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国土強靭化地域計画（高知県強靭化計画）の策定について 
 

１１１１    基本方針基本方針基本方針基本方針        

（（（（１１１１））））基本基本基本基本方針方針方針方針    

本県の国土強靭化地域計画国土強靭化地域計画国土強靭化地域計画国土強靭化地域計画はははは、、、、南海南海南海南海トラフトラフトラフトラフ地震地震地震地震対策対策対策対策をををを対象対象対象対象としてとしてとしてとして策定策定策定策定します。 

地域計画の策定にあたっては、南海トラフ地震対策行動計画をベースとして、県県県県がががが「「「「対対対対

応応応応できることできることできることできること」」」」とととと「「「「対応対応対応対応できないことできないことできないことできないこと」」」」をををを脆弱性評価脆弱性評価脆弱性評価脆弱性評価でででで明明明明らかにしらかにしらかにしらかにし、、、、施策施策施策施策のののの重点化重点化重点化重点化やややや優優優優

先順位付先順位付先順位付先順位付けけけけを行います。 

また、地域計画で取りまとめた施策は、行動計画で数値目標を設定し、進捗管理を行

っていきます。 

 

○地域計画と行動計画の関連性 

 国土強靭化地域計画 南海トラフ地震対策行動計画 

位置付け 

・地方単独では解決できない課題の整
理や、施策の重点化及び優先順位付
けを行う 

・地域計画の施策を着実に実行するた
め、毎年の進捗管理とＰＤＣＡによ
る見直しを行う 

数値目標 ・設定しない ・設定する 

計画期間 

・特に定めないが、基本計画と同様に
概ね 5 年ごと（平成 30 年度）に見
直す 

・第 2 期：～平成 27 年度 
・第 3 期：～平成 30 年度 

 

（（（（２２２２））））高知市との連携高知市との連携高知市との連携高知市との連携    

県内では、高知市高知市高知市高知市がががが風水害風水害風水害風水害もももも対象対象対象対象としたとしたとしたとした地域計画地域計画地域計画地域計画をををを今年度中今年度中今年度中今年度中にににに策定策定策定策定することとしてい

ます。 

県と高知市は、国土強靭化地域計画策定モデル調査の第１次実施団体として選定され

ており、南海南海南海南海トラフトラフトラフトラフ地震地震地震地震にににに関関関関するするするする脆弱性評価脆弱性評価脆弱性評価脆弱性評価やややや対応方策対応方策対応方策対応方策のののの検討検討検討検討をををを連携連携連携連携して進めます。 

 

２２２２    地域計画地域計画地域計画地域計画で定める事項で定める事項で定める事項で定める事項        

（１）基本的な進め方（１）基本的な進め方（１）基本的な進め方（１）基本的な進め方    

強靭化の施策を総合的・計画的

に 推 進 す る 上 で の 基 本 的 な 進 め

方は右図のとおりで、ＰＤＣＡサ

イ ク ル を 繰 り 返 し て 取 組 を 推 進

していきます。 

このうち、地域計画は、STEP1

～STEP5 のプロセスを経て定め

ます。 
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（２）地域を強靭化する上での目標（２）地域を強靭化する上での目標（２）地域を強靭化する上での目標（２）地域を強靭化する上での目標の明確化の明確化の明確化の明確化（ＳＴＥＰ１）（ＳＴＥＰ１）（ＳＴＥＰ１）（ＳＴＥＰ１）    

地域計画は、国土強靭化基本計画との調和を図ることが必要であり、地域計画で目指

す目標は、基本計画に即して以下のとおり設定します。 

 

○基本目標 

ⅰ 人命の保護が最大限図られること 

ⅱ 県政及び社会の重要な機能が致命的な障害を受けずに維持されること 

ⅲ 県民の財産及び公共施設に係る被害の最小化 

ⅳ 迅速な復旧復興 

 

○事前に備えるべき目標 

ⅰ 大規模自然災害が発生したときでも人命の保護が最大限図られる 

ⅱ 大規模自然災害発生直後から救助・救急、医療活動等が迅速に行われる（それがなされな

い場合の必要な対応を含む） 

ⅲ 大規模自然災害発生直後から必要不可欠な行政機能は確保する 

ⅳ 大規模自然災害発生直後から必要不可欠な情報通信機能は確保する 

ⅴ 大規模自然災害発生後であっても、経済活動の早期復旧を図る 

ⅵ 大規模自然災害発生後であっても、生活・経済活動に必要最低限の電気、ガス、上下水道、

燃料、交通ネットワーク等を確保するとともに、これらの早期復旧を図る 

ⅶ 制御不能な二次災害を発生させない 

ⅷ 大規模自然災害発生後であっても、地域社会・経済が迅速に再建・回復できる条件を整備

する 

 

（３）リスクシナリオ（最悪の事態）、強靭化施策分野の設定（ＳＴＥＰ２）（３）リスクシナリオ（最悪の事態）、強靭化施策分野の設定（ＳＴＥＰ２）（３）リスクシナリオ（最悪の事態）、強靭化施策分野の設定（ＳＴＥＰ２）（３）リスクシナリオ（最悪の事態）、強靭化施策分野の設定（ＳＴＥＰ２）    

基本計画では、「起きてはならない最悪の事態」として４５の事態が設定されています。 

今回策定する地域計画では、この４５の事態を参考にしつつ、 

①一連のリスクシナリオとして検討する事態は統合 

②本県の地域特性を踏まえたリスクシナリオへの修正 

を行い、27 の事態を設定（次ページ参照）します。 
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○リスクシナリオ（最悪の事態）  

事前に備える 

べき目標 

プログラムにより回避すべき起きてはならない最悪の事態 

基本計画 地域計画（案） 

１．大規模自然災害が

発生したときでも人

命の保護が最大限図

られる 

1-1)大都市での建物・交通施設等の複合的・大規

模倒壊や住宅密集地における火災による死傷

者の発生 

1-1)建物倒壊等による多数の死傷者、自力脱出困難

者の発生（火災は 7-1 に含める） 

1-2)不特定多数が集まる施設の倒壊･火災 1-1)に含める 

1-3)広域にわたる大規模津波等による多数の 

死者の発生 

1-2)大規模津波による多数の死者・行方不明者の 

発生 

1-4)異常気象等による広域かつ長期的な市街地

等の浸水 

1-3)地盤沈降に伴う長期的な市街地の浸水 

（避難は 1-2），復旧復興は 8-4)に含める） 

1-5)大規模な火山噴火・土砂災害（深層崩壊）等

による多数の死傷者の発生のみならず、後年

度にわたり国土の脆弱性が高まる事態 

1-4)大規模な土砂災害（深層崩壊）等による多数の

死傷者の発生 

1-6)情報伝達の不備等による避難行動の遅れ等

で多数の死傷者の発生 

1-5)情報伝達の不備や防災意識の低さ等による 

避難行動の遅れ等で、多数の死傷者の発生 

２．大規模自然災害発

生直後から救助・救

急、医療活動等が迅

速に行われる（それ

がなされない場合の

必要な対応を含む） 

2-1)被災地での食料・飲料水等、生命に関わる 

物資供給の長期停止 

2-1)食料・飲料水等、生命に関わる物資供給の 

長期停止 

2-2)多数かつ長期にわたる孤立集落等の同時 

発生 
2-2)多数かつ長期にわたる孤立集落の同時発生 

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 
2-3)救助･救急活動等の資源の絶対的不足 

2-4)救助・救急、医療活動のためのエネルギー 

供給の長期途絶 
2-3)に含める 

2-5)想定を超える大量かつ長期の帰宅困難者へ

の水･食糧等の供給不足 

2-4)多数の避難者の避難所・福祉避難所への収容や

避難所での生活が困難となる事態 

2-6)医療施設及び関係者の絶対的不足・被災、 

支援ルートの途絶による医療機能の麻痺 

2-5)医療施設及び関係者の絶対的不足・被災、支援

ルートの途絶による医療機能の麻痺 

2-7)被災地における疫病・感染症等の大規模発生 2-6)疫病・感染症等の大規模発生 

３．大規模自然災害発

生直後から必要不可

欠な行政機能は確保

する 

3-1)矯正施設からの被収容者の逃亡、被災による

現地の警察機能の大幅な低下による治安の 

悪化 

3-1)に含める 

（警察機能の大幅な低下を対象に検討） 

3-2)信号機の全面停止等による重大交通事故の

多発 
3-1)に含める 

3-3)首都圏での中央官庁機能の機能不全 項目から除外（首都直下地震対策であるため）  

3-4）地方行政機関の職員･施設等の被災による 

機能の大幅な低下 

3-1)行政機関の職員･施設等の被災による機能の 

大幅な低下 

４．大規模自然災害発

生直後から必要不可

欠な情報通信機能は

確保する 

4-1)電力供給停止等による情報通信の麻痺・長期

停止 

4-1)情報通信の麻痺・長期停止による災害情報が 

伝達できない事態 

4-2)郵便事業の長期停止による種々の重要な 

郵便物が送達できない事態 

項目から除外 

（地方自治体が実施する対策でないため） 

4-3)テレビ･ラジオ放送の中断等により災害情報

が必要な者に伝達できない事態 
4-1)に含める 

  



4 

 

事前に備える 

べき目標 

プログラムにより回避すべき起きてはならない最悪の事態 

基本計画 地域計画（案） 

５．大規模自然災害発

生後であっても、経

済活動の早期復旧

を図る 

5-1)サプライチェーンの寸断等による企業の 

生産力低下による国際競争力の低下 

5-1)事業活動が再開できないことによる雇用状況

の悪化や経済の停滞 

5-2)社会経済活動、サプライチェーンの維持に 

必要なエネルギー供給の停止 
6-1)に含める 

5-3)コンビナート・重要な産業施設の損壊、火災、

爆発等 
5-2)タナスカ石油基地の損壊、火災、爆発等 

5-4)海上輸送の機能の停止による海外貿易への

甚大な影響 
5-1)に含める 

5-5)太平洋ベルト地帯の幹線が分断する等、基幹

的陸上海上交通ネットワークの機能停止 

5-3)基幹的陸上海上交通ネットワーク（高速道路、

空港、港湾）の機能停止 

5-6)複数空港の同時被災 5-3)に含める 

5-7)金融サービス等の機能停止により商取引に

甚大な影響が発生する事態 
5-1)に含める 

5-8)食料等の安定供給の停滞 5-1)に含める 

６．大規模自然災害発

生後であっても、生

活・経済活動に必要

最低限の電気、ガス、

上下水道、燃料、交

通ネットワーク等を

確保するとともに、

これらの早期復旧を

図る 

6-1)電力供給ネットワーク（発変電所、送配電 

設備）や石油・LP ガスサプライチェーンの

機能の停止 

6-1)電気、石油、ガスの供給機能の停止 

6-2)上水道等の長期間にわたる供給停止 6-2)上水道等の長期間にわたる供給停止 

6-3)汚水処理施設等の長期間にわたる機能停止 6-3)汚水処理施設等の長期間にわたる機能停止 

6-4)地域交通ネットワークが分断する事態 6-4)地域交通ネットワークが分断する事態 

6-5)異常渇水等により用水の供給の途絶 6-2)に含める 

７．制御不能な二次災

害を発生させない 

7-1)市街地での大規模火災の発生 7-1)地震火災、津波火災による市街地の延焼拡大 

7-2)海上・臨海部の広域複合災害の発生 7-1)に含める 

7-3)沿線･沿道の建物倒壊による直接的な被害 

及び交通麻痺 
建物倒壊は 1-1)，交通麻痺は 6-4)に含める 

7-4)ため池、ダム、防災施設、天然ダム等の損壊・

機能不全による二次災害の発生 

7-2)ため池、ダム、天然ダム等の損壊・機能不全に

よる二次災害の発生 

7-5)有害物質の大規模拡散･流出 7-3）有害物質の大規模拡散･流出 

7-6)農地・森林等の荒廃による被害の拡大 土砂災害は 1-5)，農地・森林荒廃は 5-1)に含める 

7-7)風評被害等による国家経済等への甚大な 

影響 

項目から除外 

（雇用への影響は 5-1）に含める） 

８．大規模自然災害発

生後であっても、地

域社会・経済が迅速

に再建・回復できる

条件を整備する 

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 

8-1)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 

8-2)道路啓開等の復旧・復興を担う人材等の不足

により復旧･復興が大幅に遅れる事態 

8-2)啓開等の復旧・復興を担う資源の不足により 

復旧･復興が大幅に遅れる事態 

8-3)地域コミュニティの崩壊、治安の悪化等に 

より復旧・復興が大幅に遅れる事態 

8-3)地域コミュニティの崩壊や被災者への支援の

遅れ、復興計画が定まらない等により復旧・ 

復興が大幅に遅れる事態 

8-4)新幹線等の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 
5-3)に含める 

8-5)広域地盤沈下等による広域･長期にわたる 

浸水被害の発生により復旧･復興が大幅に 

遅れる事態 

8-4)長期浸水により復旧・復興が大幅に遅れる事態 

※※※※高知市高知市高知市高知市はははは「「「「1111----6)6)6)6)ゲリラゲリラゲリラゲリラ豪雨等豪雨等豪雨等豪雨等によるによるによるによる広域広域広域広域かつかつかつかつ長期的長期的長期的長期的なななな市街地等市街地等市街地等市街地等のののの浸水浸水浸水浸水」」」」をををを追加追加追加追加設定設定設定設定 
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また、基本計画では、12 の個別施策分野と３の横断的分野が設定されていますが、

地域計画では、地方レベルで脆弱性が想定されるものとして、個別施策分野は４つに統

合します。 

 

○施策分野  

基本計画 地域計画（案） 

1)行政分野 1)行政分野 

2)住宅・都市、8)交通・物流、 

10)国土保全、11)環境、12)土地利用 
2)インフラ・住環境 

3)保健医療・福祉 3)保健医療・福祉 

4)エネルギー、5)金融、6)情報通信 

7)産業構造、9)農林水産 
4)産業・エネルギー 

 

（３）脆弱性の分析・評価、課題の検討（３）脆弱性の分析・評価、課題の検討（３）脆弱性の分析・評価、課題の検討（３）脆弱性の分析・評価、課題の検討～～～～（ＳＴＥＰ（ＳＴＥＰ（ＳＴＥＰ（ＳＴＥＰ３３３３～５～５～５～５））））    

縦軸に「起きてはならない最悪の事態」、横軸に個別施策分野を設けた「マトリクス」

を作成し、それぞれの事態と施策分野が交差する枠ごとに施策をあてはめ、それらの施

策の課題を踏まえて、事態・施策分野ごとに脆弱性の分析・評価を行います。 

なお、「起きてはならない最悪の事態」については、被害様相を時系列で想定し、それ

ぞれのシーンごとに脆弱性の分析・評価を行います。 

 

事前に備える

べき８の目標 

起きてはならない

最悪の事態 

想定される 

シーン 

個別施策分野 「起きてはならない最悪の
事態」を回避するという観点

からの、現在取り組んでいる
施策の評価 

１）行政機能 
２）インフラ・住

環境 
3) 4) 

１．大規模自
然災害が発生

したときでも
人命の保護が
最大限図られ

る 

1-1)建物倒壊等に
よる多数の死傷

者、自力脱出困難
者の発生 
 

【【【【発災直後発災直後発災直後発災直後】】】】                        

耐震性の低い住
宅や事業所等の

倒壊 

2-6 県・市町村有建築物の耐震化の推進 
 ①県有建築物の耐震化：○○％ 

 ②市町村有建築物の耐震化：○○％ 

2-5 既存住宅の
耐震化の促進 

 ①････ 

  ○住宅の耐震化率は○○％
であり、耐震化を加速化す

る必要が・・・ 

家具類の転倒、ガ
ラスの飛散 

・・・・・ ･･･   ○・・・・・ 

・・・・・・ ・・・・・     

【【【【発生後発生後発生後発生後3333 日日日日までまでまでまで】】】】    
 

  
 

            

救助活動の資源
が足りない 

・・・・・ ･･･    

 1-2)大規模津波に
よる・・・・ 

・・・・・・   
 

  

 ・・・・・    
 

  

２．大規模自
然災害直後か
ら救助・・・・・ 

  
 

    

３．・・・・        

現在取り組んでいる施策に対する施策分野別の評価 

○・・・・・ 

  

  

 

シーンごとの

脆弱性評価 

施策分野ごとの

脆弱性評価 

時系列で脆弱性を評価【高知県独自の取組】 

※行動計画の被害シナリオを基に設定 
脆弱性脆弱性脆弱性脆弱性のののの分析分析分析分析・・・・課題課題課題課題のののの検討検討検討検討（（（（STEP3STEP3STEP3STEP3））））    

対応方策対応方策対応方策対応方策のののの検討検討検討検討（（（（STEPSTEPSTEPSTEP４４４４））））    

脆弱性脆弱性脆弱性脆弱性のののの分析分析分析分析・・・・課題課題課題課題のののの検討検討検討検討（（（（STEP3STEP3STEP3STEP3））））    

対応方策対応方策対応方策対応方策のののの検討検討検討検討（（（（STEPSTEPSTEPSTEP４４４４））））    

対応方策対応方策対応方策対応方策についてについてについてについて重点化重点化重点化重点化、、、、優先順位付優先順位付優先順位付優先順位付けけけけ（（（（STEPSTEPSTEPSTEP５５５５））））    

行動計画の対策をあてはめる 
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３３３３    策定体制とスケジュール策定体制とスケジュール策定体制とスケジュール策定体制とスケジュール        

（１）（１）（１）（１）策定体制策定体制策定体制策定体制    

地域計画地域計画地域計画地域計画のののの策定策定策定策定はははは、、、、県県県県はははは南海南海南海南海トラフトラフトラフトラフ地震対策推進本部地震対策推進本部地震対策推進本部地震対策推進本部、、、、高知市高知市高知市高知市はははは高知市強靭化推進本高知市強靭化推進本高知市強靭化推進本高知市強靭化推進本

部部部部によりによりによりにより行行行行いますいますいますいます。 

また、有識者（藤井聡 内閣官房参与、京都大学大学院工学研究科教授）から助言を

いただくこととしています。 

 

 

 

 

 

（２）スケジュール（２）スケジュール（２）スケジュール（２）スケジュール    

策定スケジュールは以下を予定しています。 

脆弱性の分析・評価、施策の重点化、優先順位付けについては、事務局で案を作成の

うえ各部局に意見照会を行います。 

 

 高知県 高知市 

8 月 
  

9 月 
  

10 月 

  

11 月 

  

12 月 

  

1 月 

  

2 月 

  

3 月 
  

 

 

 

県市一体で脆弱性評価を実施  

 

 

地域計画の調和 

脆弱性の分析・評価及び対応方針案の検討 
【南海トラフ地震対策推進本部幹事会】  

脆弱性の分析・評価及び対応方針を決定 
【南海トラフ地震対策推進本部】  

国土強靭化地域計画案の検討 
【南海トラフ地震対策推進本部幹事会】 

国土強靭化地域計画案のとりまとめ 
【南海トラフ地震対策推進本部】  

施策の重点化，優先順位付けを実施  

有識者からの助言 

有識者からの助言 

【県】 

・南海トラフ地震対策推進本部 

・南海トラフ地震対策推進本部幹事会 

【市】 

・高知市強靭化推進本部 

・高知市強靭化推進本部幹事会 連携 

脆弱性の分析・評価及び対応方針案の検討 
【高知市強靭化計画推進本部幹事会】  

脆弱性の分析・評価及び対応方針を決定 
【高知市強靭化計画推進本部】【同幹事会】 

施策の重点化，優先順位付けを実施  

国土強靭化地域計画案の検討 
【高知市強靭化計画推進本部幹事会】  

国土強靭化地域計画案のとりまとめ 
【高知市強靭化計画推進本部】  

策定組織の立ち上げ  



高知県における脆弱性評価のイメージ

個別施策分野個別施策分野個別施策分野個別施策分野

１）行政機能１）行政機能１）行政機能１）行政機能 ２）インフラ・住環境２）インフラ・住環境２）インフラ・住環境２）インフラ・住環境 ３）保健医療・福祉３）保健医療・福祉３）保健医療・福祉３）保健医療・福祉 ４）産業・エネルギー４）産業・エネルギー４）産業・エネルギー４）産業・エネルギー

【発災直後】【発災直後】【発災直後】【発災直後】
耐震性の低い住宅や事業所
等の倒壊

２－６県・市町村有建築物の耐震化の推進
　①県有建築物の耐震化
　　　　耐震化率：161棟/262棟（H24）
　②市町村有建築物の耐震化
　　　　庁舎の耐震化率：54%（H25.3）

２－５既存住宅の耐震化の促進
　①既存住宅の耐震化
　　　　耐震化率：74%（H24）

２－８医療施設・社会福祉施設の耐震化の促進
　①医療施設の耐震化
　　　　全病院の耐震化率：56%（H24）
　②社会福祉施設の耐震化
　　　　高齢者施設の耐震化率：97%（H24）
　　　　児童関係施設の耐震化率：83%（H24）
　　　　障害者施設の耐震化率：100%（H24）

２－９事業者施設の耐震化等の促進
　①特定多数の者が利用する建築物の耐震化
　　　　事務所の耐震化率：52%（H22末）
　②融資制度による支援
　③商店街施設の耐震化支援
　④大規模建築物等の耐震化支援

２－７学校等の耐震化の促進
　①保育所・幼稚園の耐震化
　　　　耐震化率：76%（H25.4）
　②公立小中学校の耐震化
　　　　耐震化率：83%（H25.4）
　③私立学校の耐震化
　　　　耐震化率：81%

家具等の転倒、ガラス飛散、
非構造部材の落下

２－１３県有施設の室内の安全対策の推進
　①キャビネット等固定
　　　　83%完了（H25.3）
　②ガラス飛散防止率
　　　　73%完了（H25.3)

２－１１学校等の室内の安全対策の促進
　①保育所・幼稚園等の室内安全対策
　　　　実施率：71%（H25.4）
　②公立小中学校のの室内安全対策
　　　　実施率：36%（H25.4）
　③私立学校のの室内安全対策
　　　　非構造部材耐震対策率：28%

２－２医療機関の防災対策の促進
　①医療機関の防災計画策定・訓練の支援
　　　　防災計画策定率：73%（H24）
　　　　防災訓練実施率：70%（H24）

２－１２家庭や事業所における室内の安全対策の促進
　①室内安全対策の支援
　　　　実施率：20%（H24）

２－１２家庭や事業所における室内の安全対策の促進
　①室内安全対策の支援
　　　　実施率：20%（H24）

２－３社会福祉施設における地震防災対策の促進
　①防災マニュアル作成の支援
　　　　高齢者施設作成率：96%（H24）
　　　　障害者施設作成率：99%（H24）
　　　　児童関係施設作成率：100%（H23）

４－５事業者の事業継続計画（ＢＣＰ）の策定
　①BCP策定の促進
　　　　BCP策定率：12%（H23.8）

空家、ブロック塀の倒壊 ２－１６避難路・避難場所の安全の確保
　①ブロック塀の安全対策
　　　　実施済み数：45件（H24）
　②老朽住宅の除却

○ブロック塀の安全対策、空家の除却は・・・・・

近隣住民同士での救助活動
がされない

１－３自主防災組織の活性化
　①自主防災組織組織設立の支援
　　　　組織率：83%（H24末）
　　 自主防災組織リーダーの育成
　　　　研修会：3回開催（H24）
　②消防学校での訓練
　　　　200人参加（H24）

３－１６災害時要援護者の避難対策の推進
　①市町村の避難支援プラン（個別計画）策定支援
　　　　個別計画策定済：9市町村

１－４防災人材の育成
　②防災士の養成
　③救急救命講習の実施
　　　　毎年度受講者数：30,000人
２－３０地域の防災体制の強化
　①災害対策支部の体制整備

【発災後3日まで】【発災後3日まで】【発災後3日まで】【発災後3日まで】
余震で建築物の倒壊や宅地
の崩壊が発生

３－２２被災建築物・宅地の応急危険度判定等の
　　　　体制整備
　①被災建築物の応急危険度判定の体制整備
　　・判定士登録数：732人（H24末）
　①被災宅地の応急危険度判定の体制整備
　　・判定士登録：548人（H24末）

○被災建築物、宅地の応急危険度判定の体制は・・・・

どこに要救助者がいるのか
情報が伝わらない

３－１情報の収集・伝達体制の整備と情報通信の
　　　安全性の確保
　②県・市町村の情報伝達手段の多様化
　　 情報伝達訓練の支援

２－１０ライフラインの地震対策の推進
　①速やかなライフラインの復旧のための対策の検討

３－１０孤立対策の推進
　②集落への連絡通信体制の整備の支援
【要検討】
　○住民の安否を速やかに確認できる体制の構築

自力脱出困難者を救助する
資源が足りない

１－５消防団体制の充実
　①定数の確保
　　　　消防団員充足率：93%（H25.4）

３－６災害時の医療救護活動体制の整備
　①災害時医療救護体制の整備
　　　　DMAT2ﾁｰﾑ以上ある病院の割合：70%（H24）
　　　　DMAT研修受講率：20%（H24）

４－５事業者の事業継続計画（ＢＣＰ）の策定
　⑦建設業のBCP策定支援

○災害時応急活動体制は・・・・

３－２応急対策活動体制の整備
　①災害対策本部の強化
　②職員待機宿舎整備
　③県退職者の協力体制の検討
　⑤警察署への自家発電設備の整備
　⑥消防団への資機材整備
３－３総合防災拠点の整備
　①総合防災拠点の運営体制の確立
　②総合防災拠点の整備
３－４県外からの応急救助機関の受け入れ体制の整備
　①応援部隊の受援計画の策定
　②緊急消防援助隊の受援計画の策定
　③広域緊急援助隊等の受け入れ体制の確立
３－５ヘリ運航体制の整備
　①防災ヘリ基地の移転
　②警察ヘリ基地の移転
３－８応急活動のための食料・飲料水等の備蓄の促進
　①職員用の水・食料の備蓄
　③県警職員の水・力量の備蓄
３－９応急対策活動用の燃料確保
　①災害対応型給油所の整備の支援
　　　　災害対応型給油所数：14箇所（H24）
　②応急対策活動のための燃料確保
【地方のみでの対応は困難】
　○国全体での応援部隊の調整
　○外国の応援部隊の受け入れ

○情報伝達体制は・・・・

○自主防災組織の組織率は・・・・

○住宅の耐震化率は74%（H24）であり、平成32年度末までに
95%を達成するためには取組を加速する必要がある。

○地震後に重要な役割を担う施設の耐震化を加速する必要
がある。

○室内の安全対策は・・・・・・・・・

事前に事前に事前に事前に
備えるべき備えるべき備えるべき備えるべき

目標目標目標目標

起きては起きては起きては起きては
ならないならないならないならない

最悪の事態最悪の事態最悪の事態最悪の事態
想定されるシーン想定されるシーン想定されるシーン想定されるシーン

「起きてはならない最悪の事態」を回避するという
観点からの、現在取り組んでいる施策の評価

1.大規模自然
災害が発生し
たときでも人
命の保護が最
大限図られる

１－１）建物倒
壊等による多
数の死傷者、
自力脱出困難
者の発生
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