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国土強靭化地域計画の策定に係る脆弱性評価（案）について 

 

平成２６年１１月１８日  

南海トラフ地震対策課  

 

    １１１１    評価の前提となる事項評価の前提となる事項評価の前提となる事項評価の前提となる事項（第（第（第（第 36363636 回本部会議決定事項）回本部会議決定事項）回本部会議決定事項）回本部会議決定事項）    

（１）想定するリスク 

県民生活・経済に大きな影響を及ぼすリスクとして、南海トラフ地震を想定した評

価を実施しました。  

 

（２）施策分野 

評価を行う施策分野は、国土強靭化基本計画を参考に、地方レベルで脆弱性が想定

されるものとして４分野を設定しました。  

１）行政分野  

２）インフラ・住環境 

３）保健医療・福祉 

４）産業・エネルギー 

 

（３）目指す目標と起きてはならない最悪の事態 

国土強靭化基本計画との調和を図り、地域計画で目指す目標を以下のとおり設定し

ました。  

○基本目標○基本目標○基本目標○基本目標    

・人命の保護が最大限図られること  

・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  

・県民の財産及び公共施設に係る被害の最小化  

・迅速な復旧復興  

○事前に備えるべき目標○事前に備えるべき目標○事前に備えるべき目標○事前に備えるべき目標    

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 

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） 

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 

４）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 

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 

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 

７）制御不能な二次災害を発生させない 

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 

資料－４  
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また、これらの事前に備えるべき８つの目標の妨げとなる事態として、「起きてはな

らない最悪の事態」を２７設定しました。（脆弱性評価結果（案）参照）  

 

    ２２２２    評価の実施手順評価の実施手順評価の実施手順評価の実施手順        

脆弱性評価については、以下の手順により行い、脆弱性評価結果（案）については、

各部局で確認を行っています。  

 

①「起きてはならない最悪の事態」を回避するために、現在実施している施策（南海

トラフ地震対策行動計画にとりまとめた施策）や新たに実施すべき施策、国が実施

しなければならない施策を整理する。  

②それらの進捗状況を踏まえ、「起きてはならない最悪の事態」の回避が可能であるか、

不可能である場合に何が足らないかを分析し、当該事態に回避に向けて現状を改善

するために何が課題であり、今後どのように取り組むのか分析・整理する。  

③個別の施策ごとに行った②の分析をもとに、それぞれの「起きてはならない最悪の

事態」を回避するための施策群（プログラム）ごとに脆弱性を分析・評価する。  

④各プログラムについて、進捗率を把握するための重要業績指標を設定する。  

 

    ３３３３    今後の予定今後の予定今後の予定今後の予定        

高知市が行っている脆弱性評価との調和を図るとともに、今回の脆弱性評価結果をも

とに、「個別施策分野」についても脆弱性評価を行います。  

その後、有識者から助言をいただいたうえで、施策の重点化、優先順位付けについて

も各部局と検討を行い、年度内に地域計画を策定します。  

 

【地域計画策定スケジュール】  

 

  11 月 
○脆弱性の分析・評価 

【南海トラフ地震対策推進本部】 

12 月 
○有識者からの助言 
○対応方針の決定 
○施策の重点化，優先順位付けの実施 

1 月 
○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】 

2 月 
○有識者からの助言 
○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】 

3 月 
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プログラムごとの脆弱性評価結果（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 

1111----1)1)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建物倒壊等による多数の死傷者、自力脱出困難者の発生建物倒壊等による多数の死傷者、自力脱出困難者の発生建物倒壊等による多数の死傷者、自力脱出困難者の発生    

○住宅の耐震化は、補助制度の拡充などに取り組んできたが、耐震化率の現状は 75%

（H25）であり、目標の 95%（H32 年度末）を達成するため、耐震化の必要性や支援制

度の周知、所有者負担の軽減などを図り、対策を着実に推進する必要がある。【土】 

○災害発生時に重要な機能を担う庁舎や医療施設などの耐震化については、耐震化率が

60％程度と低い状況にあることから、多数の建物が倒壊により機能を喪失することを

防ぐため、耐震化を着実に推進する必要ある。【危・健】 

○医療施設の耐震化の促進については、地域の医療機関が必要とする内容での施策の具

体化が求められるため、医療施設耐震化臨時特例交付金と同様でかつ継続的な助成制

度を創設することや、既存の医療提供体制施設整備交付金をより一般病院が活用しや

すく、更に有床診療所も対象に加えるなど、医療機関にとってできるだけ負担の少な

い形で活用できるように制度を拡充することが必要である。【健】 

○家庭や事業所における室内安全対策は、実施率は 30%（H25)と低い状態にあり、揺れ

から身を守るだけでなく、迅速な避難のためにも、啓発の充実や自ら家具固定ができ

ない方への支援などの対策を促進する必要がある。【危】 

○学校の室内安全対策は、実施率が半数以下の状態であり、多数の児童が同時に被災す

ることを防ぐため、着実に推進する必要がある。【文・教】 

○ブロック塀や老朽朽住宅の倒壊は、避難行動や消火、救助活動の妨げにも繋がるため、

啓発の充実や全市町村で支援制度を設けるなどの対策を促進する必要がある。【危・土】 

○緊急輸送道路・避難路沿いの建築物の耐震化は、支援制度の創設や沿道建築物の実態

調査が進められており、着実に取組を推進する必要がある。【土】 

○自主防災組織は、組織率が 90％を超え、全地域での組織化にも一定の目途がついてき

たが、訓練の参加率は 28％と低い状況にあるため、今後は活動内容の充実や新たなリ

ーダーの育成を促進する必要がある。【危】 

○平成２６年４月１日から施行された改正災害対策基本法に基づく「避難行動要支援者

名簿」を活用した個別計画の策定や避難訓練の実施など、実効性のある市町村の避難

支援体制の構築を促進する必要がある。【地】 

【重要業績指標】 

 ・住宅耐震化率：75%（Ｈ25） （全国：79%（H20））【土】 

 ・県有建築物の耐震化率：67%（H25）【危】 

 ・市町村庁舎の耐震化率：61%（H25）【危】 

 ・全病院の耐震化率：62%（H25）【健】 

 ・家庭における室内安全対策実施率：30%（H25）【危】 

 ・公立小中学校の室内安全対策実施率：46%（H26.4）【教】  

 ・私立学校の室内安全対策実施率：28%（H26.4）【文】 

 ・ブロック塀の安全対策実施数：累計 125 件（H25）【土】 
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 ・老朽住宅除却数：32 棟（H25）【土】 

・自主防災活動への参加率：28％（H26）【危】 

 ・避難行動要支援者名簿の作成：３市町（H26.10)【地】 

 

1111----2)2)2)2)大規模津波による多数の死者・行方不明者の発生大規模津波による多数の死者・行方不明者の発生大規模津波による多数の死者・行方不明者の発生大規模津波による多数の死者・行方不明者の発生    

○河川・海岸堤防や水門等の地震・津波対策については、発生頻度の高い津波に対して

は浸水を防ぎ、最大クラスの津波においても避難時間を確保するため、浦戸湾内や高

知海岸で対策を進めているが、他の地域においても着実に整備を推進する必要がある。

【土】 

○河川・海岸堤防等の地震・津波対策の促進のためには、予算の重点配分や強靭な国土

形成に向けた新たな財政支援制度の創設など、国の積極的な財政支援が必要である。

【土】 

○水門や陸こうについては、避難時間を確保するとともに、閉めに行った者が津波に巻

き込まれることを防ぐため、約半数が常時閉鎖されており、引き続き閉鎖を推進する

必要がある。【土】 

○地震・津波観測網の構築は、住民に地震・津波の発生をいち早く伝達するとともに、

地震発生のメカニズムの解明を進めるためにも必要であるため、早期に整備する必要

がある。【危】 

○消防団員の資機材整備は、避難行動の支援や救助活動を行う際の安全を確保するため

市町村への支援制度を創設しており、着実に促進する必要がある。【危】 

○集落の被災前の高台移転は、非常に効果の高い施策であるが、市町村の財政負担が大

きいため、被災前の移転に使いやすい制度とするよう働きかけていく必要がある。 

【危・土】 

○津波避難計画の策定は全地区で完了し、津波避難空間の整備も目途が立っているが、

今後必要となる避難路避難場所の整備についても、津波避難対策緊急事業計画に基づ

き着実に推進する必要がある。【危・農・水・土】 

○避難路の安全確保は、現地での安全点検に基づき、避難路を塞ぐおそれのある住宅の

耐震化やブロック塀の除却などの対策を着実に推進する必要がある。【危・土】 

○避難訓練は、参加率は 28％と低い状況にあり、発災時においても住民が的確な行動の

できる地域づくりを進めるため、訓練の参加率向上や内容の充実を図るための取組を

促進する必要がある。【危】 

○避難場所への資機材整備や通信手段の確保は、補助制度を創設して市町村を支援して

おり、引き続き整備を着実に促進する必要がある。【危】 

○津波浸水予想区域内の医療施設については、南海トラフ地震対策特別措置法における

集団移転促進事業の対象として移転のための支援制度が創設されたが、災害時に医療

救護活動を担う医療施設として機能するためには、特に災害拠点病院等については単

独での移転も必要となり、そのための支援制度が必要である。【健】 

○平成２６年４月１日から施行された改正災害対策基本法に基づく「避難行動要支援者

名簿」を活用した個別計画の策定や避難訓練の実施など、実効性のある市町村の避難
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支援体制の構築を促進する必要がある。【地】 

○要配慮者施設の高台移転は、独自の制度により移転を支援しており、引き続き移転を

着実に促進する必要がある。【危・地・教】 

【重要業績指標】 

 ・避難場所の整備【危】 

   避難路・避難場所整備数：791/1,445 箇所（H25） 

   避難タワー整備数：43/102 基（H25） 

 ・河川堤防の耐震化【土】 

   整備済延長：8.6km/44.8km（浦戸湾内、H25） 

 ・陸こうの常時閉鎖【土】 

   閉鎖数：全 1,173 箇所中 664 箇所完了（海岸堤防、H25） 

 ・住宅耐震化率：75%（Ｈ25） （全国：79%（H20））【土】 

 ・家庭における室内安全対策実施率：30%（H25）【危】 

 ・ブロック塀の安全対策実施数：累計 125 件（H25）【土】 

 ・老朽住宅除却数：32 棟（H25）【土】 

 ・自主防災活動への参加率：28％（H26）【危】 

 ・救急救命講習の開催：1,439 回、33,158 人受講（H25）【危】 

 ・避難行動要支援者名簿の作成：３市町（H26.10)【地】 

 ・高台移転に向けた取り組み【地・教】 

   保育所・幼稚園等の移転：1 施設（H25） 

   社会福祉施設の移転：2 施設（H25） 

 

1111----3)3)3)3)地盤沈降に伴う長期的な市街地の浸水地盤沈降に伴う長期的な市街地の浸水地盤沈降に伴う長期的な市街地の浸水地盤沈降に伴う長期的な市街地の浸水    

○家庭や事業所での備蓄は、これまでも啓発を行っているが、さらに充実を図るととも

に、津波避難ビルへの必要物資の備蓄や通信手段の整備を促進する必要がある。 【危】 

○自宅や事業所に取り残された住民との連絡手段の確保は、どのような方法で行うのか

検討するとともに、その結果に基づいて必要な整備を促進する必要がある。【危】 

○堤防の耐震化、排水機場の耐震・耐水化は、着実に進められているが、長期浸水を短

時間で解消することは孤立者の救助・救出のためにも重要であるため、引き続き着実

に推進する必要がある。【土】 

○医療機関の長期浸水対策は、一定期間の籠城を想定しての備蓄の呼びかけや非常用電

源等の資機材整備の支援、ＢＣＰ策定の支援を行っている。しかしながら、医療機関

が独自に準備できる対策には限界があり、浸水している医療機関への物資の搬入や救

助などには、自衛隊ヘリの投入など国を挙げた対策が必要である。 

また、津波浸水予想区域内の医療施設については、南海トラフ地震対策特別措置法に

おける集団移転促進事業の対象として移転のための支援制度が創設されたが、災害時

に医療救護活動を担う医療施設として機能するためには、特に災害拠点病院等につい

ては単独での移転も必要となり、そのための支援制度が必要である。【健】 

○長期浸水域内の要救助者の救出は、救出方法や避難所までの搬送方法などのオペレー
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ションが検討されておらず、まずはそれらを検討し、その結果に基づいた訓練を実施

し、実効性を高めていく必要がある。【危】 

【重要業績指標】 

 ・津波避難ビルへの物資備蓄状況：【危】 

 ・津波避難ビルにおける通信手段確保：【危】 

 ・河川堤防の耐震化率：19％（Ｈ25）【土】 

 ・排水機場の耐震・耐水化【土】 

   県管理施設：4/8 完成(Ｈ25) 

 ・事業者の BCP 策定促進【健】 

   医療・福祉分野の BCP 策定率：2%（H25） 

 

1111----4)4)4)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    

○土砂災害対策は、これまでにもハード対策を進めてきているが、危険個所は全国で 7

番目に多いうえに、土砂災害を完全に防ぐことは困難であるため、ハード整備の着実

な推進とソフト施策を組み合わせた対策を進める必要がある。【土】 

○ソフト対策は、土砂災害の危険性を住民が認識し、避難行動に結びつけるための学習

会の開催や、土砂災害警戒区域の指定が進められているが、住民の確実な避難に繋げ

るため、区域指定を加速する必要がある。【土】 

○住民に避難指示などの情報を確実に伝達するため、情報伝達手段の多様化を進める必

要がある。【危】 

【重要業績指標】 

 ・砂防等対策：69 箇所概成（H25）【土】 

 ・土砂災害警戒区域・特別警戒区域の指定【土】 

   全 18,112 箇所中 6,645 箇所指定済（H25） 

 ・説明会・防災学習会の開催【土】 

   延べ参加者数：15,616 人（H25） 

 

1111----5)5)5)5)情報伝達の不備や防災意識の低さ等により避難行動が遅れる等で、多数の死傷者の情報伝達の不備や防災意識の低さ等により避難行動が遅れる等で、多数の死傷者の情報伝達の不備や防災意識の低さ等により避難行動が遅れる等で、多数の死傷者の情報伝達の不備や防災意識の低さ等により避難行動が遅れる等で、多数の死傷者の

発生発生発生発生    

○防災意識の向上は、啓発や安全教育プログラムによる防災教育を進めており、自らが

自然災害に備える意識を持ち、事前の取り組みを進める風土としていくため、これら

の取組を充実する必要がある。【危・教】 

○自主防災組織は、組織率が 90％を超え、全地域での組織化にも一定の目途がついてき

たが、訓練の参加率は 28％と低い状況にあるため、今後は活動内容の充実や新たなリ

ーダーの育成を促進する必要がある。【危】 

○地理不案内者への避難場所情報の提供方法を検討し、それに基づく対策を進める必要

がある。 【施設を管理する部局】 

○住民に避難指示などの情報を確実に伝達するため、情報伝達手段の多様化を進める必

要がある。【危】 
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【重要業績指標】 

 ・県民意識調査による津波早期避難率：70％（H25）【危】 

 ・自主防災活動への参加率：28％（H26）【危】 
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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） 

2222----1)1)1)1)食料・飲料水等、生命に関わる物資供給の長期停止食料・飲料水等、生命に関わる物資供給の長期停止食料・飲料水等、生命に関わる物資供給の長期停止食料・飲料水等、生命に関わる物資供給の長期停止    

○水・食料等の備蓄は、備蓄計画に基づく備蓄を進めるとともに、家庭や事業所での備

蓄を啓発しているが、目標量を満たしていない市町村もあり、啓発を強化するととも

に、それぞれの役割に基づいて備蓄を着実に促進する必要がある。【危】 

○電気、通信等のライフラインは、高知ライフライン協議会による早期復旧の検討の中

で、事業者の対応拠点や燃料等の資源の確保が課題として挙がっており、これらの対

応策について検討を進め、その結果に基づいてライフライン事業者と地方自治体で連

携した取組を進める必要がある。【危】 

○水道施設の耐震化を着実に推進するためには、市町村だけでは財政的に困難であるた

め、国庫補助の採択要件の緩和が必要である。【健】 

○水道施設は、耐震化だけでなく老朽化対策も着実に推進するとともに、応急給水活動

を速やかに実施できる体制の整備を進める必要がある。【健】 

○大規模災害時においても物資輸送ルートを確実に確保するため、陸・海・空の輸送基

盤の地震・津波、土砂災害対策や、整備が遅れている高規格幹線道路の整備を着実に

推進する必要がある。【土】 

○総合防災拠点を核とした物資調達・供給を円滑に実施するため、関係機関が連携した

仕分け、搬送訓練を実施し、実効性を高めていく必要がある。【危】 

○地域内の防災拠点まで物資を速やかに届けるため、道路啓開計画の策定を進めており、

その結果に基づいた総合防災拠点と地域の防災拠点間の啓開体制を整備するととも

に、訓練により実効性を高めていく必要がある。【土】 

○広域にわたって甚大な被害が発生した場合は、被災地に物資が行き届かないことも想

定されるため、海外の支援も視野に入れた国全体での物資調達、緊急輸送を、国とし

て整備する必要がある。【危】 

【重要業績指標】 

 ・県備蓄率（L1 目標）：100%【危】 

 ・市町村備蓄率（L1 目標）：水 31%，食糧 75%（H25）【危】 

 ・水道施設の基幹管路の耐震化率：30.75％【健】 

 ・緊急輸送道路の橋梁耐震化率：89%（H25）【土】 

 ・四国 8 の字ネットワーク整備率：50%（H25）【土】 

 ・受援訓練の実施状況：1 回（H26.11）【危】 

 ・防災拠点漁港への耐震強化岸壁の整備：1/6 漁港（H25）【水】 
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2222----2)2)2)2)多数かつ長期にわたる孤立集落の同時発生多数かつ長期にわたる孤立集落の同時発生多数かつ長期にわたる孤立集落の同時発生多数かつ長期にわたる孤立集落の同時発生    

○集落との通信手段の確保は、役場との連絡体制の検討や衛星携帯電話の配置を支援し

ており、引き続き非常時連絡体制の確保を促進する必要がある。【危】 

○緊急用ヘリコプター離着陸場は、集落が孤立した場合に要救助者の救出、支援物資の

搬入を行うため、市町村の整備を支援しており、引き続き市町村と連携して確保を進

める必要がある。【危】 

○道路の防災対策や土砂災害対策は、孤立集落の軽減に直結する対策であり、現在進め

ている橋梁の耐震化や法面対策などの防災対策とともに、道路施設の長寿命化につい

ても着実に推進する必要がある。【土】 

○被災により搬送ができない状況下では、被災地での医療提供機能を強化するとともに、

被災地外からの支援を迅速かつ大量に投入する必要があり、その仕組みづくりには国

の総合的な調整が必要である。【健】 

【重要業績指標】 

 ・緊急用ヘリコプター離着陸場整備：43 カ所整備(H25)【危】 

 ・集落への連絡通信手段体制の整備：1,119 台（H25）【危】 

 ・緊急輸送道路の橋梁耐震化率：89%（H25）【土】 

 ・緊急輸送道路法面の防災対策：15 箇所完了（H25）【土】 

 ・砂防等対策：69 箇所概成（H25）【土】 

 

2222----3)3)3)3)警察、消防等の被災による救助･救急活動等の資源の絶対的不足警察、消防等の被災による救助･救急活動等の資源の絶対的不足警察、消防等の被災による救助･救急活動等の資源の絶対的不足警察、消防等の被災による救助･救急活動等の資源の絶対的不足    

○庁舎の耐震化や非常用電源の高層階設置など、行政機能の喪失を防ぐ対策が進められ

ているが、耐震化率は現状で 5 割程度であり、これらの行政機能が喪失するリスクを

軽減する対策を着実に推進する必要がある。【危】 

○市町村の業務継続計画の策定は、被災時においても応急活動業務を確実に実施するた

めに必要であるが、策定が 5 市町村に留まっているため、未策定の市町村が速やかに

策定するよう支援を継続するととともに、検討過程で明らかとなった弱点の解消を促

進する必要がある。【危】 

○危機管理対応に従事する職員の人材育成は、階層別の職員研修や災害対策本部訓練等

が行われているが、一層の危機管理能力の向上を図る必要があるため、研修や訓練の

内容を充実する必要がある。【危】 

○大規模災害発生時は、他県からの応援部隊を受け入れることが必須となるため、総合

防災拠点における関係機関と連携した受援訓練を計画的に実施する必要がある。 

【危】 

○災害対策支部の活動は、専任職員を配置したところであり、総合防災拠点の運営マニ

ュアルの検討を進めるとともに、災対支部としての体制の構築を着実に進める必要が

ある。【危】 

○住民の安否や要救助者の情報を速やかに把握し、関係機関が共有できる体制の構築に

向けた検討を進める必要がある。【危】 

○市町村においては、行革等による人員不足により、防災専任の職員を配置できない自
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治体もあるため、平時から防災力の向上を進めていくためには、国による技術的・財

政的な支援が必要である。【危】 

○消防団体制は、条例定数を満たしていない状況であるため、定数の確保に向けた取組

を推進するとともに、団員の活動時の安全装備の充実についても引き続き促進する必

要がある。【危】 

○応急活動時における燃料の確保は、災害対応型 SS の整備やタナスカ石油基地の対策の

検討等が進められており、引き続きこれらの対策を推進するとともに、応急活動で重

要な役割を担うヘリコプターの燃料備蓄に向けた検討を進める必要がある。【危】 

○他県からの応援部隊の進出拠点の確保については、モデル市町村で応急期の機能配置

計画の策定を進めており、この結果をもとに全市町村が策定するよう取り組む必要が

ある。【危】 

○道路啓開において重要な役割を担う建設業については、BCP 認定制度により発災時に

おいても業務継続ができる体制づくりを進めており、認定制度を継続するとともに事

業継続訓練による実効性の確保を進める必要がある。【土】 

○広域にわたって甚大な被害が発生した場合、被災地での救助活動のための資源の絶対

的不足が想定されるため、海外からの応援部隊の受け入れも視野に入れた国全体での

応急活動体制を、国として整備する必要がある。【危】 

○被災により搬送ができない状況下では、被災地での医療提供機能を強化するとともに、

被災地外からの支援を迅速かつ大量に投入する必要があり、その仕組みづくりには国

の総合的な調整が必要である。【健】 

【重要業績指標】 

 ・県有建築物の耐震化率：67%（H25）【危】 

 ・市町村庁舎の耐震化率：61%（H25）【危】 

 ・警察署の耐震化率：71%（H25）【警】 

 ・消防署所の耐震化率：61%（H25）【危】 

 ・市町村業務継続計画策定済：5 市町村（H25）【危】 

 ・職位毎の県職員研修：延べ 11 回（H25）【危】 

 ・災害対策本部訓練の実施：計 4 回（H25）【危】 

 ・消防団員充足率：93%（H25.4）【危】 

 ・災害対応型給油所の整備：15 箇所（H25）【危】 

 ・応急対策活動のための燃料確保【危】 

    高知市消防南分署への備蓄（H25～） 

 ・建設業 BCP 認定：56%（H25）【土】 
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2222----4)4)4)4)多数の避難者への避難所・福祉避難所の供与や避難所での避難生活が困難となる多数の避難者への避難所・福祉避難所の供与や避難所での避難生活が困難となる多数の避難者への避難所・福祉避難所の供与や避難所での避難生活が困難となる多数の避難者への避難所・福祉避難所の供与や避難所での避難生活が困難となる    

事態事態事態事態    

○避難所の確保は、避難所となる建築物の耐震化の促進や福祉避難所の指定を進めてお

り、避難所不足の解消に向けて、引き続きこれらの対策を着実に促進する必要がある。 

【危・地】 

○広域避難については、具体的な検討に必要な地域毎の避難者数の算出を進めており、

その結果に基づく広域避難体制の構築を促進する必要がある。【危】 

○避難所の速やかな開設や運営は、避難所運営の手引きの作成を支援するためのガイド

ラインの作成や、運営訓練を実施しており、これらの普及を図り、地域が主体となっ

て避難所を運営する体制の整備を促進する必要がある。【危】 

○市町村が行う福祉避難所の指定促進のため、物資機材の購入等を国としても支援する

必要がある。【地】 

○発災後一定期間は、支援物資が届かないことが想定されるため、現在進めている水、

食料等の備蓄に加えて、再生可能エネルギーの導入や発電機、通信手段等の整備を進

める必要がある。【危・林】 

○避難所生活における保健衛生活動や心のケアは、ガイドラインの改定や研修会の開催

を進めており、引き続きこれらの取組を進め、市町村等がこれらを確実に実施できる

体制整備を促進する必要がある。【健】 

○大規模災害時の精神保健医療の需要拡大に対応するため、他県からのＤＰＡＴの円滑

な受入体制を整備する必要がある。【地】 

○避難所生活における保健衛生活動や心のケアは、ガイドラインの改定や研修会の開催

を進めており、引き続きこれらの取組を進め、市町村がこれらを確実に実施できる体

制整備を促進する必要がある。【健】 

○避難所生活の長期化を防ぐためには、速やかな被災者支援や応急仮設住宅の確保等が

必要であり、そのための体制の検討等を進めているが、仮設住宅建設用地や災害廃棄

物仮置き場などの事前検討が十分にできていない状況であり、これらの対策を進める

ための計画を策定する必要がある。【危・林・土】 

○県内の応急仮設住宅に入れない被災者の受け入れや、応急仮設住宅の建築資材・作業

員が不足することを回避するため、他県と連携した体制を構築する必要がある。【土】 

○最大クラスの地震発生時に応急仮設住宅が不足して受け入れできない被災者対策につ

いて他県との連携が必要である。【連携】 

【重要業績指標】 

 ・避難所不足数：12 万人分【危】 

 ・避難所となる施設の耐震化【危・教】 

   公立小中学校：86.8%（H26.4） 

   市町村有建築物：61%（H25） 

 ・福祉避難所指定箇所数：108 施設（H25）【地】 

 ・避難所運営マニュアル策定：【危】 

 ・避難所と市町村災対本部の連絡手段確保【危】 
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    6 市町村で活用（H24） 

 ・応急期の機能配置計画策定：【危】 

 ・市町村災害廃棄物処理計画策定：0【林】 

 

2222----5)5)5)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    

○医療・福祉施設のＢＣＰ策定は、医療機関災害対策指針の作成や机上訓練の実施など

の支援を進めているが、策定率が 2%（H25）と低い状況であり、取組の従事を図り BCP

策定を促進する必要がある。【健・地】 

○医療・社会福祉施設の防災対策は、建物の耐震化や必要な資機材の整備などの支援を

進めており、引き続きこれらの機能喪失を防ぐ対策を着実に促進する必要がある。 

【健・地】 

○災害時の医療体制が絶対的に不足する事態を回避するため、DMAT 養成研修の充実や災

害拠点病院への配置を推進するとともに、医療資源を適切に配分できる全国的な支援

体制を構築する必要がある。【健】 

○広域にわたって甚大な被害が発生した場合、被災地での医療救護活動のための資源の

絶対的不足が想定されるため、国として災害時のみならず平時も見据えた適切な医療

機能の提供のあり方を検討する必要がある。【健】 

○被災により搬送ができない状況下では、被災地での医療提供機能を強化するとともに、

被災地外からの支援を迅速かつ大量に投入する必要があり、その仕組みづくりには国

の総合的な調整が必要である。【健】 

【重要業績指標】 

 ・医療施設の耐震化率：62％(H25)【健】 

 ・医療、福祉業の BCP 策定率：2.4％(H25)【危・健・地】 

 ・災害時医療救護体制の整備【健】 

   DMAT2 ﾁｰﾑ以上ある病院の割合：70%（H25） 

   DMAT 研修受講率：20%（H25） 

   一般電話回線以外の通信手段確保率：76%（H25） 

 ・災害時医薬品の供給・確保体制の整備【健】 

   12 機関に 12,500 人分の医薬品を備蓄（H23） 

   災害薬事ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰの委嘱：累計 84 人（H25） 
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2222----6)6)6)6)被災地における疫病・感染症等の大規模発生被災地における疫病・感染症等の大規模発生被災地における疫病・感染症等の大規模発生被災地における疫病・感染症等の大規模発生    

○避難所における感染症の集団発生を防止するため、各施設で感染症予防対策を盛り込

んだ避難所運営マニュアルを策定し、ＨＵＧ訓練で実効性を高めていく必要がある。 

【危・健】 

○避難所生活における保健衛生活動は、ガイドラインの改定や研修会の開催を進めてお

り、引き続きこれらの取組を進め、市町村が確実に保健衛生活動を実施できる体制整

備を促進する必要がある。【健】 

○遺体に対する対策は、検視用資機材の備蓄を進めているが、遺体安置所や検視場所の

選定が進んでおらず、市町村の応急期の機能配置計画の策定のほか、ドライアイスや

棺を速やかに確保できる体制の整備も進める必要がある。【危・健・警】 

○災害発生時においても、汚水処理機能の早期復旧を図るため、現在進めている下水道

施設の耐震化や BCP の策定に加え、農業・漁業集落排水施設の耐震化も推進する必要

がある。【土】 

○火葬場やごみ焼却場などの衛生環境の保全のために必要な施設は、耐震化や非常用電

源の確保を検討する必要がある。【健・林】 

【重要業績指標】 

 ・避難所運営マニュアル策定済：【危】 

 ・ＨＵＧ訓練の実施：4 回（H25）【危】 

 ・市町村災害時保健活動マニュアル策定済：2 市町（H25）【健】 

 ・応急期の機能配置計画策定：【危】 

 ・市町村災害廃棄物処理計画の策定済：０【林】 

 ・市町村下水道ＢＣＰ策定済：【土】 
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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 

3333----1)1)1)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行政機関の職員･施設等の被災による機能の大幅な低下行政機関の職員･施設等の被災による機能の大幅な低下行政機関の職員･施設等の被災による機能の大幅な低下    

○災害発生時に重要な機能を担う庁舎については、耐震化率が 60％に満たない状況にあ

ることから、耐震化を着実に推進するとともに、浸水域にある庁舎については津波に

よる機能喪失を防ぐため、浸水域外への移転の検討や、非常用電源の高層階設置等の

対策を推進する必要がある。【危】 

○自宅等で職員やその家族が被災することは、参集人員の減少に直結するため、建物の

耐震化や家具の固定等の対策を着実に推進する必要がある。【危】 

○業務継続計画の策定については、県と 5 市町村の策定に留まっているため、市町村の

策定を促進するとともに、訓練の実施により内容を見直し、計画の実効性を高めてい

く必要がある。また、策定において明らかとなった課題解決に向けた対策を進める必

要がある。【危】 

○危機管理対応の従事する職員の人材育成は、階層別の職員研修や災害対策本部訓練等

が行われているが、一層の危機管理能力の向上を図る必要があるため、研修や訓練の

内容を充実する必要がある。【危】 

○津波による浸水等で車両が使用できなることを防ぐため、駐車場の嵩上げや車両の確

保に関する協定の締結等を検討し、その結果に基づいて対策を着実に推進する必要が

ある。【危】 

○大規模災害時の即応体制の確保のため、旭職員宿舎（南舎）の改修による待機宿舎の

整備を進めているが、その他本庁及び地域本部の近傍居住のあり方など、被災後の職

員の動員環境の整備について検討を進めていく必要がある。【各部局】 

○市町村においては、行革等による人員不足で防災専任の職員を配置できない場合もあ

りるため、平時から防災力の向上を進めていくためには、国による技術的・財政的な

支援が必要である。【危】 

【重要業績指標】 

 ・県有建築物の耐震化率：67%（H25）【危】 

 ・市町村庁舎の耐震化率：61%（H25）【危】 

 ・警察署の耐震化率：71%（H25）【警】 

 ・消防署所の耐震化率：61%（H25）【危】 

 ・市町村業務継続計画策定済：5 市町村（H25）【危】 

 ・職位毎の県職員研修：延べ 11 回（H25）【危】 

 ・災害対策本部訓練の実施：計 4 回（H25）【危】 

 ・総合防災拠点、災対支部における訓練の実施：1 回（H26.11）【危】 
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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 

4444----1)1)1)1)情報通信の長期停止による災害情報が伝達できない事態情報通信の長期停止による災害情報が伝達できない事態情報通信の長期停止による災害情報が伝達できない事態情報通信の長期停止による災害情報が伝達できない事態    

○電気、通信等のライフラインは、高知ライフライン協議会による早期復旧の検討の中

で、事業者の対応拠点や燃料等の資源の確保が課題として挙がっており、これらの対

応策について検討を進める必要がある。【危】 

○停電等により、住民がテレビやラジオからの情報を得られない状況であっても、避難

指示などの情報を確実に伝達するため、情報伝達手段の多様化を進める必要がある。 

【危】 

【重要業績指標】 
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５．大規模自然災害発生直後であっても、経済活動（サプライチェーンを含む）を機能不

全に陥らせない 

5555----1)1)1)1)事業活動が再開事業活動が再開事業活動が再開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できないことによる雇用状況の悪化や経済の停滞できないことによる雇用状況の悪化や経済の停滞できないことによる雇用状況の悪化や経済の停滞    

○BCP の策定については、マニュアルの策定や官民協働のプロジェクトによる策定支援

等を行っているが、策定率は 22%に留まっており、策定率の低い業種における取組の

強化を図るとともに、実効性を確保するための訓練の実施を促進する必要がある。 

【関係部局】 

○災害に強い産業基盤づくりについては、事業所の耐震化や浸水域外での工業団地開発

などを進めており、引き続きこれらの対策を着実に推進する必要がある。【商】 

○事業活動の再開には、交通、物流、ライフラインの復旧が重要な要素となることから、

高知ライフライン協議会の検討を踏まえた対策を着実に推進する必要がある。【危】 

○従業員の被災は、事業活動の再開に多く影響するため、住宅・事業所の耐震化や家具

固定、地域と一体となった訓練の実施など、揺れ・津波から身を守る対策についても

着実に促進する必要がある。【危】 

【重要業績指標】 

 ・事業者 BCP の策定率：22%（H25）  

 

5555----2)2)2)2)タナスカ石油基地の損壊、火災、爆発等タナスカ石油基地の損壊、火災、爆発等タナスカ石油基地の損壊、火災、爆発等タナスカ石油基地の損壊、火災、爆発等    

○タナスカ石油基地対策については、最大クラスの地震・津波が発生しても被害を最小

化できる対策の検討を進めており、その結果に基づいて、官民が連携して対策を推進

する必要がある。【危】 

○タナスカ石油基地の被災や、アクセス道路の被災により燃料の供給が停止した場合に

備え、燃料供給のバックアップ体制を検討する必要がある。【危】 

○被災リスクを軽減するため、既存の防波堤の粘り強い化を推進するとともに、海岸堤

防等の地震・津波対策を促進するための国直轄事業の導入など、国の技術的・財政的

支援が必要である。【土】 

【重要業績指標】 

 ・タナスカ石油基地対策【危】 

 ・災害対応型給油所の整備：15 箇所（Ｈ25）【危】 

 ・応急対策活動のための燃料確保【危】 

    高知市消防南分署への備蓄（H25～） 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

5555----3)3)3)3)基幹的交通ネットワーク（高速道路、空港、港湾）の機能停止基幹的交通ネットワーク（高速道路、空港、港湾）の機能停止基幹的交通ネットワーク（高速道路、空港、港湾）の機能停止基幹的交通ネットワーク（高速道路、空港、港湾）の機能停止    

○災害時の物流・救命救急の要となる高規格幹線道路の整備は 50%と全国で見ても,遅れ

ている状況であり、四国８の字ネットワークの整備を着実に進める必要がある。 【土】 

○大規模災害発生時においても陸、海、空の輸送ルートを確保するため、橋梁の耐震補

強や土砂災害対策、耐震強化岸壁の整備等を進めており、引き続きこれらの防災対策

とともに、施設の長寿命化についても着実に推進する必要がある。【土】 

○被災後の円滑な交通ネットワークの復旧を図るため、道路啓開計画や港湾 BCP、漁港

啓開計画の策定を進めており、これらに基づく関係機関が連携した体制の構築や、必

要となる資源の確保を進める必要がある。【土・水】 

【重要業績指標】 

 ・四国 8 の字ネットワーク整備率：50%（H25）【土】 

 ・緊急輸送道路の橋梁耐震化率：89%（H25）【土】 

 ・緊急輸送道路法面の防災対策：15 箇所完了（H25）【土】 

 ・防災拠点港への耐震強化岸壁の整備：6/7 港湾（H25）【土】 

 ・防災拠点漁港への耐震強化岸壁の整備：1/6 漁港（H25）【水】 

 ・砂防等対策：69 箇所概成（H25）【土】 
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６．大規模自然災害発生直後であっても、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 

6666----1)1)1)1)電気、石油、ガスの供給機能の停止電気、石油、ガスの供給機能の停止電気、石油、ガスの供給機能の停止電気、石油、ガスの供給機能の停止    

○電気、通信等のライフラインは、高知ライフライン協議会による早期復旧の検討の中

で、事業者の対応拠点や燃料等の資源の確保が課題として挙がっており、これらの対

応策について検討を進め、その結果に基づいてライフライン事業者と地方自治体で連

携した取組を進める必要がある。【危】 

○ライフラインの早期復旧のためには、速やかな道路啓開が重要であり、策定中の道路

啓開計画に基づき、速やかに変電所などの地域の防災拠点までのルートを啓開できる

体制を構築する必要がある。【土】 

○タナスカ石油基地対策については、最大クラスの地震・津波が発生しても被害を最小

化できる対策の検討を進めており、その結果に基づいて、官民が連携して対策を推進

する必要がある。【危】 

○停電時においても応急活動に必要な燃料を確保するため、災害対応型 SS の整備を進め

ており、引き続き整備を促進するとともに燃料の備蓄についても検討を進める必要が

ある。【危】 

【重要業績指標】  

 ・災害対応型給油所の整備：15 箇所（Ｈ25）【危】  

 ・応急対策活動のための燃料確保【危】  

    高知市消防南分署への備蓄（H25～）  

 

6666----2)2)2)2)上水道等の長期間にわたる供給停止上水道等の長期間にわたる供給停止上水道等の長期間にわたる供給停止上水道等の長期間にわたる供給停止    

○水道施設の耐震化を着実に推進するためには、市町村だけでは財政的に困難であるた

め、国庫補助の採択要件の緩和が必要である。【健】 

○工業用水道施設については、耐震性の照査や耐震性を満足していない施設の耐震化を

進めており、引き続き対策を着実に推進する必要がある。【企】 

【重要業績指標】 

 ・水道施設の基幹管路の耐震化率：30.75%【健】 

 

6666----3)3)3)3)汚水処理施設等の長期間にわたる機能停止汚水処理施設等の長期間にわたる機能停止汚水処理施設等の長期間にわたる機能停止汚水処理施設等の長期間にわたる機能停止    

○汚水処理機能の早期復旧については、下水道施設の耐震化や BCP の策定を進めており、

未策定の市町村についてＢＣＰ策定を促進するとともに、策定したＢＣＰに基づく応

急復旧体制の構築と訓練による実効性の向上を進める必要がある。【土】 

【重要業績指標】 

 ・下水道施設の耐震化率：67%（H25）【土】 
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6666----4)4)4)4)地域交通ネットワークが分断する事態地域交通ネットワークが分断する事態地域交通ネットワークが分断する事態地域交通ネットワークが分断する事態    

○道路の被災そのものを低減することが重要であるため、道路の防災対策や土砂災害対

策を進めており、引き続きこれらの対策を着実に推進することに加え、施設の長寿命

化を進める必要がある。【土】 

○被災した道路の啓開は、道路啓開計画の策定を進めており、この結果に基づき速やか

に総合防災拠点と地域の防災拠点の間が啓開できる体制を構築する必要がある。 

【土】 

○緊急輸送道路上の橋梁等の安全性を速やかに点検し、緊急輸送道路が通行可能である

のかを速やかに確認できる体制の構築が必要である。【土】 

○停電時においても安全な交通を確保するため、現在進めている信号の非常用電源の確

保を着実に推進する必要がある。【警】 

【重要業績指標】 

 ・緊急輸送道路の橋梁耐震化率：89%（H25）【土】 

 ・緊急輸送道路法面の防災対策：15 箇所完了（H25）【土】 

 ・信号の非常用電源の確保【警】 

    可搬式 54 台、固定式 28 台確保（Ｈ25） 
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７．制御不能な二次災害を発生させない 

7777----1)1)1)1)地震火災、津波火災による市街地の延焼拡大地震火災、津波火災による市街地の延焼拡大地震火災、津波火災による市街地の延焼拡大地震火災、津波火災による市街地の延焼拡大    

○地震火災における出火防止対策は、住宅耐震化や感震ブレーカー設置の啓発等を進め

ているが、感震ブレーカーの設置は新しい取り組みであり、まだ十分に浸透していな

い状況であるため、普及に向けて民間事業者と連携した取組を強化する必要がある。 

【危・土】 

○地震火災における初期消火対策は、消防団、自主防災組織の充実強化を促進している

が、消化活動で重要な役割を担う消防団員が条例定数を満たしていない状況であるた

め、団員確保に向けた取組を促進する必要がある。【危・土】 

○密集市街地の大規模地震火災対策については、検討会において安全な避難の確保につ

いて検討を進めており、この結果を踏まえた対策を市町村と連携して進める必要があ

る。【危】 

○津波火災対策は、農業用、漁業用屋外燃油タンクからの燃料流出防止対策を進めてお

り、関係機関と連携して引き続き燃料流出リスクの軽減に向けた取組を着実に推進す

る必要がある。【農・水・土】 

【重要業績指標】 

 ・消防団員充足率：93%（H25.4）【危】 

 ・農業用タンク流出防止対策【農】 

    流出防止装置付きタンク導入：33 基（Ｈ25） 

 ・漁業用タンク流出防止対策：0 基（Ｈ25）【水】 

 

7777----2)2)2)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    

○ダムやため池については、耐震性の照査や耐震性を満足していない施設の耐震化を進

めており、引き続き対策を着実に推進する必要がある。【農・土・企】 

○土砂災害対策は、これまでにもハード対策を進めてきているが、全国で 7 番目に多い

うえに、土砂災害を完全に防ぐことは困難であるため、ハード整備の着実な推進とソ

フト施策を組み合わせた対策を進める必要がある。【土】 

○ソフト対策は、土砂災害の危険性を住民が認識し、避難行動に結びつけるための学習

会の開催や、土砂災害警戒区域の指定が進められているが、住民の確実な避難に繋げ

るため、区域指定を加速する必要がある。【土】 

【重要業績指標】 

 ・ダムの耐震照査の状況 

    県営：2/6 着手（Ｈ25）  国営：2/2 着手（Ｈ25） 

    事業者：4/15 着手（Ｈ25）  企業局：2/2 着手（Ｈ25） 

 ・ため池の補強（L2 対応）：1/10 池完了（Ｈ25） 
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7777----3)3)3)3)有害物質の大規模拡散･流出有害物質の大規模拡散･流出有害物質の大規模拡散･流出有害物質の大規模拡散･流出    

○有害物質の流出防止対策は、タナスカ地区の石油タンク対策の検討や、農業・漁業用

燃料タンクの流出防止対策の整備を進めており、引き続きこれらの対策を推進すると

ともに、事業所のＢＣＰ策定を促進する必要がある。 

【重要業績指標】 

 ・農業用タンク流出防止対策【農】 

    流出防止装置付きタンク導入：33 基（Ｈ25） 

 ・漁業用タンク流出防止対策：0 基（Ｈ25）【水】 

 ・事業者の BCP 策定率：22%（H25）【危】 
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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 

8888----1)1)1)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    

○災害廃棄物の処理については、県は処理計画を策定したが、市町村は今後策定する段

階であるため、市町村を支援することで計画の策定を促進する必要がある。【林】 

○災害廃棄物の仮置き場を含めた応急期の土地利用計画は、モデル町村により検討を進

めている段階であり、その結果を参考に各市町村が計画の策定を進める必要がある。 

【危】 

○災害時においても確実にゴミ処理を行うため、焼却施設の耐震化や非常用電源の確保

を進める必要がある。 【林】 

○被災自治体だけでは短期での処理は困難な場合が想定されるため、圏域を超えた広域

処理体制を国全体で検討する必要がある。【林】 

【重要業績指標】 

 ・市町村災害廃棄物処理計画策定：0【林】 

 

8888----2)2)2)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    

○地籍調査は、全国平均並みの 51%の進捗率であるが、津波により広範囲に浸水被害を

受ける恐れがあるため、特に沿岸市町村の調査は着実に促進する必要がある。【土】 

○応急復旧工事を速やかに実施するため、認定制度による建設会社の BCP 策定を促進し

た結果、ＢＣＰ策定率が 51%まで向上しており、制度を継続するとともに実効性の向

上を図るための訓練の充実を進める必要がある。【土】 

○大規模災害発生時においても、復旧工事に必要となる建設資機材を確実に確保するた

め、長期的な視点で建設業を維持する方策を検討する必要がある。【土】 

【重要業績指標】 

 ・地籍調査進捗率：51％（H25)【土】 

 ・建設会社のＢＣＰ認定：56%（H25）【土】 
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8888----3)3)3)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復旧・復興が大幅に遅れる事態復旧・復興が大幅に遅れる事態復旧・復興が大幅に遅れる事態    

○被災したとしても速やかに復興するために、被災前の段階で復興の方針を定めておく

必要がある。【危】 

○被災者支援を速やかに実施するため、住家被害認定士の養成や被災者支援システム導

入を支援しているが、システム導入は高知市のみであり、各市町村への導入の促進と

住家被害認定が速やかに実施できる体制構築を進める必要がある。【危】 

○BCP の策定については、マニュアルの策定や官民協働のプロジェクトによる策定支援

等を行っているが、策定率は 22%に留まっており、策定率の低い業種における取組の

強化を図るとともに、実効性を確保するための訓練の実施を促進する必要がある。 

【関係部局】 

【重要業績指標】 

 ・被災者支援システム導入：１市【危】 

 ・住家被害認定士養成：61 人（H26.11）【危】 

 

8888----4)4)4)4)市街地の長期浸水により復旧・復興が大幅に遅れる事態市街地の長期浸水により復旧・復興が大幅に遅れる事態市街地の長期浸水により復旧・復興が大幅に遅れる事態市街地の長期浸水により復旧・復興が大幅に遅れる事態    

○長期浸水域の復興には、浸水解消をいかに短時間で行うのかが重要であるため、現在

進めている堤防の耐震化や排水機場の耐震・耐水化を引き続き着実に推進するととも

に、迅速の応急工事が実施できる体制の構築を関係機関が連携して進める必要がある。 

【土】 

○長期浸水エリアについては、地盤沈降により洪水に対する安全度が低下することを踏

まえ、事前に復旧・復興方針を検討する必要がある。【危・土】 

○防波堤や河川・海岸堤防等の地震・津波対策の促進のため、予算の重点配分や強靭な

国土形成に向けた新たな財政支援制度の創設など、国の積極的な財政支援が必要であ

る。【土】 

【重要業績指標】 

 ・河川堤防の耐震化率：19％（Ｈ25）【土】 

 ・排水機場の耐震・耐水化【土】 

   県管理施設：4/8 完成(Ｈ25) 

 


