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地域防災計画の見直し提言について 

 

東日本大震災は、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。 

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地理的特性を踏まえて、地震・津波対策を検

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。 

本提言は、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、

国の新たな地震・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、主に地

震・津波に係る災害予防と応急対策の観点から見直すべき事項とその方向を提言としてと

りまとめたものである。 

なお、南海トラフで想定される巨大地震においては、長崎県以外により甚大な被害をも

たらすことが考えられるため、長崎県における災害対策を実施する一方で、県外の被災自

治体への災害支援についても配慮する必要がある。 

また、原子力災害については、避難計画を中心とする原子力災害対策暫定計画を早急に

策定する必要があるため、地震・津波に係る災害対策と切り離して議論した。しかしなが

ら地震・津波対策と原子力災害対策には共通する事項も多いので、原子力災害対策に係る

計画の見直しは、本提言も踏まえて行う必要がある。 

東日本大震災の被災や復旧・復興の状況、新たな防災対策等について、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。 
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地震・津波対策について 

 

 

 

大規模な災害時における県及び市町の対応は、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、場合によってはインフラの制約や県・市町の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求められる。 

このことから、県の災害対策本部機能の確保、市町の災害対策本部機能の喪失・低下時の対応、さ

らには行政に準じる団体や企業の事業継続体制について、次のような観点から、計画の点検・充実を

図る必要がある。 

 

１）県災害対策本部機能の確保 

①県災害対策本部の業務推進体制の構築  

○ 県は、災害対策本部の効果的な班編成及び任務付与、本部設置の場所の確保・充実等、応急対

策推進のための初動体制の充実を図る必要がある。 

○ 災害対策本部編成について、県は、特に大規模災害の発生災直後の初動期において緊急的に対

応すべき業務を検証するとともに、限られた人員を効果的に運用できる体制と指揮命令系統の明

確化について検討する必要がある。 

○ また、あらかじめ災害対策本部の業務内容を具体的に明確化すること、関連する業務内容の相

互連携を図るための共通スケジュール等を作成することなどの準備をしておくことが重要である。 

○ 県は、時間の経過とともに必要となる業務内容の変化に、適切に対応できるような効率的な災

害対策本部の体制とそのための手順をあらかじめ定めておく必要がある。 

○ 大規模な災害において、県（災害対策本部）と消防、警察、海上保安部、自衛隊等の関係機関

が災害時の救出・救助、情報収集、物資輸送等において、共通の認識と方針に基づき効率的に活

動できるように総合的調整を図る仕組みを整備することが望ましい。 

○県は、災害発生時に速やかに重要な機能を再開し、業務を継続するための業務継続計画（ＢＣＰ）

を策定する必要がある。 

 

②県災害対策本部の空間・機能の確保 

○ 県庁本館が被災し使用できない場合には、県災害対策本部が独立して機能できるよう、可能な

限り予備の施設等について検討しておく必要がある。この場合、県庁データ、ハード・ソフトウ

ェア、インターネット環境も合わせて代替できるシステムの構築を早急に図る必要がある。 

また、大規模災害時に必要とされる 小限のシステムについても選定することが必要である。 

○ 県は、災害対策本部設置の場所については、大規模災害時に必要な人員の収容及び応援の人員

受け入れを考慮し、事前にスペースの確保と資機材の配備を検討する必要がある。 

○長崎魚市跡地において建設が予定されている新県庁舎は、災害時に、防災拠点として、災害対策

本部の機能が十分に発揮できる施設として整備する必要がある。 

（１）行政機能（災害対策本部機能）の確保 
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③国・他県等からの人員、資機材の受入れのあり方  

  ○ 大規模災害発生時には、国の緊急災害対策本部の現地機関としての現地対策本部、自衛隊、消

防、警察等の応援派遣部隊の連絡要員の受入れも必要となることから、県はスペースの確保につ

いて、検討しておく必要がある。 

○ 県は、他県からの人員及び資機材等の受入れについて、全国知事会、九州知事会、関西広域連

合等の規定に基づいて早急に受入れできるように、あらかじめ担当者及び受入れ拠点の設定等、

受入れ体制を構築しておく必要がある。 

 

※通信手段の確保、情報発信手段の確保については、（2）情報収集・整理・伝達に合わせて記載 

 

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の確保 

○ 市町災害対策本部等、主要な行政施設が災害時に機能を発揮できるよう、地震・津波に対する

安全性を点検し、必要な対策を講じる必要がある。 

○ 大規模災害発生時には、平常時の人員と空間、データ、情報システム等の業務実施環境を前提

に業務を実施することは困難となる。 

このため、市町は、災害対策本部の業務推進体制を構築しておくとともに、災害応急対策とし

て実施すべき業務や災害時においても優先的に実施すべき通常業務を明確にし、市町業務継続計

画（ＢＣＰ）を策定する必要がある。 

 

②県からの支援のあり方 

○ 市町の対応能力を上回る規模の災害が発生し、市町の災害応急対策の実施に支障をきたす場合

は、県は、被災市町との連絡を密にし、人員派遣、資機材提供等の応急対策を迅速に実施する必

要があり、県は市町への支援を見込んだ初動体制を整備しておく必要がある。 

○ 県は、県単独では十分な支援を実施できない場合に、速やかに関係機関に支援要請を行うため

の手順や要請方法について、あらかじめ定めておく必要がある。 

 

③県内非被災市町からの支援のあり方 

○ 県は、被災市町からの支援要請事項を整理して県内非被災市町に支援要請を行うとともに、非

被災市町はそれに応じられるよう、速やかに応援体制の整備を行うものとし、あらかじめ県・市

町間での実施手順等を定めておく必要がある。 

○ 県は、市町間の災害時相互応援協定の締結促進を図るとともに、それらの状況を把握し、県内

市町間の支援の相互調整を図る必要がある。 

さらに、県内市町間の支援を迅速かつ円滑に行えるような仕組みについて、検討を行うことが

望ましい。 

 

④他県市町等からの支援受入れのあり方 

○ 市町は、国及び関係都道府県・市町村等との連絡を迅速かつ円滑に行うための連絡窓口の設置、

支援受入れのための活動拠点等の整備を図る（受援力の強化）必要がある。 
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３）行政に準じる団体等の事業継続体制 

①行政に準じる団体の事業継続体制 

○ 災害応急対策や災害復旧に役割を果たす社会福祉協議会、災害ボランティア推進本部等の組織 

・団体等の事業継続に向けて、県は、被災市町に準じた支援を行う必要がある。 

 

②企業の事業継続体制 

○ 災害時の物資の供給、輸送その他のサービスの提供を通じた災害応急対策及び災害復旧への役

割発揮の観点や経済被害を軽減し長崎県の経済活動の停滞を防止する観点から、企業の事業継続

は重要であるため、県は、企業の事業継続計画（ＢＣＰ）作成を促進する必要がある。 

○ 特に、県・市町が災害支援協定を締結している企業については、企業の事業継続が災害応急対

策の実施に直接関連することから、ＢＣＰの作成を強力に促進するとともに、県は、その内容を

把握し災害時の支援要請に活用できるようにしておく必要がある。 
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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り、特に災害対

応の初動期に情報の的確な発信や入手が困難となり、それに伴い混乱の発生や適切な活動の支障とな

る事態が生じる。 

通常の情報通信インフラが途絶する中で、県・市町の災害対策本部間、県及び市町と指定地方行政

機関や指定公共機関等との通信連絡体制を整備し、被災者等との間での必要かつ正確な情報収集・整

理・伝達する体制や仕組み等、次のような観点から計画の点検・充実を図る必要がある。 

 

１）情報の収集・整理・伝達の体制の整備 

○ 災害応急対策及び災害復旧を混乱なく円滑・効率的に実施するために、情報の収集・整理・伝

達が極めて大きな役割を果たす。 

県及び市町は、情報の収集・整理・伝達の機能について災害対策本部の中での位置づけをより

明確にし、体制の充実を図る必要がある。 

○ 県及び市町は、災害時の情報の収集・整理・伝達体制を迅速に機能させるために、あらかじめ

危機管理担当部局及び関係部署の災害時情報担当者を指定しておき、発災後災害対策本部の立ち

上げと同時に機能できるように、勤務時間外（夜間・休日等）でも速やかに配置できる体制（情

報担当部署）を確保しておく必要がある。 

○ 県及び市町の災害対策本部の各班や各部局が収集した災害関連情報は、全て情報担当部署に即

座に報告される仕組みとする必要がある。情報担当部署では、災害の被害と対策の状況を的確に

把握し、必要に応じて発信できるようにしておくことが重要である。 

災害時通信行動マニュアルの作成、災害通信訓練の実施等、平常時より非常時の情報収集・整

理・伝達の検証を行っておく必要がある。 

 

２）情報の収集方策の充実 

○ 地震発生直後には、地震情報、津波情報、被害情報、安否情報、交通情報、ライフライン情報

等が必要とされるが、時間経過とともに、医療情報、行政情報、生活情報、支援を求める情報、

さらには復興関連情報等が必要となっていく。 

このため、県及び市町は、必要とされる情報、収集すべき情報について、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がある。 

○ 県及び市町は、 悪の通信状況を想定し、現行の被災地情報収集方策の点検・充実を図る必要

がある。 

その際、県・市町や関係機関による情報収集だけでなく、ボランティア等と連携したツイッタ

ー等のコミュニケーション手段による情報収集や民間企業（事業所）からの情報収集等の活用も

検討する必要がある。この場合、不特定多数から広く収集した情報については正確性について検

証したうえで利用する必要がある。 

○ 個別事業者に関わる情報等の生活情報の収集・伝達は、放送、新聞等のマスメディアを活用す

ることが有効であることから、生活情報の収集・伝達におけるマスメディアとの連携について検

討する必要がある。 

（２）情報収集・整理・伝達 
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３）情報伝達・提供方策の充実 

○ 県及び市町は、災害発生直後の避難に関わる情報については、地域住民に迅速・的確な避難行

動を促すように明確・簡潔に伝達することが必要である。（（３）津波避難誘導に記載） 

○ 県及び市町は、被災者や災害支援者に必要な情報を伝達するために、報道機関へ定期的に情報

発信するとともに、ホームページ（パソコン、携帯端末向）の災害情報のページをできるだけ早

く立ち上げ、時間経過とともに変化する状況に対応した情報提供を行う必要がある。 

ホームページは利用者が求める情報を容易に探し出すことができるよう分りやすく構成する必

要があり、あらかじめ必要となる情報を想定して準備をしておく必要がある。 

○ 県及び市町は、救援・救護、医療等の支援で災害発生直後に地域に入った支援者に対した活動

のための的確な情報を提供するために、ホームページに災害支援者のための情報を掲載するとと

もに、ホームページ立ち上げまでは災害対策本部の情報担当部署が窓口となり、必要な情報を提

供する必要がある。 

このために、情報担当部署は災害発生直後の救援・救護、医療等の支援を要する場所と要支援

内容に関する情報を収集・整理するとともに、それを災害支援者に提供するための手順・方法等

を消防・警察等の関係機関と調整し定めておく必要がある。 

○ 県及び市町は、障害者、高齢者、外国人等の災害時要援護者への情報提供については、被災者

の情報入手手段が限定されることを踏まえ、視覚情報、音声情報、多言語による情報等、提供方

法に配慮した情報提供をする必要がある。 

○ 県外への避難者も復旧・復興状況や生活再建等に関する支援に係る情報を入手できるように、

県外避難者に対する情報伝達・提供の方法を検討する必要がある。 

 

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、市町及び指定地方行政機関並びに指定公共機関等は、大地震等の災害時には、情報通信の

設備・機器の損壊、サーバやネットワーク機器を稼働させる電力供給の停止という事態を想定し

て、県・市町の災害対策本部間、県及び市町と指定地方行政機関や指定公共機関等との通信連絡、

被災住民等への必要な情報の伝達を可能とする手段を確保しておく必要がある。 

○ 県、市町及び指定地方行政機関並びに指定公共機関等は、地震時の振動により、情報通信設備・

機器が落下・損壊しないよう対策を講じておく必要がある。 

また、停電時はインターネット・ホームページ等を含む情報通信手段はＵＰＳ(無停電電源装置)

によって障害を防ぐことはできるが、独自の非常用電源を有していないため、非常用発電機から

電力供給を受けない大多数の情報通信機器が機能しなくなる恐れがある。このような事態に対応

するために非常用電源の多重化や増量、非常用発電機の燃料確保の方策を講じておく必要がある。 

○ 県の重要な情報発信手段であるホームページが被災した場合の早期復旧のため、県は、県庁ホ

ームページのバックアップサーバ（災害情報ページを含む）を県北等同時に被災しないエリアに

設置することを検討する必要がある。 

 

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 

○ 通常の情報通信インフラが不通の場合は、防災無線、衛星電話等の活用等により災害対策本部

や行政・関係機関間の情報連絡を確保することが不可欠である。 
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県及び市町は、各地域の状況を踏まえ、活用できる情報通信手段を確認し、衛星携帯電話や災

害時優先携帯電話の増設・導入等、設備・機器を充実する必要がある。 

 

③住民等への情報伝達・提供手段の確保 

○ 県及び市町は、災害発生時の津波警報や避難勧告等の情報伝達については、多様・多重な手段

で情報伝達を行う必要がある。（（３）津波避難誘導に記載） 

○ 県及び市町は、災害発生直後の携帯電話の通信が輻輳している状況の中でも、携帯電話での通

信やホームページ、ツイッター等による情報提供の手段を確保する必要がある。 

○ 県及び市町は、災害発生後の時間経過による情報通信インフラの復旧状況を踏まえ、テレビ、

ラジオ、地域のコミュニティ放送、ワンセグ、パソコンや携帯電話によるホームページ、広報誌、

市町の同報系防災無線等により、情報伝達・提供を行う必要がある。また、避難所や県・市町の

出先機関に対面や掲示での情報提供を一元的に行える窓口の設置やコンビニエンスストアを災害

時の情報提供場所として活用するなどの体制を構築することが必要である。 
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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。 

このことから、津波避難に係る警報等の情報の伝達、避難場所・避難路の確保・整備、要援護者の

避難支援等について、次のような観点から計画の点検・充実を図る必要がある。 

 

１）津波避難に係る情報の伝達 

①ハザードマップの作成・周知 

○ 市町は、県や国の支援のもとに、想定地震・津波による浸水区域や浸水深を表したハザードマ

ップを作成し、その周知を図る必要がある。 

その場合、ハザードマップに示された 大クラスの津波の浸水区域でもそれを超える可能性が

あること、震災の状況を自ら判断し適切な避難行動をとるべきことをマップの説明に付記すると

ともに、防災教育等様々な機会を捉えて繰り返し伝え、ハザードマップの性格についての理解向

上を図る必要がある。 

また、各地点の標高を等高線により表した標高マップを作成し、自宅や勤務先等、自分のいる

場所の標高を把握し、地震・津波発生時に取るべき行動を確認するよう啓発を行うことや、津波

浸水の恐れのある地域にその地点の標高を表示した標識を設置して注意を喚起することも有効で

ある。 

 

②伝達する情報の内容の改善 

○ 津波による人的被害を軽減する方策は、地震が発生すれば、住民等避難を要する者は、情報や

指示を待つのではなく、迷うことなく迅速にできるだけ高い場所に避難し、まずは生命の安全を

確保することが基本である。 

東日本大震災では、地震後の大津波警報や避難指示等が必ずしも迅速な避難行動に結びつかな

い場合も多かったことを踏まえ、津波警報や避難指示等を伝達する情報の内容は、簡潔・明確な

ものとし、津波防災教育の内容とも連携させて、避難行動の引き金となるよう工夫する必要があ

る。 

○ 県及び市町は、津波防災教育による津波警報や避難指示等の意味と内容についての周知、ハザ

ードマップ等を活用した津波浸水の恐れのある地域の周知等、津波警報等の情報が避難行動に結

びつくような取組みを平常時から実施しておく必要がある。 

○ 海水浴場や海岸沿いで津波浸水の恐れのあるエリアにある施設等への観光等来訪者は、周辺の

地理に不案内なことを踏まえて、迅速な避難の必要性に加えて、避難方向・避難場所についても

的確な情報伝達が必要であり、市町は、伝達する情報の内容及び伝達方法について検討する必要

がある。 

 

③避難指示等の発令体制の充実 

○ 津波等が発生し危険が切迫した場合には市町長が避難勧告・指示を発令することとなっている。

市町長は、津波等による危険が切迫した場合に迅速に避難勧告・指示を行えるように、発令基準

の整備等、体制の充実を図る必要がある。 

（３）津波避難誘導等 
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④情報の伝達手段の充実 

○ 地震直後の津波警報については、屋内・屋外で活動している人、自動車や船舶で移動中の人に

確実に情報伝達できるよう多重・多様な手段を充実する必要がある。 

市町は、防災行政無線やテレビ、ラジオ、地域のコミュニティ放送等のほか、近年の情報通信

技術（ＩＣＴ）の進展を踏まえ、全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）、携帯電話（緊急速

報メールが有する一斉同報機能の活用検討等）、ワンセグ等、多様なメディアを活用し情報の伝

達手段の充実を図る必要がある。また、港湾、漁港等海岸部で活動する人等、防災行政無線等で

は情報伝達が十分ではないと考えられる場合には、地域の状況に応じて広報車等による情報伝達

を検討しておく必要がある。 

○ 市町は、地域住民以外の来訪者が多く利用する観光施設、宿泊施設への防災行政無線の戸別受

信機の設置を促進するとともに、施設管理者は、利用者への情報伝達の手段・方法をあらかじめ

定めておく必要がある。 

 

２）避難場所・避難路の確保・整備 

○ 東日本大震災においては、津波が想定していた規模よりはるかに大きかったため、市町村地域

防災計画に位置づけられた避難場所・避難所が津波浸水エリアとなった場合も生じた。 

市町は、新たな地震・津波の想定を踏まえて、既存の避難場所・避難経路の安全性を点検し、

必要な対応を行う必要がある。 

○ 避難場所・避難所には、災害発生直後に「緊急的・一時的に避難する場」という機能と「避難

生活を送る場」という機能があり、非常時の急を要する避難の際に地域住民が混乱しないように、

市町は、定義の明確化、用語の統一を図ったうえで周知する必要がある。 

○ 津波に対しては、緊急的・一時的に避難し生命の安全をまず確保する避難場所（一時避難場所）・

避難路の確保が重要であることから、市町は、想定される津波高、浸水深を考慮し、津波浸水が

想定されるエリアからできるだけ短時間で避難できるような立地に、一時避難場所を確保・整備

する必要がある。この場合、避難行動に時間を要する要援護者の避難に配慮する必要がある。 

○ 地形的条件や土地利用の実態等により適切な一時避難場所の確保・整備が困難な場合は、被災

しない構造・高さの建築物を避難場所として確保する必要がある。 

○ 市町は、一時避難場所・避難路については、地域住民等が容易に避難場所等を認識できるよう

に、その位置や方向を案内板等により表示するとともに、地震発生後に円滑・迅速に避難できる

ように、日頃から、津波避難訓練等を通じて、周知徹底を図ることが重要である。 

○ 一時避難場所に至る避難路については、階段、手すり、夜間照明の設置等、できるだけ短時間

に安全・円滑に避難できるような経路の確保・整備を図る必要がある。また、建築物の倒壊等に

より避難路の機能が阻害されないよう、避難路となる主要道路に接する建築物の耐震化を促進す

る必要がある。 

○ 避難路については、徒歩での避難を原則として確保・整備を図るが、各地域の実情により自動

車による避難を想定しておく必要がある場合は、避難車両の集中による渋滞、徒歩での避難者と

の輻輳による事故の発生等の問題が生じないよう警察等関係機関と避難経路の選定、避難誘導の

方法等を検討しておく必要がある。 
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３）要援護者の避難支援  

①要援護者の地域での避難支援のあり方 

○ 障害者、高齢者、傷病者、乳幼児等、自力では避難できない人の避難については、災害発生後

に即応した避難支援が必要となることから、近隣の人が支援して一緒に避難することが望まし

く、事前に要援護者を把握し、自治会や自主防災組織等で避難支援の役割分担や避難手段を決

めておくなどの対応が必要である。また、日本語が十分に理解できない外国人についても、事

前に把握し、同様の対応を行う必要がある。 

○ 市町は、障害者や高齢者等の要援護者の避難について自動車利用が必要な場合は、津波到達時

間を考慮して自動車での避難路・避難場所をあらかじめ明らかにしておく必要がある。 

 

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 

○ 高齢者のみの居住地区では、地域で要援護者の避難を支援することが困難であるため、市町が

中心となって対応する必要があることから、市町は、あらかじめ災害時に支援が必要な高齢者の

みの居住地区とその状況を把握・整理し、災害時に迅速に適切な対応ができるような仕組みを整

備しておく必要がある。 

 

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 

○ 病院・社会福祉施設における入院・入所者の避難は施設管理者が主体となって行い、必要に応

じて県・市町に支援要請を行うこととなっている。 

○ ハザードマップにより津波浸水の可能性のある施設は、想定される津波高・浸水深を踏まえて

入院・入所者の避難方法を検討し、当該施設の上層階への避難も含めて避難施設・経路を確認す

るとともに、必要に応じて避難施設管理者と受入体制や必要なサポート等について調整を図って

おく必要がある。 

○ 施設職員のみでは入院・入所者の避難を実施することが困難な場合は市町、自治会・自主防災

組織、ＮＰＯ等の協力を得て避難を実施できるよう体制を構築しておく必要がある。 

○ 施設の被災等により、一時避難後に転院・転所の必要となり当該病院・福祉施設では対応でき

ない場合は県及び市町は連携して、他施設への受入れ協力の要請等の支援を行う必要がある。 

 

４）帰宅困難者に対する避難支援 

○ 県及び市町は、交通機関の運行状況や道路の被災状況の情報の提供のほか、事業所に対して従

業員の無理な帰宅の抑制、事業所建物への在留者に対する食料や飲料水の備蓄、就寝場所の提供

等の支援を指導するとともに、協定の締結等により店舗等の施設に対して徒歩帰宅者への食料、

飲料水、トイレ等の提供等の支援を要請するなど、帰宅困難者に対する避難支援を行う必要があ

る。 

また、交通機関等の途絶により帰宅できない観光客等に対しても、観光施設等の管理者と連携

して、情報の提供、地域の避難所等への誘導、宿泊場所のあっせん等の支援を行う必要がある。 

 

５）防災関係職員・団員等の危険の回避 

○ 県及び市町は、防災対応や避難誘導にあたる者の津波による危険を回避するため、津波到達時

間を踏まえて防災対応や避難誘導に係る行動ルールを定め、関係する職員・団員等に周知・徹底



 

11 

 

を図る必要がある。 

○ 特に、護岸等に閉鎖施設を有する施設管理者は、津波避難等緊急を有する場合、閉鎖作業担当

者の人命を優先し、その時の状況に応じて閉鎖指示を行うことの妥当性を迅速に判断・伝達でき

るようにする必要がある。
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被災地域が広域に及ぶ大規模な災害では、道路等の被災、車両の燃料不足等により物流機能が大幅

に低下することに加え、物資等の供給元である企業の被災による供給力の低下等により、被災地への

防災資機材、食料や生活物資の供給が停滞することが想定される。 

これらの事態に対応するために、必要となる物資の備蓄・調達・輸送の方策について、次のような

観点から計画の点検・充実を図る必要がある。 

 

１）物資の備蓄・調達  

①備蓄・調達の基本的考え方 

○ 災害時には、物資の供給元企業の被災や道路等輸送路の被災等により、緊急物資の調達が困難

になる事態も想定されるため、飲料水、食料、生活物資、医薬品、防災資機材、燃料等の緊急物

資について、流通備蓄と現物備蓄それぞれの特性を考慮する必要がある。 

○ 離島・山間部等交通遮断の恐れがある地域については、現物備蓄に重点を置いて緊急物資の確

保を図る必要がある。 

 

②備蓄物資の種類・数量 

○ 災害時の重要物資（食料、生活物資）については、県及び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がある。 

○ 医薬品・衛生材料等の備蓄については、九州各県において統一化を図るなど相互支援を行いや

すい備蓄等のあり方を検討する必要がある。 

 

③備蓄品の確保 

○ 県は、入り組んだ地形、離島の存在等、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である。 

○ 津波浸水の恐れのあるエリアにおいては、県・市町の備蓄倉庫のほか、自主防災組織、自治会、

事業所等で緊急物資を備蓄している場合は、浸水の被害を受けない上層階等を保管場所とするよ

う点検・改善する必要がある。 

 

２）備蓄品等の輸送の方策  

○ 道路等の被災や燃料不足等により十分な輸送力を確保できない場合の輸送・配布を適切かつ効

果的に行うため、被災地域が必要とする情報を把握し緊急物資の輸送・配布を一元的に管理・運

営する体制の充実を図る必要がある。 

○ 県は、備蓄品等の輸送を円滑に行うために、交通規制に対応できるよう、公安委員会等関係機

関と協議・調整しておく必要がある。 

○ 県は、災害等の緊急時に緊急輸送路として果たす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の強化を図る必要がある。 

○ 県は、道路による緊急物資の輸送について、トラック協会との協定に基づき輸送手段を確保す

るものとし、緊急時の連絡手段途絶に備え衛星電話等の連絡手段の整備について検討する必要が

ある。 

（４）物資の備蓄・調達・輸送 
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○ 県は、サービスエリアやパーキングエリア、道の駅の活用等により、給油設備を有する物資輸

送拠点を整備する必要がある。 

○ 県は、離島への物資の輸送に、県所有船の活用、海上保安部や海上自衛隊への支援要請による

その艦船・ヘリコプター等での輸送等を検討し、 低限の緊急物資の輸送は確保する必要がある。 

○ 県及び市町は、交通及び通信の途絶により孤立状態にある被災者に対して、必要に応じて海上

保安部や自衛隊に支援要請を行うなどにより、食料、飲料水、生活必需品等を輸送・配布できる

ようにする必要がある。 

○ 県は、市町までの緊急物資の輸送手段及びルートを確保する必要がある。また、災害発生直後

の初動期においては、必要に応じて緊急物資を避難所に直接輸送するなど、被災者に確実に届く

ように配慮する必要がある。 

 

３）救援物資の受入れ  

①救援物資の要請・分配・支給  

○ 県は、被災後の時間経過によって変化する物資へのニーズを的確に捉え、全国に必要となる物

資の支援を要請し、的確に分配・支給するための体制・仕組みを検討する必要がある。 

この場合、全国からの問い合わせへの対応、不足する物資の把握や県ホームページ・マスコミ

を通じた発信、配分計画の管理等を一元的に行う必要がある。 

○ 避難所等における救援物資のニーズ把握や支給については、民間団体やボランティアと連携し

て、状況に即してきめ細かく行っていく必要がある。 

○ 被災直後に被災者に支給する救援物資については、被災者が生活するために 低限必要な物資

をセット化し供給するなど、避難所等での円滑な支給の方策も検討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 

○ 救援物資の受入れ拠点を広域からの交通アクセスに優れた立地で施設利用が可能な場所に開設

することが望ましい。この場合、物資情報管理、仕分け・分配・輸送を円滑かつ迅速に行うため

に、民間の物流事業者の専門知識、ノウハウ等を活用することも検討することが望ましい。 

○ また、海路よりの救援物資等の受入搬出もあることから、救援物資受入港湾・漁港も拠点とし、

岸壁背後に物資等の荷捌き、一次保管、二次輸送等を効率的に行うことが可能なオープンスペー

スを確保する必要がある。 
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避難所は、住家の損壊やライフラインの途絶等により、自宅での生活が困難になった人に当面の生

活の場を提供するものである。 

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、運営体制、避難者の生活環境の確保等について、

次のような観点から計画の点検・充実を図る必要がある。 

 

１）避難所等の確保  

①避難所としての学校施設の活用 

○ 小中学校等の学校施設は地域住民にとって もなじみのある施設の一つであり、その多くが市

町により避難所として指定されていることを踏まえ、学校施設をあらかじめ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がある。 

○ この場合、県及び市町は、学校施設の建築物の耐震化に加え、天井等非構造部材の耐震化を図

る必要がある。 

また、避難所としての一定期間の使用を想定して、居室・就寝スペースのほか避難所運営、救

援活動、避難生活等のための共有スペースを確保するとともに、防災拠点として必要な機能も整

備しておく必要がある。 

○ 学校施設の避難所としての使用が状況によっては長期に及ぶことを踏まえて、県及び市町は、

避難所としての使用範囲や使用方法等についてあらかじめ施設管理者と協議するなど、学校教育

の場としての役割との調整を図る必要がある。この場合、学校施設に対しては、救護所、遺体安

置室、救援物資集積所等様々な用途への利用が要請されることに配慮する必要がある。 

○ また、学校が避難所となった場合における、学校（教職員や児童・生徒）の対応マニュアル等

の整備・周知を合わせて行う必要がある。 

 

②避難所としての公共施設の活用 

○ 公民館、集会所、スポーツ施設、福祉施設等避難所として指定する公共施設の耐震化や防災拠

点としての一定の機能の整備を行う必要がある。 

 

③避難所としての民間施設の活用 

○ 避難所は学校、公民館や集会所、スポーツ施設、福祉施設等の公共施設を中心に指定すること

となるが、公共施設だけでは想定される避難者を収容しきれない場合に備えて、県及び市町は、

ホテル・旅館、保養所等の民間施設の避難所としての活用について検討し、受入れ体制を整備す

る必要がある。 

○ 被災者が指定避難所以外の施設等に避難した場合は、指定避難所への誘導を行うとともに、状

況に応じて避難所として指定する必要がある。 

 

④福祉避難所の設置 

○ 市町は、介護を要する高齢者、障害者、難病患者等、補助や介護を要し通常の避難所では生活

が困難な災害時要援護者を受け入れることができる設備や体制を整えた避難所を分散して設置す

（５）避難所の確保・運営 
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るとともに、要援護者の福祉避難所への誘導・移送等の方策について検討しておく必要がある。 

 

⑤広域避難への対応 

○ 災害が激甚で被災市町内に必要な避難所を設置することが困難な場合は、市町の要請を受けて、

県は隣接市町等と協議・調整し、避難所の設置等の対応をする必要がある。 

 

⑥迅速な応急仮設住宅の確保 

○ 大規模な災害においては、大量の応急仮設住宅の迅速な提供が求められるため、市町は、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の調整を行っておく必要があ

る。用地の選定に当たっては、浸水想定区域や土砂災害の危険のある区域に立地することのない

よう、災害に対する安全性に十分配慮して行う必要がある。 

○ 県及び市町は、状況に応じて、公営住宅等の公的住宅の空室を応急仮設住宅として活用すると

ともに、民間賃貸住宅や企業等の社宅・寮等を応急仮設住宅としての提供を要請することとし、

そのための借り上げ基準、入居者選定基準等の運営方法を検討しておく必要がある。 

 

２）避難所の運営体制  

○ 避難生活の長期化に対応して長期にわたって円滑に避難所を運営していくためには、行政（市

町職員・社会教育主事）、公民館職員、施設管理者、ボランティア、避難住民（自治組織）の適

切な役割分担による運営体制を構築することが、避難生活の水準の維持・向上の観点、それを支

える市町等の負担軽減の観点からも重要であり、地域の実情に即した避難所運営のあり方につい

て検討しておく必要がある。 

この場合、男女によるニーズの違いに配慮して生活環境を整備するとともに、性別による固定

的な役割分担意識にとらわれず、避難所の運営にかかる協力体制をとることが重要である。その

ため、避難所の運営体制の方針等の決定段階から女性が参画する必要がある。 

○避難所で必要となる資機材を迅速に調達できるように、一定の経費の枠を決めて避難所責任者の

判断で購入できる仕組みについて検討する必要がある。 

○ 市町は、日頃から、公民館講座や学級における防災学習や訓練の実施、自主防災組織・自治会

等地域住民や施設管理者の協力を得た避難所運営準備組織の組成等により、災害発生時に迅速 

・円滑な避難所開設・運営ができるようにしておくことが重要である。 

さらに、避難訓練等にあわせて避難所開設・運営の訓練を実施することが望ましい。 

○ 避難所運営に関わる者（リーダー）は、避難所における物資の支給、生活環境の確保、その他

避難生活に関わる状況、課題や被災者のニーズ、運営についての検討や対策実施の状況等を記録

し、関係者で共有することが望ましい。 

○ 市町は、各避難所担当の市町職員からの避難所の運営状況や物資の過不足、必要となる環境整

備等の課題を一元的に把握し、適切な対応を実施できる本部機能を整備することが必要である。 

 

３）避難者の生活環境の確保  

①避難者の生活環境の確保 

○ 市町は、暑さ・寒さや空気の汚染対策も考慮して避難所を指定・開設する必要がある。 

○ 災害発生直後の避難所開設当初の混乱期を経て、避難所が生活の場としての性格が強くなる段
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階では、市町は、一定の居室・就寝スペースの確保、プライバシーの確保等に配慮する必要があ

る。 

○ 特に睡眠スペース、更衣スペースや仮設トイレ等については男女別の配慮を行い、安全性、利

便性の確保を図るとともに、乳幼児の授乳スペース、女性専用の物干し場等、女性や子育てに配

慮した避難所の設計や運営をする必要がある。 

○ 市町は、避難生活の長期化に伴い、仮設風呂・シャワー、洗濯設備、炊事設備、駐車スペース

等の設置に配慮する必要がある。また、食事内容や季節に応じた衣類等のニーズの変化にも対応

できるよう配慮する必要がある。 

○ 在宅、車上避難等、避難所以外の場所への避難者にも食料・物資等の提供、情報の提供、移送

等必要な支援が受けられるようにする必要がある。 

 

②避難者の健康管理・メンタルケアの実施体制 

○ 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

等の問題が生じないよう、県及び市町は、被災者に対する健康管理・メンタルケアを定期的に行

う体制を整備する必要がある。この場合、避難所以外の場所への避難者に対しても適切な健康管

理・メンタルケアが行われるようにする必要がある。 

 

４）避難所運営マニュアルの作成 

○ 市町は、避難所の確保・運営が円滑に行われるよう、避難所の運営基準や方法等を定めた避難

所運営マニュアルを作成しておく必要があることから、県は、その策定を支援するマニュアル又

は指針等を策定して市町に提示することが望ましい。 
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平常時の地域の実情に即した防災準備、災害発生時の避難誘導、救出・救護等の対応を迅速かつ適

切に行うためには、地域の特徴や実情をよく把握し、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。 

このことを踏まえて、自主防災組織の育成、ボランティアとの連携、地域防災リーダーの育成につ

いて、次のような観点から計画の点検・充実を図る必要がある。 

 

１）自主防災組織の育成  

①自主防災組織の結成 

○ 自主防災組織は、平常時の防災準備や防災教育、災害時の避難誘導、救出・救護、避難所開設

の支援等大きな役割を果たすものであるが、組織率は十分とはいえない。 

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がある。 

○ 県及び市町は、連携して、地域の防災意識の向上とあわせて自主防災組織の必要性や具体的な

活動内容について知識の普及・啓発を強化するため、広報誌等の活用に加えて、学習会や研修会

を開催し住民参加の場（機会）づくりを継続して行っていく必要がある。 

○ 市町による自主防災組織の結成母体となる自治会等へ組織結成の働きかけを強化する必要があ

り、県は、その取組みの主体となる市町職員に対して、組織結成に向けての手順、組織づくりの

支援、活動のための講習会実施等の取組みについての研修を充実させる必要がある。 

○ 自主防災組織結成に関する県及び市町による支援の充実を図る必要がある。 

○ 県及び市町は、自主防災組織の結成が困難な場合は、自治会等既存の組織が自主防災組織の役

割を担うことができるように支援する必要がある。 

 

②自主防災組織の活動への支援 

○ 自主防災組織は地域住民の自発的な活動による組織であるが、県及び市町は、必要に応じて技

術的、資金的な支援を行うことが必要である。 

○ 県及び市町は、自主防災組織の活動に係る支援を充実させるとともに、活動費を軽減するため

に費用を要する訓練等を公的機関で体験できるような体制の整備等の支援を検討する必要がある。 

 

２）地域防災リーダーの育成 

○ 自主防災活動の活性化はリーダーの資質と熱意に負うところが大きい。 

平常時には地域の多くの意見をまとめ、災害時には状況を把握・判断しながら地域防災リーダー

として活動することができる人材育成の取組みを、県及び市町が、連携して充実させる必要がある。 

○ 地域防災リーダーの育成にあたっては、地域振興・防災部局と教育委員会の社会教育担当者等が

連携しながら自治会、事業所、ボランティア団体等の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、公民館講座等を活用して地域防災リーダー育成講座等を充実させる

必要がある。また、地域防災リーダーとしての経験を積んだ人材が地域防災リーダーの育成に当た

るなど、育成の方法について工夫する必要がある。 

（６）地域防災力の向上 
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○ 育成されたリーダーは、団体ごとに活動するだけでなく、リーダー間で相互に情報を共有し地域

防災力の向上に向けた活動を実施できるような体制を整備していく必要がある。 

 

３）地域の様々な団体との連携 

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 

○ 県及び市町は、自主防災組織・自治会、地元の学校や地域の大学、公民館、青少年団体、福祉

団体、民間事業所（企業）等が災害時に連携して防災活動を行えるように、日頃から防災訓練等

の取組みを通じてネットワークを構築し、団体間の相互支援について認識の共有化を図る必要が

ある。 

○ 近隣の自主防災組織との相互応援体制、自主防災組織間における情報・人的交流等、地域を超

えた自主防災組織間のネットワークを構築することも重要である。 

 

②ボランティアと連携した地域防災 

○ 災害時にボランティア活動が円滑に行われるためには、災害ボランティアと被災地域の意思疎

通を図ることが重要であり、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

ておく必要がある。 

 

４）消防団の育成・確保 

○災害発生時に地域防災の中核として消防団の果たす役割は大きいが、近年、団員の減少等の課題

を抱えていることを踏まえ、消防団員の維持・確保方策の充実、団員の高齢化やサラリーマン化、

女性団員の入団等の変化に対応した組織・運用の改善、自主防災組織との連携等の取組みを進め

ていく必要がある。 
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防災教育は、災害にあたって、個々人が的確な判断により避難等の行動をとることができる能力を

身につけることにより、人的被害を軽減する大きな効果を発揮するものであるが、知識が実際の行動

につながらないという課題もある。 

このような課題を踏まえ、学校、家庭・地域、事業所における防災教育のあり方について、次のよ

うな観点から計画の点検・充実を図る必要がある。 

 

１）防災教育に共通する事項 

①津波避難の原則の徹底 

○ 防災教育においては、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

う原則を徹底するとともに、災害の特性、時々刻々変化する状況を的確に判断して臨機応変に対

応ができる能力の向上を図ることが重要であり、県及び市町は、これを踏まえて教育の内容や方

法を検討していく必要がある。 

○ 地震・津波の科学的理解を深め、緊急地震速報、津波警報、津波注意報、避難勧告、避難指示

等、避難に関わる用語の意味と内容、住んでいる地域の特徴や地震・津波に対する危険性、過去

の津波被害の状況、過去の津波から学んだ教訓等について、継続的・定期的に防災教育を実施し

ていくことが重要である。 

○ 津波に対するハザードマップは津波の危険性を知り適切な行動を喚起する上で有効であるが、

それに示された 大クラスの津波の浸水区域でもそれを超える可能性があることを防災教育等

様々な機会を捉えて繰り返し伝え、ハザードマップの性格についての理解向上を図る必要がある。 

あわせて、海岸沿いで地盤が低い場所については、台風等による高潮災害のおそれがあるため、

気象台の情報に注意するよう啓発する必要がある。 

○ 県は、様々な場での防災に関する総合的な教育プログラムや教材（教育ツール）の開発・作成、

研修会や教育講座の開催、専門家の派遣等教育機会の創出を市町、関係機関、大学等と連携して

積極的に行っていく必要がある。この場合、プログラムの内容等を工夫することにより、多くの

人に積極的に防災教育に参加してもらえるようにする必要がある。 

 

②津波避難訓練 

○ 津波避難訓練については、津波の規模・到達時間等を踏まえた具体的かつ実践的な訓練とし、

状況判断を行いながら避難行動を行う能力の向上を図ることが重要である。例えば、緊急地震速

報を活用した実践的な避難訓練を実施することも有効である。 

また、学校や事業所における避難訓練は、地域と連携して実施することが望ましい。 

 

２）学校等における防災教育  

①教職員に対する教育 

○ 災害時には、教職員が的確に状況を把握・判断して、児童・生徒を誘導することが特に重要と

なることから、研修会等の定期的実施により教職員の防災知識・指導力の向上を図る必要がある。 

この場合、県及び市町は、学校周辺地域の特徴や地震・津波に対する危険性の認識、教職員の

判断力を高める教育内容・方法等について検討する必要がある。 

（７）防災教育 
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○ 新任職員に対しては、年度当初等に各学校において各学校の防災体制等の研修を実施する必要

がある。 

②児童・生徒に対する教育 

○ 学校での日々の基礎的教育の中で、防災に関する教育を盛り込んでいくことが重要である。 

○ 県及び市町は、小学校・中学校・高校と発育段階に応じた一貫した防災教育のプログラムを専

門家や現場の実務者の参画のもとで検討し、実施していくことが必要である。 

○ 地域社会の各種取組みを活用したボランティア活動への参加を促進し、災害時等におけるボラ

ンティア精神の醸成、活動知識・技術の習得を図ることも重要である。 

 

③学校における防災訓練 

○ 児童・生徒が学んだ知識をもとに、自ら判断して実際の行動につなげていく力をつけるという

観点に配慮して、防災教育の内容とも関連づけて防災訓練を実施する必要がある。 

 

④社会教育を通じた防災に関する啓発 

○ 県及び市町は、ＰＴＡ、女性団体、青少年団体等への防災に関する啓発を充実していく必要が

ある。 

 

３）地域における防災教育 

①家庭での防災教育 

○ 県及び市町は、家庭での備え（住宅の耐震化、ブロック塀や家具等の転倒防止、非常用備蓄、

家族の連絡体制・避難場所の確認）に関する普及・啓発を充実して実施する必要がある。 

特に、大規模な地震・津波では家族の安否確認が犠牲を拡大する可能性があるため、災害用伝

言ダイヤル等を活用した家族の連絡方法等をあらかじめ決めておく必要性の理解を向上させるこ

とが重要である。 

 

②町内会、自主防災組織等による防災教育  

○ 防災訓練や地域の会合等様々な機会を捉えて、地域が一体となって避難場所・避難路等に関す

る情報を確認・共有するなど、自ら防災活動を行うことの重要性について、周知啓発を充実する

必要がある。特に、津波避難においては、地域における避難の呼びかけや率先避難が大きな役割

を果たすことを訴えていくことが重要である。 

 

③地域における防災訓練 

○ 県及び市町は、学校や公民館、地域の事業所、ボランティア団体等、各種関係機関と連携した

訓練の充実及び実施できる体制の整備を図る必要がある。 

○ 市町は、積極的に関与し市町と地域が一体となった防災訓練を推進することが必要である。 

 

４）事業所における防災教育 

①従業員への防災教育 

○ 事業所は、従業員の防災意識を高め、事業所外での支援活動を含めて災害時に適切な行動をと

ることができるように、基本的な防災知識に加え、周辺地域の特徴や地震・津波に対する危険性、
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災害時の役割と行動等について、防災マニュアル等で定期的に教育を行う必要がある。 

県及び市町は協力して、従業員への防災教育の実施・充実を事業所に働きかけていく必要があ

る。 

 

②来訪者・観光客の避難誘導方策  

○ 事業所や観光施設、駅、その他の不特定多数の者が利用する施設等において、地理に不案内な

来訪者、観光客や修学旅行生等を適切に誘導するため、県及び市町は、防災情報の提供等を通じ

て来訪者等の避難誘導の観点から事業所等における防災マニュアルの策定・充実と従業員等への

教育を促進する必要がある。 

○ 市町及び観光施設・関係団体は、観光客の避難誘導に加え、安否の確認、家族への連絡、安全

情報の提供等、被災観光客への支援を円滑・迅速に行えるように調整しておく必要がある。 

 

③事業所における防災訓練等 

 ○ 事業所のみではなく、地域と連携した避難訓練等を実施することが望ましく、市町及び自主防

災組織等は、連携した避難訓練等の実施を事業所に働きかけていくことが望ましい。 

○ 病院・社会福祉施設等の管理者は、災害時に適切な対応ができるように、施設・設備や必要と

なる資機材等の点検、入院・入所者の状況把握や避難方法等の検討、新たな入院・入所者の受入

れの対応、関係機関との連絡等について、職員への教育を定期的に行う必要がある。 

○ 漁船の係留強化、港外避難等の地震・津波に対する対処方法について、漁船の所有者等の理解

を深めるよう啓発を行う必要がある。 
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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って、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適正な飼育管理、被災者が飼育する

ペット対策等が必要となる。 

このような課題に対して、次のような観点から計画の点検・充実を図る必要がある。 

 

１）被災区域の防犯 ・治安維持 

①被災地等におけるパトロール活動 

ア 無人店舗、家屋等の防犯対策 

○ 県警察は、被災後の住宅街、商店街等における各種犯罪を防止するため、無人店舗、家屋等の

パトロールを推進し防犯対策を徹底する必要がある。 

○ 災害の危険等があり、被災者が自宅の場所に立ち入ることができない場合には、パトロールに

より被災者の住宅の状況を把握、情報提供することが望ましい。 

イ 相談、トラブル防止対策 

○ 県警察は、避難所等における流言飛語や各種トラブルによる被災者の治安に対する不安感を払

拭するため、パトロールや相談しやすい環境を整備し、被災者・避難者の安全・安心を確保する

必要がある。 

ウ 被災地等における要援護者への支援 

○ 県警察は、被災地等の要援護者が犯罪被害に遭う不安を解消し、安全・安心を実感できるよう

にするため、巡回・パトロール活動を推進する必要がある。 

 

②重点を指向した各種犯罪の取締まり 

○ 県警察は、被災地において発生しがちな悪質商法等の生活経済事犯、義援金名目の詐欺事犯、

窃盗犯、粗暴犯、暴力団による民事介入暴力等の取締まりを重点的に行い、住民等の不安の軽減、

被災地の社会秩序の維持に努める必要がある。 

 

③地域住民と連携した防犯活動 

ア ボランティアと連携した防犯活動 

○ 県警察は、被災地等における犯罪の防止を徹底するためには、各種ボランティア関係機関・団

体等と連携した上で、きめ細かい警戒活動を実施する必要があることから、被災地において、

自主的な防犯活動を行う団体に対するパトロール用品の提供、合同での警戒活動の実施等によ

る活動支援を行う必要がある。 

イ 適切な情報の提供 

○ 県及び県警察は、地域住民等による、より効果的な自主防犯活動が行われるように、犯罪等の

発生状況や被害の防止方法等の安全確保にとって必要な情報の提供を行う必要がある。 

 

２）家畜、ペットに対する対策 

①家畜対策 

○ 県は、被災した家畜の保護収容、適正な飼育管理等について、関係機関と連携し対策を行う必

（８）被災区域の防犯・治安維持等 
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要がある。 

○ 市町は、震災発生後、畜舎の倒壊又は余震等による倒壊の恐れがあり適正な飼育が困難である

と判断するときは、家畜の管理者に対し安全な場所に家畜を避難させるように指導するとともに、

必要に応じて家畜の避難先を確保する必要がある。 

○ 県は、市町から飼料の確保要請があった場合、関係農業団体、飼料製造会社等に対し必要数量

の供給を要請するとともに、国に対し、備蓄飼料穀物の売渡しを要請する。 

○ 市町は、原則として死亡獣畜を化製場又は死亡獣畜取扱場で処理するが、やむを得ない場合は、

化製場法に基づき、死亡獣畜取扱場の除外申請書を知事に提出する必要がある。 

○ 県は、家畜伝染病及び一般疾病を予防するため、家畜防疫員、家畜診療獣医師等の協力により

衛生対策を行う必要がある。 

 

②ペット対策 

○ 大規模災害時には、飼い主と離れ放浪状態にあるペットや負傷しているペットが多数生じるこ

とが予想され、県及び市町は、動物愛護及び管理の観点から、獣医師会等関係団体及びボランテ

ィア等と協力し、これらペットの保護や適正な飼育に関して対策を講じる必要がある。 

○ ペットは飼い主等にとって癒しの存在となるという効用もあることから、避難の際にはできる

限りペットを同行避難することとし、県は、避難所を設置する市町と協力して、避難所における

衛生面や他の避難者にストレスを与える等の問題が生じないように、避難所又は避難所とは別に

ペットを適正に収容し飼育できる場所を設け、ペット飼育のルールを明確にするとともに、保護

施設へのペットの受入れ等の調整を行うなどの対策を検討する必要がある。 
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大規模な災害により極めて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、あるいは県外の市町村の施設を使用して、

できるだけ速やかに火葬による埋葬を行うことが必要であり、次のような観点から計画の点検・充実

を図る必要がある。 

 

１）遺体の広域火葬 

○ 県は、災害時における市町域を超えた遺体の広域火葬を円滑に実施するため、市町からの広域

火葬に関する県への支援要請、要請を受けた県による県内非被災市町及び近隣他県への支援要請 

・調整、市町への広域火葬実施火葬場の指示等の一連の流れについて、あらかじめ定めておく必

要がある。 

○ 県は、あらかじめ広域火葬実施について、国の指針を参考にしながら、どのような仕組みが考

えられるか検討する必要がある。 

また、庁内の部局間、県と市町間、市町と火葬場間等の情報伝達の手順や手続き等についても

協議しておくものとする。 

○ 県は、あらかじめ遺体の保存及び火葬に必要な資機材の確保の方法を定め、災害時には市町の

支援要請に的確に対応できるようにしておく必要がある。 

○ 災害発生後、市町は、速やかに区域内の死者数及び火葬場の被災状況を把握し、市町域を超え

た広域搬送の必要性等を判断し、県に報告するものとする。 

県は、市町の要請又は自らの判断で、あらかじめ定めた方法・手順にしたがって広域火葬の支

援要請・調整を行うものとする。 

 

２）遺体の広域搬送 

○ 県は、遺体を広域的に搬送するための運搬手段を確保するため、想定される交通規制に対応し

て遺体の搬送車両は緊急通行車両として取り扱われるように公安委員会等関係機関と協議・調整

をしておく必要がある。 

○ 道路、船舶等による交通網が遮断されている場合は、自衛隊・警察等の車両、状況に応じてヘ

リコプターによる搬送についても検討しておく必要がある。 

 

（９）遺体の埋葬等 
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大規模な地震・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も含まれる

場合がある。災害廃棄物の迅速・適正な処理に向けて、次のような観点から計画の点検・充実を図る

必要がある。 

 

１）官民の連携による廃棄物の処理体制  

①関係団体との連携による処理体制 

○ 県及び市町は、災害の結果、大量に発生した廃棄物について、災害支援協定の締結等により関

係団体との連携を図り、広域的な支援体制の確保と迅速かつ適正な廃棄物の処理を図っていく必

要がある。 

 

②仮置き場の確保・運用 

○ 大規模な地震・津波等では大量のがれきが発生することが想定され、また、長期にわたって災

害廃棄物が発生することもあるため、市町は、関係者と十分協議し、仮置き場の候補地をあらか

じめ選定するとともに、災害発生時には想定される災害廃棄物の量を踏まえ、選別・保管を行う

一次仮置き場と破砕・焼却処理を行う二次仮置き場の用地確保を行う必要がある。 

○ 災害廃棄物の円滑な処理のためには、仮置き場の適正な管理が求められることから、仮置き場

における火災発生の防止、作業時の安全確保の徹底を図る必要がある。 

○ 災害廃棄物の処理は、現行の法制度上、原則として市町が進めていくことになるが、被害が甚

大で市町自らが処理することが困難な場合には、県が、災害廃棄物の処理を行うことも検討する

必要がある。 

 

２）有害廃棄物に対する対策  

①有害廃棄物の保管状況の把握  

○ 県及び市町は、ＰＣＢやアスベスト等の有害廃棄物については、法に基づく届出情報を活用す

るとともに、使用状況等の実態把握に努め、保管等の状況を把握しておく必要がある。 

 

②分別・適正処理等の対策 

○ 市町は、撤去した災害廃棄物のうち、有害廃棄物については、他の災害廃棄物と混同すること

がないよう分別を行い、生活環境の保全上支障が生ずることがないよう仮置き場に保管する必要

がある。 

○ 災害時におけるＰＣＢ廃棄物等の有害廃棄物の処分については、県が具体的な処分方法を明示

し、適正処理を進める必要がある。 

 

 

 

 

 

（10）廃棄物の処理 
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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等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、次のような観点から計画

の点検・充実を図る必要がある。 

 

１）住宅・宅地に対する対策 

○ 戸建て住宅等の敷地内の液状化の可能性や対策については、建築基準法には規定がなく、建築確

認の過程では審査されず、また、開発許可においても明確な基準がないため、地盤調査や対策工事

は、費用バランスを含めて、建築主等が自己の責任において判断することとなっている。 

○ このため、住宅・宅地に対する液状化対策については、住宅・宅地の所有者・建築主等が適切な

判断ができるように、①建築主等の自己責任であること、②液状化の仕組み等の知識、③地域ごと

の液状化の危険度、④地盤調査や対策工事の手法、⑤地震保険制度等について、情報提供と普及・

啓発を進めるという方向で県と市町は検討すべきである。その際には、全県民への周知のため、既

存住宅に対しては注意喚起を中心に、新築住宅等に対しては建築確認や開発許可時等に情報提供等

を行うべきである。また、その実効性確保のための有効な手段として、関係団体等との連携が望ま

しい。 

○ 上記③の各地域の液状化の危険度については、詳細な液状化危険度マップを短期間で作成するこ

とは地盤データの制約から困難であるが、現時点で既存のデータを活用して可能な取組みを行う必

要があるとの認識で、液状化危険度を示す 2種類の図を作成した。全県的な注意喚起の観点から、

一つは液状化の危険度を微地形区分図を基に示した図（図-1）であり、もう一つは長崎県地震等防

災アセスメント調査（平成 17年度）において５震源の地震に対し個別に求めた液状化危険度の指標で

あるＰＬ値の 大値を抽出した図（図-2）である。 

今後、液状化対策に関する情報提供や啓発にこれらの図を有効に活用していくことが必要である。

その場合、それぞれの図の性格や示された危険度の意味を正しく理解してもらえるように、分かり

やすく説明していく必要がある。これらの図は各地域における 250ｍメッシュごとの傾向を示した

ものであり、地質の状況や液状化対策の実施の有無等により宅地ごとには図と異なる場合があるこ

とから、その旨を誤解が無いように示すことが重要である。 

○ なお、地震時の宅地の安全性に関しては、液状化現象以外に、大規模な盛土造成地での地すべり、

斜面地の古い石垣の崩壊やブロック塀の倒壊等、安全性が懸念される地域や宅地があることから、

これらの事項についても調査や対策のあり方について、県と市町により検討を進める必要がある。 

 また、まずは、これらの安全性への懸念に関して、建築確認時における情報提供や注意喚起等、で

きることから実施していくことが望ましい。 

 

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、県が管理する公

共インフラについては県が、市町が管理する公共インフラについては市町と緊密な連絡調整を行い

各施設の液状化対策への対応を検討する必要がある。 

（11）液状化対策 
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■本資料は「液状化地域ゾーニングマニュアル 平成 11 年 1 月 国土庁防災局震災対策課」に

従い、平成 17年度アセスメントで作成した微地形区分図を基に、液状化の危険度を一般的に

指摘される可能性程度で表した資料であり、特定の地震動による液状化判定結果ではない。 

■本資料では、液状化対策工の有無及びその効果判断は行っていない。 

 

 

図-1 微地形区分による液状化可能性マップ 

液状化可能性の程度 

「きわめて大きい」 

  「大きい」 

  「小さい」 

  「無い」 

メッシュサイズ：250m×250m
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出典：長崎県地震等防災アセスメント調査 平成 18 年 3 月 

注）平成 17年度アセスメントでは、図中に示している諫早市の中央干拓地の地盤評価は

行っていない。 

注）PL値はある地点の液状化の可能性を総合的に判断しようとするものであり、各土層

の液状化に対する安全率を深さ方向に重みをつけて足し合わせた値。液状化指数とも

言う。値が大きいほど液状化の危険性が高いと判断される。 

参考文献：岩崎敏男，龍岡文夫，常田賢一，安田 進，1980，地震時地盤液状化の程

度の予測について，土と基礎，Vol.28,No.4,23-29 

 

■本資料は、図中に示す５震源の地震に対して個別に求めたＰＬ値の 大値を２５０ｍメッシュご

とに抽出して示したものである。 

 

 

図-2 ５つの地震において最大となるＰＬ値の分布図 

 

 

 

 

メッシュサイズ：250m×250m 

番号 活断層名称

1 雲仙地溝北縁断層帯

2
雲仙地溝南縁東部断層帯と

西部断層帯の連動

3 島原沖断層群

4 橘湾西部断層帯

5 大村－諫早北西付近断層帯

：想定活断層 



29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主旨 

東日本大震災の特徴 長崎県の地域特性 長崎県における地震・津波対策の課題 

【提言】－地震・津波対策に係る長崎県地域防災計画の重点見直し項目とその方向 

○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 

東日本大震災を踏まえた長崎県地域防災計画の見直し提言の要点 

・自治体庁舎・職員が被災した場合への対応 

・広域からの自治体等応援の受入れ体制の充実 

・情報通信インフラ被災下の情報通信手段の確保 

・新たに顕著になった津波や液状化現象への対策の強化 

・変化に富む長い海岸線、多くの離島

という地理的特性 

・高齢化の進展（過疎・高齢化が進ん

だ地域の存在） 

○本提言は、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、国の新たな地震・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、主に地震・津波に係る災害予防と応急対策の観点か

ら見直すべき事項とその方向を提言としてとりまとめたものである。 

○原子力災害については、避難計画を中心とする原子力災害対策暫定計画を早急に策定する必要があるため、地震・津波に係る災害対策と切り離して議論したが、両者には共通する事項も多いことから、原子力災害対策に

係る計画の見直しは、本提言も踏まえて行うものとする。 

・被災地域の広域化に対応した緊急物資の備蓄・輸送手段の強化 

・甚大な被害・長期の避難生活に対応した避難所の確保・運営 

・重要性があらためて認識された地域防災力や防災教育の充実 

・「甚大・広域・長期」という特徴により顕在化した防犯対策、ペット・家畜対策、

遺体の広域火葬、がれき・有害廃棄物処理等の課題への対応強化 

(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 

○がれき仮置き場の事前選定、災害時に用地確保と適正な管理を行い、官民の連携により迅速・適正な廃棄物処理 

○有害廃棄物の保管状況を事前に把握、災害時に有害廃棄物を分別し県の処分方法指示等により適正処理 

●物資の備蓄・調達 

○流通備蓄と現物備蓄の特性を考慮、離島・山間部等では現物備蓄に重点を置き緊急物資を確保 

○県・市町は緊急時の重要物資の品目・数量を調整し充実、県は備蓄物資を市町に円滑に配布できる仕組みを検討 

●備蓄品の輸送の方策 

○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 

○県・市町は、海保・海自への支援要請等により離島や孤立状態にある被災者に緊急物資を輸送・配布 

●救援物資の受入れ  県は、必要物資のニーズ把握・支援要請・分配支給のための体制・仕組みを検討 

●津波避難に係る情報の伝達 

○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、避難指示等の発令体制の充実 

○屋内外で活動、車等で移動中の人などに避難情報を確実に伝達できるよう多重・多様な情報伝達手段を充実 

●避難場所・避難路の確保・整備 

○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、避難路沿線建物の耐震化 

●要援護者の避難支援   ○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 

●観光客等を含む帰宅困難者に対する避難支援            ●防災関係職員・団員等の危険の回避 

●情報の収集・整理・伝達の体制の整備 

○情報機能の位置づけ明確化・体制（情報担当部署）の充実、情報担当者の指定等情報担当部署の即応性確保 

○情報担当部署に全ての収集情報を即座に報告、集約・発信できる仕組みの整備 

●情報伝達・提供方策の充実   ○被災者・災害支援者へ情報を提供する災害情報ホームページの早期立ち上げ 

●情報伝達手段の確保  ○電源多重化・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 

○情報通信インフラ被災時に活用できる情報通信手段を確認、衛星携帯電話や災害時優先携帯電話などを充実 

○多様な手段で住民等へ情報伝達・提供、対面・掲示での情報提供を一元的に行える窓口設置の検討 

●県災害対策本部機能の確保 

○初動体制充実、初動期に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（業務内容の変化にも対応） 

○県庁本館被災時の予備施設検討や予備情報システム構築、応援を含めた人員を収容できる空間・資機材の確保 

○国や他県との連携充実のための準備         ○県業務継続計画の策定 

●市町の災害対策本部機能の喪失・低下時の対応   ○市町業務継続計画の策定 

○災害対策本部等の安全性点検・対策実施、市町支援を見込んだ県初動体制、県・市町間の支援実施手順の準備 

●企業等の事業継続体制  ○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

○津波避難の観点からの防災教育の推進（津波避難の原則、状況を判断して臨機応変に対応ができる能力向上） 

○具体的かつ実践的な避難訓練の実施、地域・学校・事業所等が連携した避難訓練の実施 

○学校：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、教職員の防災知識・指導力の向上 

○地域：家庭での連絡体制等の確認が重要  ○事業所：来訪者や観光客の避難誘導についての教育の促進 

○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、役割を担う自治会等への支援） 

○県・市町連携して地域防災リーダー育成の取組み充実、地域防災リーダー間の情報共有等の体制の整備 

○地域団体のネットワークの強化、自主防災組織等・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 

○避難所として学校施設・公共施設等の防災拠点機能整備、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、方針決定段階から避難所運営に女性の参画を推進 

○プライバシーの確保や設備の設置等生活環境の確保、避難所以外の場所への避難者へのサービス提供に配慮 

○避難者の健康管理・メンタルケア実施体制の整備（避難所以外の場所への避難者に配慮） 

●住宅・宅地に対する対策 

○液状化対策は建築主等の自己責任を明確にし、適切な判断ができるよう液状化の危険度、対策等に係る情報提供

○液状化危険度の傾向を示す地図を活用し、液状化に対する注意を喚起 

●公共インフラに対する対策   ○国における各施設の特性を踏まえた技術基準検討の結果を踏まえ、対応を検討 

○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、遺体の埋葬等に必要な資機材等の確保策の検討 

○遺体の広域搬送についての搬送手段や緊急通行について調整 

●被災区域の防犯・治安維持 

○防犯パトロール活動の実施、犯罪取締りの重点的実施、地域住民の防犯活動への情報・用品提供などによる支援 

●家畜・ペットに対する対策   ○県・市町連携して、家畜の保護収容、避難、飼育管理、衛生対策等を実施 

○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 

○東日本大震災では、地震・津波による甚大な被害が広域にわたり発生し、災害対応は中長期に及んでいる。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を整理し、本県の特性を踏ま

えて、地震・津波対策や原子力災害対策を検討し、本県地域防災計画を適切に見直していく必要がある。 

本提言を受けて、今後、全県民が基本的考え方を共有し地域防災に取り組んでいくよう、

防災基本条例制定も含めて検討していく必要がある。 
今後に向けて 


