなる防災士を養成することにより、地域防災力を支
える人材を確保する。

80
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