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１．本提言（素案）について

２．地震・津波対策について

□ 本提言（素案）の要点

(1) 行政機能（災害対策本部機能）の確保

(2) 情報収集・整理・伝達

(3) 津波避難誘導等

(4) 物資の備蓄・調達・輸送

(5) 避難所の確保・運営

(6) 地域防災力の向上

(7) 防災教育

(8) 被災区域の防犯・治安維持等

(9) 遺体の埋葬等

(10)廃棄物の処理

(11)液状化対策

【応急対策】
【応急対策】
【応急対策】
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【応急対策】
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【応急対策】
【災害予防】



本提言（素案）について

１

○東日本大震災では、地震・津波による甚大な被害、広域にわたる被災地域、中・長期に
わたる災害対応という特徴があった。さらに、原子力発電所の被災による原子力災害も発
生した。

○長崎県においては、東日本大震災により明らかになった問題点や課題等を整理し、離島
が多く、入り組んだ長い海岸線をもつという特性を踏まえて、地震・津波対策や原子力災害
対策を検討し、それを受けて適切に長崎県地域防災計画を見直していく必要がある。

○本見直し検討委員会では、第１回検討委員会での想定地震・津波の考え方の整理をもと
に被害想定の検討を行うこととしているが、できるだけ早く地域防災計画見直しに着手する
必要があるとの認識のもと、国による新たな地震・津波による被害想定を待たずに東日本
大震災の教訓を踏まえ、主に災害予防と応急対策の観点から見直すべき重点事項とその
方向を提言（素案）としてとりまとめたものである。

○東日本大震災の被災や復旧・復興の状況、新たな防災対策などについて、調査・研究が
進められているので、それらを踏まえて、引き続き適切に計画の見直しを行っていく必要が
ある。



○初動体制充実、県庁本館被災時の予備施設の検討、情報システムの構築
○市町業務継続計画策定、市町支援を見込んだ県の初動体制、県・市町間の支援手順準備
○企業事業継続計画の作成促進、県は応援協定締結企業の事業計画を把握して対応
○情報収集・整理・伝達機能の位置づけ強化、体制（情報担当部署）の充実
○災害時情報担当者の指定等情報担当部署の即応性強化
○情報担当部署に全ての収集情報を即座報告、集約発信できる仕組みの整備
○電源の多重化・発電機燃料確保の方策、ホームページのバックアップサーバの設置検討
○ハザードマップの作成・周知、避難情報は避難の引き金となるよう工夫、情報伝達手段充実
○地震津波の想定を踏まえて避難場所等を点検、適切な立地に一時避難場所を確保
○それぞれの状況に応じた要援護者の避難支援の仕組み・体制を整備
○流通備蓄と現物備蓄の特性を考慮、離島等では現物備蓄に重点を置き緊急物資を確保
○緊急物資（救援物資を含む）の情報・輸送・配布を一元的に管理・運営する体制の充実
○緊急輸送路ﾈｯﾄﾜｰｸの強化、給油設備をもつ物資輸送拠点、救援物資受入拠点の整備
○避難所としての学校施設の整備、要援護者受入れ設備・体制を整えた福祉避難所の整備
○地域の実情に即した避難所運営のあり方の検討が必要
○プライバシーの確保や設備の設置等生活環境の確保、健康管理・ﾒﾝﾀﾙｹｱ実施体制の整備
○自主防災組織の育成の充実（県・市町による働きかけ強化、結成・活動への支援）
○県・市町連携して地域防災リーダー育成の取組み充実
○自主防災組織・自治会、ボランティアセンター、ボランティアの連携のあり方を協議・調整
○津波避難の観点からの防災教育の推進、具体的かつ実践的な避難訓練の実施
○学校では、小中高校と発育段階に応じた防災教育プログラムの開発・実施
○防犯パトロール活動の実施、地域住民の防犯活動への情報・用品提供などによる支援
○ペットの保護・飼育対策の充実、避難所へ同行避難したペットの収容・飼育場所の設置等
○市町域を超えた遺体の広域的火葬の体制・仕組みの検討・整備
○がれき仮置き場の事前選定、災害時の用地確保と適正な管理
○有害廃棄物の保管状況の把握・適正処理
○住宅・宅地の液状化に関する情報提供、液状化危険度マップの作成・周知

(1)災害対策本部

(2)情報収集・伝達

(3)津波避難誘導

(4)物資備蓄・輸送

(5)避難所

(6)地域防災力

(7)防災教育

(8)防犯・治安維持
等
(9)遺体の埋葬等
(10)廃棄物処理

(11)液状化対策

本提言（素案）の要点

２



３

（1）行政機能（災害対策本部機能）の確保

１）県災害対策本部機能の確保

大規模な災害時における県・市町の対応は、平常時とは異なる業務内容を、異なる体制下で、活動できる職
員の減少、インフラの制約や県・市町庁舎の被災という状況下で実施するという特異性があり、その中で、情
報収集・分析を行い、対策を立案し、関係部署間の調整のもと実行していくことが必要

○初動期の対応業務を検証、人員の効果的運用ができる体制と指揮命令系統の明確化を検討する必要
○時間経過による業務内容の変化に対応できる体制・手順を定めておく必要
○県と消防、警察、海上保安部、自衛隊等との総合的調整の仕組みを整備することが望ましい
○重要業務の速やかな再開・継続のための県業務継続計画を策定する必要

①災害対策本部の業務推進体制の構築 ○応急対策推進のための初動体制の充実を図る必要

○県庁本館が被災した場合に対応するため、予備の施設の検討や電子システムの構築を図る必要
○大規模災害時に必要な県及び応援の人員等を収容できるスペースの確保と資機材の配備を検討する必要

②災害対策本部の空間・機能の確保

２）市町の災害対策本部機能の喪失・低下時の対応

①市町災害対策本部機能確保 ○市町は、大規模災害発生時に備えて、市町業務継続計画を策定する必要

○県は、市町への人員派遣、資機材提供等の支援を見込んだ初動体制を整備しておく必要
○県は、市町間の災害時相互応援協定の締結を促進、県・市町間で災害時支援の実施手順を定めておく必要

②県・県内非被災市町等からの支援のあり方

３）行政に準じる団体等の業務継続体制

①行政に準じる団体の業務継続体制

○県は、災害時に企業が果たす役割を踏まえ、企業の事業継続計画作成を促進する必要
・特に、応援協定を締結している企業については強力に作成を促進し、その内容を把握しておく必要

②企業の事業継続体制
○県は、災害応急対策等に役割を果たす組織・団体等の業務継続等に向けて、支援を行う必要
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（２）情報収集・整理・伝達

１）情報の収集・整理・伝達の体制の整備 【県・市町】

地震・津波等の大規模な災害では、情報通信インフラの多くが被災し機能不全に陥る状況下で、県・市町や
関係機関相互の通信連絡体制を整備し、被災者等へ必要かつ正確な情報伝達を行うことが必要

○災害対策本部での情報収集・整理・伝達機能の位置づけの一層の明確化、体制の充実を図る必要
○災害時情報担当者を指定、発災後即座に配置・機能できる体制（情報担当部署）を確立しておく必要
○収集した災害関連情報は全て情報担当部署に即座に報告され集約・発信できる仕組みとしておく必要

２）情報の収集方策の充実 【県・市町】

○必要とされる情報を発災後の時間経過に沿って整理しておき、速やかに行動に移せるようにしておく必要
○被災地情報収集方策の点検・充実、ツイッター等の手段や企業からの情報の活用も検討する必要

３）情報伝達・提供方策の充実 【県・市町】

○被災者や災害支援者に必要な情報を伝達するために、報道機関への定期的情報発信、ホームページの災
害情報ページの早期立ち上げにより、状況の変化に対応した情報提供を行う必要（情報担当部署は、災害支援
者への情報を収集整理し、伝達の手順・方法は関係機関と調整し定めておく必要）

４）情報通信手段の確保

①既存の情報通信機能の防災対策

○県・市町等は、停電の長期化に備え、非常用電源の多重化や発電機の燃料確保の方策を講じておく必要
○県は、ホームページのバックアップサーバを県北等同時に被災しないエリアへの設置を検討する必要

○情報通信インフラの復旧状況を踏まえ、多様な手段で情報伝達・提供を行う必要
（携帯電話での通信、ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ、ﾂｲｯﾀｰ、対面や掲示での情報提供を一元的に行える窓口設置等の検討）

○活用できる情報通信手段を確認、衛星携帯電話や災害優先携帯電話などを充実する必要
②電話等通常の情報通信インフラが不通の場合の情報通信手段の確保 【県・市町】

③住民等への情報伝達・提供手段の確保 【県・市町】
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（３）津波避難誘導

１）津波避難に係る警報等の情報の伝達

津波災害については、地震発生直後の避難行動のあり方が人命を左右することとなることから、津波避難誘
導のあり方を検討する必要

①ハザードマップの作成・周知 ○ハザードマップの作成、その性格と限界についての理解向上を図る必要

○津波警報や避難指示等は、簡潔・明確なものとし、津波防災教育と連携させてその意味の周知を図り、避難
行動の引き金となるよう工夫する必要
○地理不案内な観光等来訪者には避難方向・場所の情報が必要であり、市町は、情報内容等を検討する必要

②伝達する情報の内容の改善

③避難指示等の発令体制の充実 ○市町長は、迅速に避難指示等を行えるよう発令基準の整備を図る必要

○津波警報は、屋内外で活動、自動車で移動中の人に伝達できるよう多重・多様な手段を確保する必要
（防災行政無線やテレビ、ラジオ等に加え、情報通信技術の進展を踏まえ、情報の伝達手段を充実）
○市町は、観光施設等へ防災行政無線の個別受信器の設置を促進、情報伝達の確実性を高める必要

④情報の伝達手段の充実

２）避難場所・避難路の確保・整備 【市町】

○新たな地震・津波の想定を踏まえて、避難場所・避難経路の安全性を点検、必要な対応を行う必要
○津波浸水が想定されるエリアから短時間で避難可能な立地に一時避難場所を確保する必要
○一時避難場所・避難路は、案内板等により表示し、日頃から、周知徹底を図ることが重要

３）要援護者の避難支援

○要援護者の避難は近隣の人が支援することが望ましく、事前に要援護者を把握、役割分担をしておく必要
①要援護者の地域での避難支援のあり方

○市町が中心となって対応する必要があり、対象地区を把握し、避難支援の仕組みを整備しておく必要
②高齢者のみの居住地区における要援護者の避難支援のあり方

○津波浸水想定エリアの施設は、避難方法を検討、ＮＰＯ等の協力で避難実施できる体制を構築する必要
③病院・社会福祉施設への入院・入所者の避難支援体制の確保
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（４）物資の備蓄・調達・輸送

１）物資の備蓄・調達

被災地域が広域に及ぶ大規模な災害では、物流機能の低下、企業の被災による物資供給力の低下などに
より、食料や生活物資の供給が停滞することが想定され、物資の備蓄・調達・輸送について検討する必要

○緊急物資の備蓄について、流通備蓄と現物備蓄それぞれの特性を考慮する必要
○離島・山間部等交通遮断の恐れがある地域では、現物備蓄に重点を置いて緊急物資の確保を図る必要

①備蓄・調達の基本的考え方

○災害時の重要物資は、県・市町が調整してそれぞれの備蓄品目と備蓄量を定め、備蓄の充実を図る必要
②備蓄物資の種類・数量

○県は、離島の存在など県の地理的特性を踏まえ、災害時に市町の要請等により備蓄物資を市町に円滑に
配布できる仕組みづくりの検討に着手すべき

③備蓄品の確保

３）救援物資の受入れ

○県は、変化する物資へのニーズを把握、支援を要請、分配・支給するための体制・仕組みを検討する必要
①救援物資の要請・分配

○県外からの救援物資の受入れ拠点を陸路・海路の交通アクセスに優れた立地に開設することが望ましい
②救援物資の受入れ・集積場所の確保

○備蓄物資や救援物資の輸送は、さらなる応援協定の締結などにより円滑な実施に努める必要
③輸送・分配・支給体制

２）備蓄品等の輸送の方策

○必要な物資の情報を把握、緊急物資の輸送・配布を一元的に管理・運営する体制の充実を図る必要
○県は、緊急輸送路として役割が大きい高規格幹線道路、地域高規格道路等のネットワーク強化を図る必要
○県は、ＳＡやＰＡ、道の駅の活用などにより、給油設備を有する物資輸送拠点を整備する必要
○県は、県所有船の活用、海保・海自への支援要請等により、離島への緊急物資の輸送を確保する必要
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（５）避難所の確保・運営

１）避難所の確保

被害が甚大で被災地域が広域にわたる災害では、避難者は膨大な数にのぼり、また避難期間は長期にわた
ることとなることを踏まえ、避難所の確保・運営について検討する必要

○小中学校等の学校施設は、避難所としての利用も想定した地域の防災拠点として施設整備等を行う必要
・居室・就寝スペースに加え、共有スペースを確保し、防災拠点として必要な機能も整備しておく必要
・県及び市町は、避難所の使用範囲や使用方法等を施設管理者と協議、学校教育との調整を図る必要

①避難所としての学校施設の活用

○避難者を収容困難な場合に備え、民間施設の避難所としての活用を検討し、受入れ体制の整備が必要
②避難所としての民間施設の活用 【市町】

○一般避難所では生活が困難な要援護者を受け入れる設備や体制を整えた避難所を分散して設置する必要
③福祉避難所の設置 【市町】

○事前に応急仮設住宅建設予定地を選定し、施設管理者や土地所有者等と調整しておく必要
④迅速な応急仮設住宅の確保 【市町】

３）避難者の生活環境の確保

○市町は、一定のスペースやプライプライバシーの確保、設備の設置など生活環境の確保に配慮する必要
○避難所外にいる要援護者も食料・物資や情報の提供、移送などの支援が受けられるようにする必要

①避難者の生活環境の確保

○長期にわたる避難生活による避難者の健康状態の悪化、インフルエンザの流行、ストレス障害などの問題が
生じないよう、県・市町は、健康管理・メンタルケアを定期的に行う体制を整備する必要

②避難者の健康管理・メンタルケアの実施体制

２）避難所の運営体制

○地域の実情に即した避難所運営のあり方の検討が必要
○市町は、避難所の運営状況や課題を一元的に把握、適切な対応ができる本部機能を整備することが必要
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（６）地域防災力の向上

１）自主防災組織の育成

平常時の防災準備、災害発生時の避難誘導、救出・救護等の対応には、地域の実情を把握し、人的ネット
ワークが形成されている地域が果たす役割が大きいことを踏まえて、地域防災力の向上を図ることが必要

○県は、自主防災組織の必要性の周知、市町の取組みの支援、自主防災組織の結成の支援等によりその
結成を促進する必要
（県・市町は、連携して、自主防災組織に関する知識の普及・啓発のため、広報紙の活用のほか、学習会
等の開催を継続して実施する必要）

２）地域防災リーダーの育成

①自主防災組織の結成

○県・市町は、必要に応じて、自主防災活動への技術的・資金的な支援を行う必要
○県・市町は、公的機関を活用して自主防災組織が訓練等を行える体制整備などを検討する必要

②自主防災組織の活動への支援

○県・市町は、連携して地域防災リーダー育成の取組みを充実する必要
○地域防災リーダーの育成は、地域振興・防災部局と社会教育関係者が連携し、事業所を含む各種団体に
おいて防災に精通した人材を幅広く育成することが重要であり、リーダー育成講座等を充実させる必要
○地域防災リーダー間で相互に情報を共有し活動を実施できるような体制の整備が必要

３）地域の様々な団体との連携

○様々な組織・団体は、日頃からネットワークの構築、団体間の相互支援について認識の共有化を図る必要
①学校や公民館、青少年団体、福祉団体、民間企業と連携した地域防災

○自主防災組織・自治会等が、住民のニーズとボランティアのマンパワーをつなぐ役割を明確にし、市町やボ
ランティアセンターとの連携のあり方をあらかじめ定めておく必要

②ボランティアと連携した地域防災



９

（７）防災教育

１）防災教育に共通する事項

災害にあたって、個々人が的確な判断により適切な行動をとることができる能力を身につけることが重要で
あり、知識が実際の行動につながるよう、防災教育のあり方を検討する必要

○地震・津波に対しては「何を措いてもまず高いところへ避難する」という原則を徹底することが重要
○地域の地震・津波の危険性、過去の津波の教訓などの教育を継続的・定期的に実施することが重要
○県は、教育プログラムの開発、研修会等の開催、専門家派遣等を市町と協力して実施する必要

２）学校等における防災教育

①津波避難の原則の徹底

○具体的かつ実践的な避難訓練とし、状況判断を行いながら避難行動を行う能力向上を図ることが重要
②津波避難訓練 ○避難訓練は、地域、学校、事業所が連携して実施することが望ましい

①教職員に対する教育 ○児童・生徒を誘導する教職員の防災知識・指導力の向上を図る必要
②児童・生徒に対する教育 ○小中高校と発育段階に応じた一貫した防災教育プログラムの検討・実施が必要
③社会教育を通じた防災に関する啓発 ○ＰＴＡ、女性・青少年団体等への防災に関する啓発の充実が必要

３）地域における防災教育

○住宅の耐震化、家具等の固定、非常用備蓄、家族の連絡体制・避難場所の確認などの普及・啓発が必要

４）事業所における防災教育

①家庭での防災教育

○様々な機会に避難場所・避難路等を確認・共有する等、自ら防災活動を行う重要性を周知啓発する必要
②町内会、自主防災組織等による防災教育

○事業所は、従業員が適切な行動をとれるように、災害時の役割と行動など、定期的に教育を行う必要
①従業員への防災教育

○事業所や観光施設等は、来訪者・観光客等を適切に避難誘導できるよう従業員の教育を促進する必要
②訪問者・観光客の避難誘導方策
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（８）被災区域の防犯・治安維持等

１）被災区域の防犯・治安維持

大規模な災害では、長期にわたって多くの住民が避難することに伴う地区内の在住者の大幅な減少等によ
る治安の悪化等への対応、被災した家畜の保護収容や飼育管理、被災者が飼育するペット対策などが必要

○県警察は、各種犯罪の防止、被災者の治安に対する不安感の払拭、要援護者が犯罪被害に遭う不安の
解消のため、パトロール活動の推進、相談しやすい環境整備等を行う必要

①被災地等におけるパトロール活動

○県警察は、被災地において発生しがちな犯罪の取締まりを重点的に行い、社会秩序の維持に努める必要
②重点を指向した各種犯罪の取締まり

○県警察は、ボランティアと連携したきめ細かい警戒活動の実施のため、パトロール用品の提供、合同での
警戒活動の実施等の支援を行う必要
○県警察は、地域住民等による自主防犯活動実施に向けて、安全確保にとって必要な情報提供を行う必要

③地域住民と連携した防犯活動

２）家畜、ペットに対する対策

○県は、被災した家畜の保護収容、飼育管理等について、市町・関係機関と連携し必要な対策を行う必要
・県：市町からの飼料確保の要請により必要な対応、家畜伝染病等を予防するため衛生対策を実施
・市町：安全な場所への家畜の避難を指導、死亡獣畜を適正に処理
○原子力災害が発生した場合、県は、市町等と連携し、必要な対策を実施

①家畜対策

○県・市町は、関係団体やボランティアと協力し、飼い主と離れたペットの保護・飼育の対策を講じる必要
○飼い主が避難所に同行避難したペットについて、県は、市町と協力して、ペットの収容・飼育場所の設置、
飼育のルールの明確化、保護施設への受入れの調整を行う必要
○原子力災害が発生した場合、県は、市町、関係団体やボランティアと協力し、ペットの保護、ペットの放射
性物質の検査・除染、保護施設への受入れ調整を行う必要

②ペット対策
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（９）遺体の埋葬等

１）遺体の広域的な火葬

多数の犠牲者が発生し、被災市町では火葬場の能力不足等により、十分な火葬ができない状況になった
場合は、県内の非被災市町等の施設を使用して、できるだけ速やかに火葬による埋葬を行うことが必要

○市町域を超えた遺体の広域火葬の体制・仕組みの検討・整備が必要
（市町からの支援要請、県内非被災市町への支援要請・調整等の一連の手順を定めておく必要）
○遺体安置所・必要な資機材の確保が必要
（県は、遺体安置所の確保、必要な資機材確保の方法を定め、支援要請に対応できるようしておく必要）

２）遺体の広域搬送

○県は、遺体搬送車両は緊急通行車両として取り扱われるよう関係機関と協議・調整する必要
○交通網の遮断に対応して、自衛隊・警察等の車両、状況によってはヘリコプターによる遺体搬送も検討
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（１０）廃棄物の処理

１）公民の連携による廃棄物の処理体制

地震・津波等の災害により膨大な量の廃棄物が発生し、その中には有害廃棄物が含まれる場合がある。災
害廃棄物の迅速・適正な処理が必要

○県・市町は、関係団体との連携を図り、広域的な支援体制の確保と迅速・適正な廃棄物処理を図る必要

２）有害廃棄物に対する対策

①関係団体との連携による処理体制

○市町は、がれきの仮置き場の候補地をあらかじめ選定、災害発生時には仮置き場の用地確保を行う必要
○火災発生防止、作業時の安全確保など仮置き場の適正管理を行う必要
○被害が甚大で市町自らの処理が困難な場合は、県が廃棄物処理を行うことを検討

②仮置き場の確保・運用

○県・市町は、ＰＣＢ等の有害廃棄物について、保管等の状況を把握しておく必要
①有害廃棄物の保管状況の把握

○市町は、有害廃棄物は他の廃棄物と分別し、生活安全上の支障がないよう仮置き場に保管する必要
○災害時の有害廃棄物は、県が具体的な処分方法を明示し、適正処理を行う必要

②分別・適正処理等の対策
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（１１）液状化対策

１）住宅・宅地に対する対策

東日本大震災では、地震に伴う地盤の液状化現象が関東地方を中心に広範囲に発生し、住宅・宅地や道
路等の公共インフラなどに大きな被害が生じた。現在、国では液状化対策の技術的検討が進められている
ところであるが、県においても適切な対応が必要

○県・市町は、所有者・建築主が適切な判断をできるように、宅地の液状化に関する知識の普及・啓発、地
域ごとの液状化の危険度、地盤調査や対策工事の手法等についての情報提供を検討する必要
○各地域の液状化の危険度は、液状化危険度マップにより周知を図る必要
・想定される複数の地震による液状化危険度を重ね合わせた最大危険度を表示することが望ましい
・液状化危険度マップは各地域の傾向を示すもので、地質の状況により敷地ごとにはマップとは異なる場
合があることを誤解がないよう示す必要
○戸建て住宅の敷地内の液状化に関しては法による規定がなく、地盤調査や対策工事は建築主の自己責
任において判断することとなっていることを周知する必要
○県・市町は、地震時の大規模盛土造成地での地すべり、斜面地の古い石垣の崩壊など、宅地の安全性に
関する調査や対策のあり方の検討を進める必要

２）公共インフラに対する対策

○道路等公共インフラの液状化に対する対策については、現在、国土交通省等国において各施設の特性を
踏まえた技術基準の検討が行われているので、県は、その結果を踏まえ、対応を検討する必要


