
 

 

 

 

 

 

 

 

 

島根県地域防災計画 
 

（ 震災編 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２９年１０月 

 

 

島根県防災会議 
 
 



 

 

 



震災編 
目 次 

島根県地域防災計画（震災編） 目次 

 

第１編 総則  

 第１章 計画の概要 ･･･････････････････････････････････････････････････････ １ 

  第１ 計画の目的 ･･･････････････････････････････････････････････････････ １ 

  第２ 計画の性格等 ･････････････････････････････････････････････････････ １ 

  

 第２章 島根県の防災の基本理念及び施策の概要 ･････････････････････････････ ３ 

  第１ 防災の基本理念及び施策の概要 ･････････････････････････････････････ ３ 

  第２ 予防、応急対応、復旧・復興の各段階における基本理念及び施策の概要 ４ 

  

 第３章 地域防災計画において重点を置くべき事項 ･･･････････････････････････ ６ 

  第１ 大規模広域災害への即応力の強化に関する事項 ･･･････････････････････ ６ 

  第２ 被災地への物資の円滑な供給に関する事項 ･･･････････････････････････ ６ 

  第３ 住民等の円滑かつ安全な避難に関する事項 ･･･････････････････････････ ６ 

  第４ 被災者の避難生活や生活再建に対するきめ細やかな支援に関する事項 ･･･ ６ 

  第５ 事業者や住民等との連携に関する事項 ･･･････････････････････････････ ６ 

  第６ 津波災害対策の充実に関する事項 ･･･････････････････････････････････ ６ 

  第７ 大規模災害からの円滑かつ迅速な復興に関する事項 ･･･････････････････ ６ 

  

 第４章 島根県の地震防災環境 ･････････････････････････････････････････････ ７ 

  第１ 自然環境の特性 ･･･････････････････････････････････････････････････ ７ 

  第２ 防災対策推進上の留意点･････････････････････････････････････････････ ７ 

  第３ 災害履歴 ･････････････････････････････････････････････････････････ ９ 

  

 第５章 地震被害想定 ･････････････････････････････････････････････････････ １２ 

  第１ 地震被害想定調査の概要 ･･･････････････････････････････････････････ １２ 

  第２ 想定地震 ･････････････････････････････････････････････････････････ １２ 

  第３ 想定される被害の概要 ･････････････････････････････････････････････ １５ 

  

 第６章 減災目標 ･････････････････････････････････････････････････････････ ２８ 

  第１ 策定の趣旨 ･･･････････････････････････････････････････････････････ ２８ 

  第２ 計画期間 ･････････････････････････････････････････････････････････ ２８ 

  第３ 減災目標 ･････････････････････････････････････････････････････････ ２８ 

  第４ 主要項目 ･････････････････････････････････････････････････････････ ２８ 

  

 第７章 関係機関等の処理すべき防災事務又は業務の大綱 ･････････････････････ ２９ 

  第１ 関係機関等の処理すべき防災事務又は業務の大綱 ･････････････････････ ２９ 

  第２ 国、県、市町村、指定公共機関・指定地方公共機関、県民及び事業所の責務 ３４ 

  

 第８章 計画の運用等 ･････････････････････････････････････････････････････ ３５ 

  第１ 平常時の運用 ･････････････････････････････････････････････････････ ３５ 

  第２ 災害時の運用 ･････････････････････････････････････････････････････ ３５ 

  



震災編 
目 次 

第２編 地震災害対策計画  

 第１章 地震災害予防計画 ･････････････････････････････････････････････････ ３７ 

  第１ 地震、津波災害に強い県土づくり ･･･････････････････････････････････ ３７ 

  第２ 地震災害応急対策活動に備えるための事前の活動体制等の整備 ･････････ ３７ 

  第３ 防災教育の推進 ･･･････････････････････････････････････････････････ ３７ 

  

  第１節 地盤災害の予防 ･････････････････････････････････････････････････ ３８ 

   第１ 基本的な考え方 ･････････････････････････････････････････････････ ３８ 

   第２ 崩壊危険地域の予防対策 ･････････････････････････････････････････ ３８ 

   第３ 液状化危険地域の予防対策 ･･･････････････････････････････････････ ４１ 

   第４ 造成地の予防対策 ･･･････････････････････････････････････････････ ４２ 

   第５ 土地利用の適正化 ･･･････････････････････････････････････････････ ４３ 

  

  第２節 建築物・公共土木施設災害の予防 ･････････････････････････････････ ４４ 

   第１ 基本的な考え方 ･････････････････････････････････････････････････ ４４ 

   第２ 建築物の災害予防 ･･･････････････････････････････････････････････ ４５ 

   第３ まちの不燃化 ･･･････････････････････････････････････････････････ ４８ 

   第４ ライフライン施設の安全化 ･･･････････････････････････････････････ ５０ 

   第５ 交通施設の安全化 ･･･････････････････････････････････････････････ ６３ 

   第６ 河川、砂防、治山等施設の耐震化 ･････････････････････････････････ ６７ 

  

  第３節 危険物施設等の安全対策 ･････････････････････････････････････････ ７０ 

   第１ 基本的な考え方 ･････････････････････････････････････････････････ ７０ 

   第２ 消防法に定める危険物施設の予防対策 ･････････････････････････････ ７０ 

   第３ 高圧ガス施設の予防対策 ･････････････････････････････････････････ ７１ 

   第４ 火薬類施設の予防対策 ･･･････････････････････････････････････････ ７１ 

   第５ 毒劇物取扱施設の予防対策 ･･･････････････････････････････････････ ７２ 

  

  第４節 地震防災緊急事業五箇年計画の推進 ･･･････････････････････････････ ７３ 

  

  第５節 防災活動体制の整備 ･････････････････････････････････････････････ ７４ 

   第１ 基本的な考え方 ･････････････････････････････････････････････････ ７４ 

   第２ 災害対策本部体制の整備 ･････････････････････････････････････････ ７５ 

   第３ 防災中枢機能等の確保・充実 ･････････････････････････････････････ ７６ 

   第４ 広域応援協力体制の整備 ･････････････････････････････････････････ ７７ 

   第５ 災害救助法等の運用体制の整備 ･･･････････････････････････････････ ７９ 

   第６ 公的機関等の業務継続性の確保 ･･･････････････････････････････････ ８０ 

   第７ 複合災害体制の整備 ･････････････････････････････････････････････ ８１ 

   第８ 罹災証明書の発行体制の整備 ･････････････････････････････････････ ８１ 

  

  第６節 情報管理体制の整備 ･････････････････････････････････････････････ ８２ 

   第１ 基本的な考え方 ･････････････････････････････････････････････････ ８２ 

   第２ 情報通信設備の整備 ･････････････････････････････････････････････ ８３ 

   第３ 震度・潮位観測情報等伝達体制の整備 ･････････････････････････････ ８３ 



震災編 
目 次 

   第４ 防災センター室の運用 ･･･････････････････････････････････････････ ８４ 

   第５ 総合防災情報システムの運用 ･････････････････････････････････････ ８５ 

  

  第７節 広報体制の整備 ･････････････････････････････････････････････････ ８６ 

   第１ 基本的な考え方 ･････････････････････････････････････････････････ ８６ 

   第２ 県民への的確な情報伝達体制の整備 ･･･････････････････････････････ ８６ 

   第３ 報道機関と連携体制の整備 ･･･････････････････････････････････････ ８７ 

   第４ 災害用伝言サービス活用体制の整備 ･･･････････････････････････････ ８７ 

  

  第８節 避難予防対策 ･･･････････････････････････････････････････････････ ８９ 

   第１ 基本的な考え方 ･････････････････････････････････････････････････ ８９ 

   第２ 避難体制の整備 ･････････････････････････････････････････････････ ９０ 

   第３ 指定緊急避難場所･指定避難所及び避難路の整備・周知 ･･････････････ ９４ 

   第４ 応急仮設住宅の確保体制の整備 ･･･････････････････････････････････ ９７ 

  

  第９節 火災予防 ･･･････････････････････････････････････････････････････ ９８ 

   第１ 基本的な考え方 ･････････････････････････････････････････････････ ９８ 

   第２ 出火防止 ･･･････････････････････････････････････････････････････ ９８ 

   第３ 初期消火 ･･･････････････････････････････････････････････････････ ９９ 

   第４ 消防力の強化 ･･･････････････････････････････････････････････････ ９９ 

  

  第10節 救急・救助体制の整備 ･･･････････････････････････････････････････ １００ 

   第１ 基本的な考え方 ･････････････････････････････････････････････････ １００ 

   第２ 救急・救助体制の整備 ･･･････････････････････････････････････････ １００ 

   第３ 救急・救助用資機材等の整備 ･････････････････････････････････････ １０２ 

  

  第11節 医療体制の整備 ･････････････････････････････････････････････････ １０４ 

   第１ 基本的な考え方 ･････････････････････････････････････････････････ １０４ 

   第２ 情報収集管理体制の整備 ･････････････････････････････････････････ １０４ 

   第３ 医療救護体制の整備 ･････････････････････････････････････････････ １０５ 

   第４ 防災訓練 ･･･････････････････････････････････････････････････････ １０５ 

  

  第12節 交通確保・規制体制の整備 ･･･････････････････････････････････････ １０６ 

   第１ 基本的な考え方 ･････････････････････････････････････････････････ １０６ 

   第２ 交通規制の実施責任者 ･･･････････････････････････････････････････ １０７ 

   第３ 交通規制の実施体制の整備 ･･･････････････････････････････････････ １０８ 

   第４ 緊急通行車両等の事前届出・確認 ･････････････････････････････････ １０９ 

  

  第13節 輸送体制の整備 ･････････････････････････････････････････････････ １１１ 

   第１ 基本的な考え方 ･････････････････････････････････････････････････ １１１ 

   第２ 輸送体制の整備方針 ･････････････････････････････････････････････ １１１ 

   第３ 輸送手段及び輸送施設・集積拠点等の指定 ･････････････････････････ １１２ 

   第４ 緊急輸送道路啓開体制の整備 ･････････････････････････････････････ １１３ 

   第５ 緊急輸送のための港湾・漁港啓開体制の整備 ･･･････････････････････ １１４ 



震災編 
目 次 

  第14節 防災施設、装備等の整備 ･････････････････････････････････････････ １１５ 

   第１ 基本的な考え方 ･････････････････････････････････････････････････ １１５ 

   第２ 広域防災拠点（防災活動施設）の管理・運営 ･･･････････････････････ １１５ 

   第３ 災害用臨時ヘリポートの整備 ･････････････････････････････････････ １１６ 

   第４ 防災装備等の整備 ･･･････････････････････････････････････････････ １１７ 

  

  第15節 食料・飲料水及び生活必需品等確保・供給体制の整備 ･･･････････････ １１８ 

   第１ 基本的な考え方 ･････････････････････････････････････････････････ １１８ 

   第２ 食料及び給食用資機材の備蓄並びに調達体制の整備 ･････････････････ １１９ 

   第３ 飲料水及び給水用資器材の備蓄並びに調達体制の整備 ･･･････････････ １２１ 

   第４ 燃料等生活必需品の備蓄並びに調達体制の整備 ･････････････････････ １２２ 

   第５ 災害救助用物資・資機材の備蓄並びに調達体制の整備 ･･･････････････ １２４ 

   第６ 医療救護資器材、医薬品の備蓄並びに調達体制の整備 ･･･････････････ １２５ 

  

  第16節 廃棄物等の処理体制の整備 ･･･････････････････････････････････････ １３１ 

   第１ 基本的な考え方 ･････････････････････････････････････････････････ １３１ 

   第２ 廃棄物処理体制の整備 ･･･････････････････････････････････････････ １３１ 

   第３ し尿処理体制の整備 ････････････････････････････････････････････・ １３２ 

   第４ 応援協力体制の整備 ･････････････････････････････････････････････ １３３ 

  

  第17節 防疫・保健衛生体制の整備 ･･･････････････････････････････････････ １３４ 

   第１ 基本的な考え方 ･････････････････････････････････････････････････ １３４ 

   第２ 防疫・保健衛生体制の整備 ･･･････････････････････････････････････ １３４ 

   第３ 食品衛生、監視体制の整備 ･･･････････････････････････････････････ １３５ 

   第４ 防疫用薬剤及び器具の備蓄 ･･･････････････････････････････････････ １３５ 

   第５ 動物愛護管理体制の整備 ･････････････････････････････････････････ １３５ 

  

  第18節 消防団及び自主防災組織の育成強化 ･･･････････････････････････････ １３６ 

   第１ 基本的な考え方 ･････････････････････････････････････････････････ １３６ 

   第２ 消防団の育成強化 ･･･････････････････････････････････････････････ １３６ 

   第３ 自主防災組織の育成強化 ･････････････････････････････････････････ １３７ 

   第４ 住民による地区の防災活動の推進 ･････････････････････････････････ １３８ 

  

  第19節 企業（事業所）における防災の促進 ･･･････････････････････････････ １３９ 

   第１ 基本的な考え方 ･････････････････････････････････････････････････ １３９ 

   第２ 防災体制の整備 ･････････････････････････････････････････････････ １３９ 

   第３ 事業継続の取組の推進 ･･･････････････････････････････････････････ １４０ 

   第４ 事業者による地区の防災活動の推進 ･･･････････････････････････････ １４０ 

  

  第20節 災害ボランティアの活動環境の整備 ･･･････････････････････････････ １４１ 

   第１ 基本的な考え方 ･････････････････････････････････････････････････ １４１ 

   第２ 災害ボランティアの活動内容 ･････････････････････････････････････ １４１ 

   第３ 災害ボランティアとの連携体制の整備 ･････････････････････････････ １４２ 

   第４ 災害ボランティアの育成 ･････････････････････････････････････････ １４２ 



震災編 
目 次 

   第５ 災害ボランティアコーディネーターの育成 ･････････････････････････ １４２ 

   第６ 災害ボランティアの普及・啓発 ･･･････････････････････････････････ １４２ 

  

  第21節 防災教育 ･･･････････････････････････････････････････････････････ １４３ 

   第１ 基本的な考え方 ･････････････････････････････････････････････････ １４３ 

   第２ 県及び市町村職員に対する防災教育 ･･･････････････････････････････ １４４ 

   第３ 県民に対する防災教育 ･･･････････････････････････････････････････ １４４ 

   第４ 学校教育における防災教育 ･･･････････････････････････････････････ １４６ 

   第５ 防災上重要な施設の職員等に対する教育 ･･･････････････････････････ １４７ 

   第６ 事業所における防災の推進等 ･････････････････････････････････････ １４７ 

   第７ 災害教訓の伝承 ･････････････････････････････････････････････････ １４７ 

  

  第22節 防災訓練 ･･･････････････････････････････････････････････････････ １４９ 

   第１ 基本的な考え方 ･････････････････････････････････････････････････ １４９ 

   第２ 総合防災訓練 ･･･････････････････････････････････････････････････ １５０ 

   第３ シミュレーション訓練（図上訓練）･････････････････････････････････ １５０ 

   第４ 個別訓練 ･･･････････････････････････････････････････････････････ １５０ 

  

  第23節 要配慮者等安全確保体制の整備 ･･･････････････････････････････････ １５３ 

   第１ 基本的な考え方 ･････････････････････････････････････････････････ １５３ 

   第２ 避難行動要支援者等支援体制の構築 ･･･････････････････････････････ １５４ 

   第３ 地域における要配慮者対策 ･･･････････････････････････････････････ １５６ 

   第４ 社会福祉施設・病院等における要配慮者対策 ･･･････････････････････ １５７ 

  

  第24節 孤立地区対策 ･･･････････････････････････････････････････････････ １５８ 

   第１ 基本的な考え方 ･････････････････････････････････････････････････ １５８ 

   第２ 通信手段の確保 ･････････････････････････････････････････････････ １５８ 

   第３ 物資供給・救助体制の確立 ･･･････････････････････････････････････ １５９ 

   第４ 孤立に強い地区づくり ･･･････････････････････････････････････････ １５９ 

   第５ 道路寸断への対応 ･･･････････････････････････････････････････････ １５９ 

  

  第25節 調査研究 ･･･････････････････････････････････････････････････････ １６０ 

   第１ 基本的な考え方 ･････････････････････････････････････････････････ １６０ 

   第２ 震災対策調査研究の推進 ･････････････････････････････････････････ １６０ 

   第３ 地域危険度調査研究の促進 ･･･････････････････････････････････････ １６１ 

  

 第２章 地震災害応急対策計画 ･････････････････････････････････････････････ １６２ 

  第１ 活動体制の確立に関する対策 ･･･････････････････････････････････････ １６２ 

  第２ 被害の拡大を防止するための応急対策の実施 ･････････････････････････ １６２ 

  第３ 被災者の保護と社会秩序の安全を図るための応急対策の実施 ･･･････････ １６２ 

  

  第１節 応急活動体制 ･･･････････････････････････････････････････････････ １６３ 

   第１ 基本的な考え方 ･････････････････････････････････････････････････ １６３ 

   第２ 県の応急活動体制 ･･･････････････････････････････････････････････ １６４ 



震災編 
目 次 

   第３ 市町村の応急活動体制の確立 ･････････････････････････････････････ １８４ 

   第４ 防災関係機関等の応急活動体制の確立 ･････････････････････････････ １８５ 

  

  第２節 災害情報の収集・伝達 ･･･････････････････････････････････････････ １８６ 

   第１ 基本的な考え方 ･････････････････････････････････････････････････ １８６ 

   第２ 情報管理体制の確立 ･････････････････････････････････････････････ １８７ 

   第３ 地震情報の収集・伝達 ･･･････････････････････････････････････････ １９０ 

   第４ 被害情報等の収集・伝達 ･････････････････････････････････････････ １９５ 

  

  第３節 災害広報 ･･･････････････････････････････････････････････････････ ２０８ 

   第１ 基本的な考え方 ･････････････････････････････････････････････････ ２０８ 

   第２ 県による災害広報の実施 ･････････････････････････････････････････ ２０８ 

   第３ 市町村による災害広報の実施 ･････････････････････････････････････ ２１１ 

   第４ 関係機関等による災害広報の実施 ･････････････････････････････････ ２１２ 

   第５ 住民等からの問い合わせに対する対応 ･････････････････････････････ ２１３ 

  

  第４節 広域応援体制 ･･･････････････････････････････････････････････････ ２１４ 

   第１ 基本的な考え方 ･････････････････････････････････････････････････ ２１４ 

   第２ 県における広域応援体制 ･････････････････････････････････････････ ２１４ 

   第３ 市町村・消防における相互応援協力 ･･･････････････････････････････ ２１７ 

   第４ 市町村における広域応援体制 ･････････････････････････････････････ ２１８ 

   第５ 緊急消防援助隊による応援 ･･･････････････････････････････････････ ２１８ 

  

  第５節 自衛隊の災害派遣体制 ･･･････････････････････････････････････････ ２２１ 

   第１ 基本的な考え方 ･････････････････････････････････････････････････ ２２１ 

   第２ 自衛隊の災害派遣（撤収）要請の方法 ･････････････････････････････ ２２１ 

   第３ 自衛隊の災害派遣活動 ･･･････････････････････････････････････････ ２２４ 

   第４ 自衛隊の災害派遣に伴う受入れ体制等 ･････････････････････････････ ２２５ 

  

  第６節 海上保安庁への応援協力体制 ･････････････････････････････････････ ２３０ 

   第１ 基本的な考え方 ･････････････････････････････････････････････････ ２３０ 

   第２ 救援協力要請の方法 ･････････････････････････････････････････････ ２３０ 

  

  第７節 災害救助法の適用 ･･･････････････････････････････････････････････ ２３１ 

   第１ 基本的な考え方 ･････････････････････････････････････････････････ ２３１ 

   第２ 災害救助法の実施機関 ･･･････････････････････････････････････････ ２３１ 

   第３ 災害救助法の適用基準 ･･･････････････････････････････････････････ ２３２ 

   第４ 被災世帯の算定基準 ･････････････････････････････････････････････ ２３４ 

   第５ 災害救助法の適用手続き ･････････････････････････････････････････ ２３５ 

   第６ 災害救助の実施方法等 ･･･････････････････････････････････････････ ２３６ 

  

  第８節 避難活動 ･･･････････････････････････････････････････････････････ ２４０ 

   第１ 基本的な考え方 ･････････････････････････････････････････････････ ２４０ 

   第２ 要避難状況の早期把握・判断 ･････････････････････････････････････ ２４１ 



震災編 
目 次 

   第３ 避難勧告等の実施 ･･･････････････････････････････････････････････ ２４２ 

   第４ 警戒区域の設定 ･････････････････････････････････････････････････ ２４７ 

   第５ 避難勧告等の伝達 ･･･････････････････････････････････････････････ ２４８ 

   第６ 避難の誘導等 ･･･････････････････････････････････････････････････ ２４９ 

   第７ 避難場所及び避難所の開設、運営 ･････････････････････････････････ ２５１ 

   第８ 広域一時避難 ･･･････････････････････････････････････････････････ ２５４ 

  

  第９節 消防活動 ･･･････････････････････････････････････････････････････ ２５５ 

   第１ 基本的な考え方 ･････････････････････････････････････････････････ ２５５ 

   第２ 県による情報収集、指示等 ･･･････････････････････････････････････ ２５６ 

   第３ 市町村・消防本部等による消防活動 ･･･････････････････････････････ ２５６ 

   第４ 他の消防本部に対する応援要請 ･･･････････････････････････････････ ２５８ 

  

  第10節 救急・救助活動 ･････････････････････････････････････････････････ ２５９ 

   第１ 基本的な考え方 ･････････････････････････････････････････････････ ２５９ 

   第２ 救急・救助活動 ･････････････････････････････････････････････････ ２６０ 

   第３ 救急・救助用資機材等の確保 ･････････････････････････････････････ ２６１ 

  

  第11節 医療救護 ･･･････････････････････････････････････････････････････ ２６２ 

   第１ 基本的な考え方 ･････････････････････････････････････････････････ ２６２ 

   第２ 医療救護活動 ･･･････････････････････････････････････････････････ ２６３ 

   第３ 助産救護活動 ･･･････････････････････････････････････････････････ ２６４ 

   第４ 医薬品・医療用資器材等の調達 ･･･････････････････････････････････ ２６６ 

   第５ 傷病者等の搬送 ･････････････････････････････････････････････････ ２６６ 

   第６ 特別に配慮を要する患者への対応 ･････････････････････････････････ ２６６ 

  

  第12節 警備活動 ･･･････････････････････････････････････････････････････ ２６８ 

   第１ 基本的な考え方 ･････････････････････････････････････････････････ ２６８ 

   第２ 災害警備体制の確立 ･････････････････････････････････････････････ ２６８ 

   第３ 災害警備措置 ･･･････････････････････････････････････････････････ ２６９ 

  

  第13節 交通確保、規制 ･････････････････････････････････････････････････ ２７３ 

   第１ 基本的な考え方 ･････････････････････････････････････････････････ ２７３ 

   第２ 交通規制の実施 ･････････････････････････････････････････････････ ２７４ 

   第３ 緊急通行車両の確認等 ･･･････････････････････････････････････････ ２７７ 

   第４ 発見者等の通報と運転者のとるべき措置 ･･･････････････････････････ ２８０ 

   第５ 道路啓開 ･･･････････････････････････････････････････････････････ ２８０ 

   第６ 港湾及び漁港啓開 ･･･････････････････････････････････････････････ ２８２ 

  

  第14節 緊急輸送 ･･･････････････････････････････････････････････････････ ２８３ 

   第１ 基本的な考え方 ･････････････････････････････････････････････････ ２８３ 

   第２ 緊急輸送の実施 ･････････････････････････････････････････････････ ２８３ 

   第３ 緊急輸送手段等の確保 ･･･････････････････････････････････････････ ２８４ 

   第４ 緊急輸送道路及び輸送拠点等の確保 ･･･････････････････････････････ ２８６ 



震災編 
目 次 

  第15節 浸水、土砂災害対策 ･････････････････････････････････････････････ ２８９ 

   第１ 基本的な考え方 ･････････････････････････････････････････････････ ２８９ 

   第２ 浸水、土砂災害防止体制の確立 ･･･････････････････････････････････ ２８９ 

   第３ 浸水被害の拡大防止 ･････････････････････････････････････････････ ２８９ 

   第４ 土砂災害等による被害の拡大防止 ･････････････････････････････････ ２９０ 

   第５ 土砂災害防止法による緊急調査と土砂災害緊急情報 ･････････････････ ２９１ 

  

  第16節 施設等の応急対策 ･･･････････････････････････････････････････････ ２９２ 

   第１ 基本的な考え方 ･････････････････････････････････････････････････ ２９２ 

   第２ 社会公共施設の応急対策 ･････････････････････････････････････････ ２９３ 

   第３ 建築物の応急対策 ･･･････････････････････････････････････････････ ２９３ 

   第４ 宅地の応急対策 ･････････････････････････････････････････････････ ２９５ 

   第５ 危険物施設等の応急対策 ･････････････････････････････････････････ ２９５ 

   第６ 農作物、家畜及び関連施設の応急対策 ･････････････････････････････ ２９７ 

   第７ ライフライン施設応急復旧体制 ･･･････････････････････････････････ ２９８ 

   第８ 交通施設の応急対策 ･････････････････････････････････････････････ ３０９ 

   第９ 河川、海岸、砂防及び治山施設の応急対策 ･････････････････････････ ３１１ 

  

  第17節 要配慮者の安全確保 ･････････････････････････････････････････････ ３１３ 

   第１ 基本的な考え方 ･････････････････････････････････････････････････ ３１３ 

   第２ 災害を契機に要配慮者となった者に対する対策 ･････････････････････ ３１３ 

   第３ 高齢者、障がい者、難病患者等に係る支援活動 ･････････････････････ ３１４ 

   第４ 児童、ひとり親家庭に係る対策 ･･･････････････････････････････････ ３１４ 

   第５ 観光客及び外国人に係る対策 ･････････････････････････････････････ ３１５ 

   第６ 社会福祉施設等に係る対策 ･･･････････････････････････････････････ ３１６ 

  

  第18節 孤立地区対策 ･･･････････････････････････････････････････････････ ３１７ 

   第１ 基本的な考え方 ･････････････････････････････････････････････････ ３１７ 

   第２ 孤立実態の把握 ･････････････････････････････････････････････････ ３１７ 

   第３ 物資供給、救助の実施 ･･･････････････････････････････････････････ ３１８ 

   第４ 道路の応急対策 ･････････････････････････････････････････････････ ３１８ 

  

  第19節 食料、飲料水及び生活必需品等の供給 ･････････････････････････････ ３１９ 

   第１ 基本的な考え方 ･････････････････････････････････････････････････ ３１９ 

   第２ 救援物資の管理体制 ･････････････････････････････････････････････ ３２０ 

   第３ 食料の確保及び供給 ･････････････････････････････････････････････ ３２２ 

   第４ 飲料水等の供給 ･････････････････････････････････････････････････ ３２６ 

   第５ 生活必需品等の供給 ･････････････････････････････････････････････ ３２８ 

  

  第20節 災害ボランティアの受入れ、支援 ･････････････････････････････････ ３３１ 

   第１ 基本的な考え方 ･････････････････････････････････････････････････ ３３１ 

   第２ 災害ボランティアの受入れ、支援 ･････････････････････････････････ ３３１ 

   第３ 海外からの応援の受入れ ･････････････････････････････････････････ ３３２ 

  



震災編 
目 次 

  第21節 文教対策 ･･･････････････････････････････････････････････････････ ３３３ 

   第１ 基本的な考え方 ･････････････････････････････････････････････････ ３３３ 

   第２ 児童等の安全確認・施設被害状況確認 ･････････････････････････････ ３３３ 

   第３ 応急対策の実施 ･････････････････････････････････････････････････ ３３４ 

   第４ 応急教育の実施 ･････････････････････････････････････････････････ ３３５ 

   第５ 学用品の調達及び支給・授業料等の減免措置 ･･･････････････････････ ３３６ 

   第６ 文化財の保護 ･･･････････････････････････････････････････････････ ３３７ 

  

  第22節 廃棄物等の処理 ･････････････････････････････････････････････････ ３３８ 

   第１ 基本的な考え方 ･････････････････････････････････････････････････ ３３８ 

   第２ 廃棄物処理 ･････････････････････････････････････････････････････ ３３９ 

   第３ し尿処理 ･･･････････････････････････････････････････････････････ ３４０ 

   第４ 応援協力体制の確保 ･････････････････････････････････････････････ ３４０ 

   第５ 廃棄物処理機能の復旧 ･･･････････････････････････････････････････ ３４１ 

   第６ 産業廃棄物の処理 ･･･････････････････････････････････････････････ ３４１ 

  

  第23節 防疫・保健衛生、環境衛生対策 ･･･････････････････････････････････ ３４２ 

   第１ 基本的な考え方 ･････････････････････････････････････････････････ ３４２ 

   第２ 防疫活動 ･･･････････････････････････････････････････････････････ ３４２ 

   第３ 保健活動 ･･･････････････････････････････････････････････････････ ３４３ 

   第４ 精神保健活動 ･･･････････････････････････････････････････････････ ３４４ 

   第５ 食品衛生指導 ･･･････････････････････････････････････････････････ ３４４ 

   第６ 環境衛生対策 ･･･････････････････････････････････････････････････ ３４５ 

   第７ 動物愛護管理対策 ･･･････････････････････････････････････････････ ３４５ 

  

  第24節 遺体対策 ･･･････････････････････････････････････････････････････ ３４６ 

   第１ 基本的な考え方 ･････････････････････････････････････････････････ ３４６ 

   第２ 遺体の捜索 ･････････････････････････････････････････････････････ ３４６ 

   第３ 遺体の収容等 ･･･････････････････････････････････････････････････ ３４６ 

   第４ 遺体の検視等 ･･･････････････････････････････････････････････････ ３４７ 

   第５ 遺体の埋・火葬 ･････････････････････････････････････････････････ ３４７ 

  

  第25節 住宅確保及び応急対策 ･･･････････････････････････････････････････ ３４８ 

   第１ 基本的な考え方 ･････････････････････････････････････････････････ ３４８ 

   第２ 応急住宅の提供 ･････････････････････････････････････････････････ ３４８ 

   第３ 被災住宅の応急修理 ･････････････････････････････････････････････ ３５１ 

   第４ 住宅関係障害物除去 ･････････････････････････････････････････････ ３５２ 

   第５ 災害復旧用材の確保 ･････････････････････････････････････････････ ３５２ 

   第６ 民間賃貸住宅の紹介、斡旋及び借り上げ ･･･････････････････････････ ３５２ 

  

 第３章 地震災害復旧・復興計画 ･･･････････････････････････････････････････ ３５３ 

  第１ 災害復旧事業の実施 ･･･････････････････････････････････････････････ ３５３ 

  第２ 生活再建のための支援対策の実施 ･･･････････････････････････････････ ３５３ 

  第３ 激甚災害の指定 ･･･････････････････････････････････････････････････ ３５３ 



震災編 
目 次 

  第１節 災害復旧事業の実施 ･････････････････････････････････････････････ ３５４ 

   第１ 基本的な考え方 ･････････････････････････････････････････････････ ３５４ 

   第２ 災害復旧事業計画の作成 ･････････････････････････････････････････ ３５４ 

   第３ 災害復旧事業の実施 ･････････････････････････････････････････････ ３５５ 

   第４ 復興計画の作成 ･････････････････････････････････････････････････ ３５６ 

   第５ 被災市町村への支援 ･････････････････････････････････････････････ ３５７ 

  

  第２節 生活再建等支援対策の実施 ･･･････････････････････････････････････ ３５８ 

   第１ 基本的な考え方 ･････････････････････････････････････････････････ ３５８ 

   第２ 被災者の生活相談 ･･･････････････････････････････････････････････ ３５９ 

   第３ 被災者の被災状況の把握 ･････････････････････････････････････････ ３５９ 

   第４ 雇用機会の確保（職業斡旋等の支援） ･････････････････････････････ ３６０ 

   第５ 義援金、義援品の受付、配分 ･････････････････････････････････････ ３６０ 

   第６ 生活資金及び事業資金の融資 ･････････････････････････････････････ ３６２ 

   第７ 郵便・電話等の支援措置 ･････････････････････････････････････････ ３６３ 

   第８ 税等の徴収猶予、減免 ･･･････････････････････････････････････････ ３６４ 

   第９ 災害弔慰金・災害障害見舞金等の支給 ･････････････････････････････ ３６５ 

   第10 被災者生活再建支援法等に基づく支援 ･････････････････････････････ ３６６ 

  

  第３節 激甚災害の指定 ･････････････････････････････････････････････････ ３６９ 

   第１ 基本的な考え方 ･････････････････････････････････････････････････ ３６９ 

   第２ 激甚災害指定手続 ･･･････････････････････････････････････････････ ３６９ 

   第３ 激甚災害指定基準 ･･･････････････････････････････････････････････ ３７０ 

   第４ 局地激甚災害指定基準 ･･･････････････････････････････････････････ ３７２ 

   第５ 特別財政援助等の申請手続等 ･････････････････････････････････････ ３７４ 

   第６ 激甚法に定める事業及び関係部局 ･････････････････････････････････ ３７４ 

  

第３編 津波災害対策計画  

 第１章 津波災害予防計画 ･････････････････････････････････････････････････ ３７７ 

  第１ 津波災害に強い県土づくり ･････････････････････････････････････････ ３７７ 

  

  第１節 津波災害の予防 ･････････････････････････････････････････････････ ３７８ 

   第１ 基本的な考え方 ･････････････････････････････････････････････････ ３７８ 

   第２ 津波災害対策の想定 ･････････････････････････････････････････････ ３７８ 

   第３ 海岸保全事業の推進 ･････････････････････････････････････････････ ３７９ 

   第４ 津波に強いまちづくり ･･･････････････････････････････････････････ ３７９ 

  

  第２節 情報伝達体制の整備 ･････････････････････････････････････････････ ３８１ 

   第１ 基本的な考え方 ･････････････････････････････････････････････････ ３８１ 

   第２ 海面監視体制の確立 ･････････････････････････････････････････････ ３８１ 

   第３ 情報伝達体制の整備 ･････････････････････････････････････････････ ３８１ 

   第４ 潮位観測情報等伝達体制の整備 ･･･････････････････････････････････ ３８２ 

   第５ 広報体制の整備 ･････････････････････････････････････････････････ ３８３ 

  



震災編 
目 次 

  第３節 防災活動体制の整備 ･････････････････････････････････････････････ ３８５ 

   第１ 基本的な考え方 ･････････････････････････････････････････････････ ３８５ 

   第２ 災害対策本部体制の整備 ･････････････････････････････････････････ ３８６ 

   第３ 防災中枢機能等の整備 ･･･････････････････････････････････････････ ３８７ 

   第４ 広域応援協力体制の整備 ･････････････････････････････････････････ ３８７ 

   第５ 公的機関等の業務継続性の確保 ･･･････････････････････････････････ ３８９ 

   第６ 複合災害体制の整備 ･････････････････････････････････････････････ ３９０ 

   第７ 罹災証明書の発行体制の整備 ･････････････････････････････････････ ３９０ 

   第８ 防災施設、装備等の整備 ･････････････････････････････････････････ ３９０ 

   第９ 孤立地区対策 ･･･････････････････････････････････････････････････ ３９１ 

  

  第４節 避難予防対策 ･･･････････････････････････････････････････････････ ３９３ 

   第１ 基本的な考え方 ･････････････････････････････････････････････････ ３９３ 

   第２ 避難体制の整備 ･････････････････････････････････････････････････ ３９４ 

   第３ 指定緊急避難場所・指定避難所及び避難路の整備・周知 ･････････････ ３９９ 

   第４ 応急仮設住宅の確保体制の整備 ･･･････････････････････････････････ ４０３ 

  

  第５節 救急・救助、医療体制の整備 ･････････････････････････････････････ ４０４ 

   第１ 基本的な考え方 ･････････････････････････････････････････････････ ４０４ 

   第２ 救急・救助体制の整備 ･･･････････････････････････････････････････ ４０５ 

   第３ 情報収集管理体制の整備 ･････････････････････････････････････････ ４０６ 

   第４ 医療救護体制の整備 ･････････････････････････････････････････････ ４０６ 

   第５ 防災訓練 ･･･････････････････････････････････････････････････････ ４０６ 

  

  第６節 交通確保、輸送体制の整備 ･･･････････････････････････････････････ ４０７ 

   第１ 基本的な考え方 ･････････････････････････････････････････････････ ４０７ 

   第２ 緊急通行車両等の事前届出・確認 ･････････････････････････････････ ４０７ 

 第３ 輸送体制の整備方針 ･････････････････････････････････････････････ ４０９ 

   第４ 輸送手段及び輸送施設・集積拠点等の指定 ･････････････････････････ ４０９ 

   第５ 緊急輸送道路啓開体制の整備 ･････････････････････････････････････ ４１１ 

   第６ 緊急輸送のための港湾・漁港啓開体制の整備 ･･･････････････････････ ４１１ 

  

  第７節 食料、飲料水及び生活必需品等の確保・供給体制の整備 ･････････････ ４１２ 

   第１ 基本的な考え方 ･････････････････････････････････････････････････ ４１２ 

   第２ 食料及び給食用資機材の備蓄並びに調達体制の整備 ･････････････････ ４１２ 

   第３ 飲料水及び給水用資器材の備蓄並びに調達体制の整備 ･･･････････････ ４１５ 

   第４ 燃料等生活必需品の備蓄並びに調達体制の整備 ･････････････････････ ４１６ 

   第５ 災害救助用物資・資機材の備蓄並びに調達体制の整備 ･･･････････････ ４１７ 

  

  第８節 要配慮者等安全確保体制の整備 ･･･････････････････････････････････ ４２０ 

   第１ 基本的な考え方 ･････････････････････････････････････････････････ ４２０ 

   第２ 避難行動要支援者等支援体制の構築 ･･･････････････････････････････ ４２１ 

   第３ 地域における要配慮者対策 ･･･････････････････････････････････････ ４２３ 

   第４ 社会福祉施設・病院等における要配慮者対策 ･･･････････････････････ ４２４ 



震災編 
目 次 

  第９節 防疫・保健衛生、廃棄物処理体制の整備 ･･･････････････････････････ ４２５ 

   第１ 基本的な考え方 ･････････････････････････････････････････････････ ４２５ 

   第２ 防疫・保健衛生体制の整備 ･･･････････････････････････････････････ ４２５ 

   第３ 動物愛護管理体制の整備 ･････････････････････････････････････････ ４２６ 

   第４ 廃棄物処理体制の整備 ･･･････････････････････････････････････････ ４２６ 

   第５ し尿処理体制の整備 ･････････････････････････････････････････････ ４２６ 

  

  第10節 防災知識の普及・啓発及び防災訓練 ･･･････････････････････････････ ４２７ 

   第１ 基本的な考え方 ･････････････････････････････････････････････････ ４２７ 

   第２ 消防団、水防団及び自主防災組織の育成強化 ･･･････････････････････ ４２７ 

   第３ 県民に対する防災教育 ･･･････････････････････････････････････････ ４２９ 

   第４ 学校教育における防災教育 ･･･････････････････････････････････････ ４３１ 

   第５ 防災訓練 ･･･････････････････････････････････････････････････････ ４３２ 

  

 第２章 津波災害応急対策計画 ･････････････････････････････････････････････ ４３４ 

  第１ 被害の拡大を防災するための応急対策の実施 ･････････････････････････ ４３４ 

  

  第１節 災害応急活動体制 ･･･････････････････････････････････････････････ ４３５ 

   第１ 基本的な考え方 ･････････････････････････････････････････････････ ４３５ 

   第２ 県の応急活動体制 ･･･････････････････････････････････････････････ ４３６ 

   第３ 市町村の応急活動体制 ･･･････････････････････････････････････････ ４４５ 

   第４ 県における広域応援体制 ･････････････････････････････････････････ ４４６ 

   第５ 市町村・消防における相互応援協力 ･･･････････････････････････････ ４４７ 

   第６ 市町村における広域応援体制 ･････････････････････････････････････ ４４７ 

   第７ 緊急消防援助隊による応援 ･･･････････････････････････････････････ ４４８ 

   第８ 自衛隊の災害派遣体制 ･･･････････････････････････････････････････ ４４９ 

   第９ 海上保安庁への応援協力体制 ･････････････････････････････････････ ４４９ 

  

  第２節 災害情報の収集・伝達及び広報 ･･･････････････････････････････････ ４５０ 

   第１ 基本的な考え方 ･････････････････････････････････････････････････ ４５０ 

   第２ 津波情報の収集・伝達 ･･･････････････････････････････････････････ ４５１ 

   第３ 被害情報等の収集・伝達 ･････････････････････････････････････････ ４５５ 

   第４ 県による災害広報の実施 ･････････････････････････････････････････ ４５８ 

   第５ 市町村による災害広報の実施 ･････････････････････････････････････ ４６１ 

   第６ 住民からの問い合わせに対する対応 ･･･････････････････････････････ ４６２ 

  

  第３節 避難活動 ･･･････････････････････････････････････････････････････ ４６３ 

   第１ 基本的な考え方 ･････････････････････････････････････････････････ ４６３ 

   第２ 要避難状況の早期把握・判断 ･････････････････････････････････････ ４６４ 

   第３ 避難勧告等の実施 ･･･････････････････････････････････････････････ ４６５ 

   第４ 避難勧告等の伝達 ･･･････････････････････････････････････････････ ４６７ 

   第５ 避難の誘導等 ･･･････････････････････････････････････････････････ ４６８ 

   第６ 避難場所及び避難所の開設、運営 ･････････････････････････････････ ４７０ 

   第７ 広域一時滞在 ･･･････････････････････････････････････････････････ ４７３ 



震災編 
目 次 

  第４節 救助・救急、医療及び警備活動 ･･･････････････････････････････････ ４７４ 

   第１ 基本的な考え方 ･････････････････････････････････････････････････ ４７４ 

   第２ 救急・救助活動 ･････････････････････････････････････････････････ ４７５ 

   第３ 医療救護活動 ･･･････････････････････････････････････････････････ ４７６ 

   第４ 助産救護活動 ･･･････････････････････････････････････････････････ ４７８ 

   第５ 傷病者の搬送 ･･･････････････････････････････････････････････････ ４７８ 

   第６ 特別に配慮を要する患者への対応 ･････････････････････････････････ ４７８ 

   第７ 災害警備体制の確立 ･････････････････････････････････････････････ ４７９ 

   第８ 災害警備措置 ･･･････････････････････････････････････････････････ ４７９ 

  

  第５節 緊急輸送のための交通確保、緊急輸送活動 ･････････････････････････ ４８４ 

   第１ 基本的な考え方 ･････････････････････････････････････････････････ ４８４ 

   第２ 緊急通行車両の確認等 ･･･････････････････････････････････････････ ４８４ 

   第３ 道路啓開 ･･･････････････････････････････････････････････････････ ４８５ 

   第４ 港湾及び漁港啓開 ･･･････････････････････････････････････････････ ４８６ 

   第５ 緊急輸送の実施 ･････････････････････････････････････････････････ ４８７ 

   第６ 緊急輸送手段等の確保 ･･･････････････････････････････････････････ ４８７ 

   第７ 緊急輸送道路及び輸送拠点等の確保 ･･･････････････････････････････ ４８９ 

  

  第６節 食料、飲料水及び生活必需品等の供給 ･････････････････････････････ ４９０ 

   第１ 基本的な考え方 ･････････････････････････････････････････････････ ４９０ 

   第２ 救援物資の管理体制 ･････････････････････････････････････････････ ４９１ 

   第３ 食料の確保及び供給 ･････････････････････････････････････････････ ４９２ 

   第４ 飲料水等の供給 ･････････････････････････････････････････････････ ４９５ 

   第５ 生活必需品等の供給 ･････････････････････････････････････････････ ４９８ 

  

  第７節 要配慮者の安全確保 ･････････････････････････････････････････････ ５０１ 

   第１ 基本的な考え方 ･････････････････････････････････････････････････ ５０１ 

   第２ 災害を契機に要配慮者となった者に対する対策 ･････････････････････ ５０１ 

   第３ 高齢者、障がい者、難病患者等に係る支援活動 ･････････････････････ ５０２ 

   第４ 児童、ひとり親家庭等に係る対策 ･････････････････････････････････ ５０２ 

   第５ 観光客及び外国人に係る対策 ･････････････････････････････････････ ５０３ 

   第６ 社会福祉施設等に係る対策 ･･･････････････････････････････････････ ５０４ 

  

  第８節 文教対策 ･･･････････････････････････････････････････････････････ ５０５ 

   第１ 基本的な考え方 ･････････････････････････････････････････････････ ５０５ 

   第２ 児童等の安全確認・施設被害状況確認 ･････････････････････････････ ５０５ 

   第３ 応急対策の実施 ･････････････････････････････････････････････････ ５０６ 

   第４ 応急教育の実施 ･････････････････････････････････････････････････ ５０７ 

   第５ 学用品の調達及び支給・授業料等の減免措置 ･･･････････････････････ ５０８ 

  

  第９節 防疫・保健衛生等に関する活動 ･･･････････････････････････････････ ５０９ 

   第１ 基本的な考え方 ･････････････････････････････････････････････････ ５０９ 

   第２ 防疫活動 ･･･････････････････････････････････････････････････････ ５０９ 



震災編 
目 次 

   第３ 保健及び精神保健活動 ･･･････････････････････････････････････････ ５０９ 

   第４ 廃棄物処理 ･････････････････････････････････････････････････････ ５１０ 

   第５ し尿処理 ･･･････････････････････････････････････････････････････ ５１１ 

   第６ 遺体対策 ･･･････････････････････････････････････････････････････ ５１２ 

  

  第10節 応急復旧及び二次災害の防止活動 ･････････････････････････････････ ５１４ 

   第１ 基本的な考え方 ･････････････････････････････････････････････････ ５１４ 

   第２ 建築物の応急対策 ･･･････････････････････････････････････････････ ５１４ 

   第３ 農作物、家畜及び関連施設の応急対策 ･････････････････････････････ ５１６ 

   第４ ライフライン施設応急復旧対策 ･･･････････････････････････････････ ５１７ 

   第５ 交通施設の応急対策 ･････････････････････････････････････････････ ５２８ 

   第６ 河川及び海岸施設の応急対策 ･････････････････････････････････････ ５３０ 

  

  第11節 住宅確保及び応急対策 ･･･････････････････････････････････････････ ５３２ 

   第１ 基本的な考え方 ･････････････････････････････････････････････････ ５３２ 

   第２ 応急住宅の提供 ･････････････････････････････････････････････････ ５３２ 

   第３ 被災住宅の応急修理 ･････････････････････････････････････････････ ５３５ 

   第４ 住宅関係障害物除去 ･････････････････････････････････････････････ ５３６ 

   第５ 災害復旧用材の確保 ･････････････････････････････････････････････ ５３６ 

   第６ 民間賃貸住宅の紹介、斡旋及び借り上げ ･･･････････････････････････ ５３６ 

  

 第３章 地震災害復旧・復興計画 ･･･････････････････････････････････････････ ５３７ 

  第１節 災害復旧事業の実施 ･････････････････････････････････････････････ ５３７ 

   第１ 基本的な考え方 ･････････････････････････････････････････････････ ５３７ 

   第２ 災害復旧事業計画の作成 ･････････････････････････････････････････ ５３７ 

   第３ 災害復旧事業の実施 ･････････････････････････････････････････････ ５３８ 

   第４ 災害復興計画の作成 ･････････････････････････････････････････････ ５３８ 

  

  第２節 生活再建等支援対策の実施 ･･･････････････････････････････････････ ５４０ 

   第１ 基本的な考え方 ･････････････････････････････････････････････････ ５４０ 

   第２ 被災者の生活相談 ･･･････････････････････････････････････････････ ５４１ 

   第３ 被災者の被災状況の把握 ･････････････････････････････････････････ ５４１ 

   第４ 雇用機会の確保（職業斡旋等の支援） ･････････････････････････････ ５４２ 

   第５ 生活資金及び事業資金の融資 ･････････････････････････････････････ ５４２ 

   第６ 災害弔慰金・災害障害見舞金等の支給 ･････････････････････････････ ５４４ 

   第７ 被災者生活再建支援法に基づく支援 ･･･････････････････････････････ ５４４ 

  

  

  

 


