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この広い範囲のどこかで
起こる地震を総称して
「南海トラフ地震」と
呼ぶのじゃ！
南海地震もこの地震の
一つなのじゃ。

１　「南海トラフ地震」とは

（参考：海上保安庁海洋情報部と中央防災会議資料をもとに高知大学総合研究センター改変）
トラフ博士
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5

１　「南海トラフ地震」とは（日本周辺のプレートとその動き）

○ 日本の周辺では４枚のプレート（地球表面の板状の岩盤）がぶつかっている

○ 海側のプレートは１年あたり数ｃｍの速さで陸のプレートの下に沈み込んでいる

日本付近のプレートの模式図（気象庁ホームページより）
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１　「南海トラフ地震」とは（南海トラフ地震発生のメカニズム）

① 海側のプレートが陸側のプレートの下に１年あたり数cmの速度で沈み込む

② 陸側のプレートが地下に引きずり込まれ、ひずみが蓄積

③ 陸側のプレートが引きずり込みに耐えられなくなり、限界に達して跳ね上がる

↓

地震発生！
（①→②→③の状態が繰り返されるため、南海トラフ地震は繰り返し発生します。）

南海トラフ地震の発生メカニズムの概念図（気象庁ホームページより）
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○ 南海トラフ沿いでは、おおむね100～150年で大地震が繰り返し発生

○ 駿河湾から四国沖にかけての複数の領域で同時あるいは２年程度の時間差で発生

  するなど、発生の形態には多様性がある

１　「南海トラフ地震」とは（過去の南海トラフ地震）

南海トラフ沿いで過去に発生した大規模地震の震源域の時空間分布
（地震調査委員会、平成25年5月公表資料に内閣府加筆）



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

体に感じる揺れが３分以上続くおそれもある

地震継続時間分布図（最大クラス重ね合わせ）

１　　「南海トラフ地震」とは（想定される南海トラフ地震の揺れ（継続時間）)
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震度分布図（最大クラス重ね合わせ）

２６市町村が最大で震度７に、残りの８市町村でも震度６強

 

 

 
 

 

 

１　　「南海トラフ地震」とは（想定される南海トラフ地震の揺れ（震度分布）)
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気象庁震度階級関連解説表（抄）

１　　「南海トラフ地震」とは（揺れが建物等に及ぼす影響）
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海岸線での最大津波高

２５ ２７

１６

３４

３１

２２
２５

２２
１４

２４

１６ １５ １６ １６１３１４

２４
１９

海岸線での１ｍの高さの津波到達時間

８ ８

１６

８

４

９８

１７１６ １５ １６ １６

８８
１２

９
７

３ ３

※今回の津波浸水予測では、平常潮位を高知県の朔望平均満潮位とした。

※内閣府　Ｈ24.8公表

１　　「南海トラフ地震」とは（津波の影響（最大津波高と津波到達時間））
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木造家屋には
避難しない

基本用語 浸水深の目安

浸水域

遡上高

浸水深

平常潮位（津波がない場合の潮位）

津波高

4階建て程度の建物が水没する

3階建て程度の建物が完全に水没する

2階建て程度の建物が水没する

木造家屋のほとんどが全壊する

木造家屋の半数が全壊する

津波に巻き込まれるとほとんどの人が亡くなる

避難行動がとれなくなる
～0.3m

～20m

～15m

～10m

～5.0m

～3.0m

～2.0m

～1.0m

※今回の津波浸水予測では、平常潮位を高知県の朔望平均満潮位とした。

用 語

津波高

浸水深

平常潮位

遡上高

定 義

平常潮位（津波がない場合の潮位）と、
津波により上昇した海面の高さとの差

浸水域の水面から地面までの深さ

津波がない場合の潮位

海岸から内陸へあがった津波が到達し
た地点の標高と平常潮位の高さの差

参　

考

自分の命を守るため、
最善を尽くすんだぞー
少しでも安全な場所に
避難だぞー

◎30cm（膝下ぐらい）の津波に巻き込まれれば、
 身動きがとれなくなる！！！
◎１mの津波にまきこまれれば、ほとんどの人が亡くなる！！！

”津波が見えてから避難”では、
間に合わないのじゃ！！！

１　　「南海トラフ地震」とは（津波の影響（想定される被害））
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○ 南海トラフ地震の発生に伴い、関東から四国・九州にかけて極めて広い範囲で著しい災害が生
じる恐れがあります。

○ 特に沿岸部では、津波による甚大な被害が生じる可能性があります。
○ 大きな被害が見込まれる地域では、南海トラフ地震に備える必要があります。

１　「南海トラフ地震」とは（大きな被害が見込まれる地域）

　　南海トラフ地震防災対策推進地域

震度６弱以上の地域

津波高３ｍ以上で海岸
堤防が低い地域

防災体制の確保、過去
の被災履歴への配慮

指定基準の概要

13南海トラフ地震防災対策推進地域（内閣府資料より）



１ 「南海トラフ地震」とは

２ 「南海トラフ地震臨時情報」とは

３ 「南海トラフ地震防災対策計画」とは

４  対策計画策定に関する県の情報発信

「南海トラフ地震臨時情報」説明会の内容

14



半割れ（大規模地震 M8.0 以上）/被害甚大ケース                             M7.0以上
　　　　　　　　　　　　　　 8.0 未満

ゆっくりすべり/被害なしケース

一部割れ（前震可能性地震 ）/被害限定ケース

○M6.8程度以上の地震が発生した場合やプレート境界面で通常とは異なるゆっくりすべり等
が発生した場合、それらに対する調査を開始し、地震発生の可能性が相対的に高まっている
と評価された際に「南海トラフ地震臨時情報」は発表される

＜評価基準＞
・南海トラフの想定震源域内のプレート境界においてM8.0以上の地震が発生
した場合

＜評価基準＞
・南海トラフの想定震源域及びその周辺においてM7.0以上の地震が発
生した場合（半割れケースの場合を除く）

　※通常
　　「30年以内に70～80％」の確

率を７日以内に換算すると千回
に１回程度

７日以内に発生する頻度は
数百回に１回程度
（６事例／１４３７事例）
通常の数倍程度の確率

７日以内に発生する頻度は
十数回に１回程度
（７事例／１０３事例）
通常の100倍程度の確率

西側は連動するのか？

南海トラフ東側で大規模地震(M8ｸﾗｽ)が発生 南海トラフで地震(M7ｸﾗｽ)が発生

南海トラフの大規模地震の前震か？

ゆっくりすべり

＜評価基準＞
・ひずみ計等で有意な変化として捉えられる、短い期間にプレート境界
の固着状態が明らかに変化しているような通常とは異なるゆっくりすべり
が観測された場合

最
初
の
地
震
発
生
数
に
対
す
る
比
率

103事例中、
3日以内：6事例
7日以内:7事例
3年以内：17事例

6回

最初の地震からの経過日数

1/10

1/20

1/100

隣接領域で±1.0以内の地震が発生した事例

隣接領域でM7.8以上の地震が発生した事例

余震の減衰を示す大森・宇津公式でのフィッティング曲線

※M8.0以上の地震発生（103事例）後に隣接領域でM8クラス以
上の地震が発生した事例

「半割れケース」における後発地震の発生数

1回

２　「南海トラフ地震臨時情報」とは（どのような場合に「南海トラフ地震臨時情報」が発表されるか）

15それぞれのケースのイメージ（内閣府資料より）



南海トラフの想定震源域
またはその周辺で

M6.8程度以上の地震が発生

南海トラフの想定震源域の
プレート境界面で

通常とは異なるゆっくりすべりが
発生した可能性

プレート境界において
M8.0以上（※1）

の地震が発生

南海トラフ地震臨時情報
（巨大地震警戒）

南海トラフ地震臨時情報
（巨大地震注意） 

観測した
異常な現象

異常な現象に
対する評価
（最短約30分後）

評価の結果
発表される情報
（最短約２時間後）

気象庁が「南海トラフ地震臨時情報（調査中）」を発表

左の条件を
満たさない

場合

有識者からなる「南海トラフ沿いの地震に関する評価検討会」を開催し
起こった現象を評価

南海トラフ地震臨時情報
（調査終了）

M7.0以上（※2）
の地震が発生

通常とは異なる
ゆっくりすべり
（※3）

を観測

※2　南海トラフの想定震源域内のプレート境界においてM7.0以上、M8.0未満の地震が発生した場合、または南海トラフの想定震源域内のプ
レート境界以外や想定震源域の海溝軸外側50km程度までの範囲でM7.0以上の地震が発生した場合（一部割れケース）

※1　南海トラフの想定震源域内のプレート境界においてM8.0以上の地震が発生した場合（半割れケース）

※3　ひずみ計等で有意な変化として捉えらえる、短い期間にプレート境界の固着状態が明らかに変化しているような通常とは異なるゆっくりすべりが
観測された場合（ゆっくりすべりケース）

２　「南海トラフ地震臨時情報」とは（異常な現象を観測した場合の情報発表までの流れ）

16情報発表までのフロー（内閣府、南海トラフ地震の多様な発生形態に備えた防災対応ガイドライン【第一版】より）
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２　「南海トラフ地震臨時情報」とは（予知ではない不確実性をもつ情報）

　「南海トラフ地震臨時情報」

　　南海トラフ全域を対象に地震発生の可能性の高まりについてお知らせするもの

　　　　　　　→　時間差を置いた複数の地震発生（後発地震）に備えるための情報
　　　　　　　　　（予知ではない不確実性をもつ情報）

南海トラフ沿いで過去に発生した大規模地震の震源域の時空間分布
（地震調査委員会、平成25年5月公表資料に内閣府加筆）



○地震発生時期等の確度の高い予測は困難であり、完全に安全な防災対応を実施することは現
実的に困難であることを踏まえ、地震発生可能性と防災対応の実施による日常生活・企業活動
への影響のバランスを考慮しつつ、「より安全な防災行動を選択」するという考え方が重要

〇日常生活等への影響を減らし、より安全性を高めるためには、平時から突発地震に備えた事前対
策を進めることが重要

【地震リスクを意識して、個々の状況に応じてより安全な行動を選択する】
• 地震発生の可能性は、平常時より相対的に高まったと評価できることがあるものの、発生時期等を明

確にまたは精度高く予測することは困難
• 大規模地震が発生した場合、津波、揺れに伴う建物倒壊・土砂崩壊等、様々な災害リスクがあり、

予期せぬ事態は生じえて、自宅、勤め先、避難所が完全に安全であるとは限らない
• 大規模地震の発生時期等を明確に予測できないこと、地震発生時のリスクは、住んでいる地域の特

性や建物の状態、個々人の状況により異なるものであることを踏まえ、「地震発生可能性」と「防災対
応の実施による日常生活や企業活動への影響」のバランスを考慮しつつ、一人一人が、自助に基づ
き、災害リスクに対して「より安全な防災行動を選択」していくという考え方を社会全体で醸成してい
くことが重要

【突発地震に備える】
• リスクが高い地域や施設については、津波から安全に避難できるような施設整備や地域づくり、建物の

耐震化に加えて家具や設備の固定化などの事前対策を実施することが重要
• 事前対策を推進することが、地震発生の可能性が高まったと評価された場合の後発地震への備えの

みならず、突発地震に対する安全性の確保に繫がる

２　「南海トラフ地震臨時情報」とは（防災対応の基本的な考え方）
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２～３分後

気象庁記者会見
（大規模地震発生
の可能性について
解説）

数秒～十数秒後

地震発生

１時間後（休日夜間は２時間後）

南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）

大規模地震の発生可能性が相対的に高
まっている旨などを発表

国からの呼びかけ
日頃の備えを再確認するとともに、津波の危
険性が高い地域では一週間避難を継続する
旨などを発表

国からの呼びかけ
地震の発生に注意しながら、通常の生活を
送る旨などを発表

国からの呼びかけ
避難は解除し、日頃からの地震の備えを再確
認する等一週間地震に備える旨などを発表

気象庁記者会見
（最初の地震につ
いての解説・注意
喚起）

大津波警報等

緊急地震速報

南海トラフ地震臨時情報（調査中）

想定されている大規模地震の発生可能
性について調査を開始した旨などを発表

※南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）の発表後は、随時、
「南海トラフ地震関連解説情報」で地震活動や地殻変動の状況を発表

19

２ 　「南海トラフ地震臨時情報」とは（情報発表までの流れのイメージ）

「巨大地震警戒対応」における情報の流れのイメージ
（内閣府、南海トラフ地震の多様な発生形態に備えた防災対応ガイドライン【第一版】より）



２　「南海トラフ地震臨時情報」とは（発表されるタイミングと防災対応の流れ）　

南海トラフ地震臨時情報（調査中）

南海トラフ地震臨時情報
（巨大地震警戒）

南海トラフ地震臨時情報
（巨大地震注意）

南海トラフ地震臨時情報
（調査終了）

日頃からの地震への備えを再
確認する等

津波からの避難が間に合わな
い一部の地域では引き続き１ 
週間避難を継続

日頃からの地震への備えを再
確認する等

日頃からの地震への備えを再
確認する等

通常の生活。ただし、大規模地
震が起きる可能性がなくなった
わけではないことに留意

プレート境界のM8.0 以上の地震（※1） M7.0 以上の地震（※2） ゆっくりすべり（※3） 左の条件を満たさない

通常の生活。ただし、大規模地震が起きる可能性がなくなったわけではないことに留意

5～30分

異常な現象
の発生

2時間程度

1週間

2週間
・・・

通常の生活。ただし、大規模地震が起きる可能性がなくなったわけではないこ
とに留意

南海トラフの想定震源域またはその周辺で

M6.8 以上の地震が発生
南海トラフの想定震源域のプレート境界面で

通常とは異なるゆっくりすべりが発生した可能性

防災対応を取る必要なし

ゆっくりすべりが観測された場合は、
それが収まったと評価されるまで

※１　想定震源域のプレート境界でM8.0 以上の地震が発生
※２　想定震源域、またはその周辺でM7.0 以上の地震が発生（ただし、プレート境界のM8.0 以上の地震を除く）
※３　住民が揺れを感じることがない、プレート境界面のゆっくりとしたずれによる地殻変動を観測した場合など

巨大地震警戒対応 巨大地震注意対応

巨大地震注意対応

大津波警報等により沿岸部の地域では避難を開始

20



２ 　「南海トラフ地震臨時情報」とは（情報時の想定される社会の状況）

南海トラフ地震臨時情報の種類ごとに、発表時に想定されるライフラインの状況や避難勧告等の

発令地域等を確認し、事業継続に当たっての影響を想定する必要がある

● 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）発表時の状況
 ・ 被災地域以外では、ライフラインは原則として継続され、多くの地域で地震の
   発生に注意しながら通常の社会活動が行われている。

 ・ 事前避難対象地域には、市町村から、後発地震に備えて１週間を基本とした避
   難勧告等が発令される。

 影響としては、以下のようなものが想定される。
 ・ 事前避難対象地域に居住している従業員が、避難所等で避難生活を送っている
   ことや、学校の臨時休業、一部の交通機関の停止等により、企業等に出勤可能
   な従業員が減少する
 ・ 事前避難対象地域や被災地域に位置する取引先の事業停止等により、必要な経
   営資源の調達が困難となる。

● 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）発表時の状況
 ・ 最初の地震に伴う津波警報等により避難が必要な一部地域を除き、社会状況と
   しては、地震の発生に注意しながら通常の生活を送っていることが想定される。

21



２ 　「南海トラフ地震臨時情報」とは（事前避難対象地域）

事前避難対象地域：後発地震発生に伴う津波に備え、事前に避難することで、より安全性を
　　　　　　　　　　　　 　高めることができる地域

種類 避難対象者 避難勧告等の発令 高知県内における指定地域

高齢者等事前避難対象地域 高齢者などの
要配慮者

避難準備・高齢者等
避難開始

30cm以上の浸水が、地震発生から
30分以内に生じる地域を基本に
今後各市町村が指定

住民事前避難対象地域 全住民 避難勧告 上記のうちから
今後各市町村が指定

「事前避難対象地域」はさらに避難対象者の特性に応じて２種類の地域に分ける

要配慮者のみ    → 高齢者等事前避難対象地域

健常者を含む全住民 → 住民事前避難対象地域
事前避難対象地域

それぞれの地域における防災対応は、高知県内では下表のとおり

避難対象者の特性

22
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２ 　「南海トラフ地震臨時情報」とは（事前避難対象地域）

川

避難所

避難準備・高齢者等避難開始
（高齢者等事前避難対象地域）

避難勧告
（住民事前避難対象地域）

浸水想定区域

海

○ 最初に発生した地震に伴い大津波警報または津波警報が発表されたら、近くの緊急避難場所
等に避難します。

○ その後「南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）」が発表され、事前避難対象地域の居
住者等は、避難勧告等の発令により後発地震の発生に備えて避難を継続※します。

※緊急避難場所等へ避難した人
のうち、事前避難対象地域内の
住民等は、大津波警報等が津
波注意報に切り替わった後、後
発地震に備えて避難所に移動

避難所

避難所

事前避難対象地域の概念図
（内閣府、南海トラフ地震の多様な発生形態に備えた防災対応ガイドライン【第一版】資料を改変）



１ 「南海トラフ地震」とは

２ 「南海トラフ地震臨時情報」とは

３ 「南海トラフ地震防災対策計画」とは

４ 対策計画策定に関する県の情報発信

「南海トラフ地震臨時情報」説明会の内容
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「南海トラフ地震防災対策計画」

南海トラフ地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関し作成する計画
（南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法 第４条第２項）

25

３　「南海トラフ地震防災対策計画」とは

〈参考〉これまでの南海トラフ地震対策に関わる主な法令

施行年 法律 対象となる地震

昭和５３年 大規模地震対策特別措置法 東海地震

平成１６年 東南海・南海地震に係る地震対策の推進に関する特別措置法 東南海・南海

平成２５年 南海トラフ地震に係る地震対策の推進に関する特別措置法 南海トラフ地震

改正



 南海トラフ地震防災対策推進計画の基本
 となるべき事項

○指定公共機関、指定行政機関等が
 取り組むべき防災・減災対策に係
 る具体的な施策と実施目標の策定
 を明記

 南海トラフ地震防災対策計画の基本となるべき事項
 ○関係施設の管理者・運営者等が
  取り組むべき具体的な避難対策等を明記

【計画事項】

南海トラフ地震防災対策
推進基本計画

<作成主体>
中央防災会議

南海トラフ地震防災
対策推進計画

<作成主体>
指定行政機関 、指定公共機関
推進地域内の都府県防災会議
推進地域内の市町村防災会議

南海トラフ地震防災
対策計画

<作成主体>

百貨店等不特定多数の者が出入り
する施設等の管理者・運営者等

南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法

各作成主体に計画の策定を義務づけ

26

３　「南海トラフ地震防災対策計画」とは（対策計画の位置づけ）



① 南海トラフ地震防災対策推進地域内か

② 津波浸水想定において、水深３０ｃｍ以上の浸水が想定される地域内か

③ 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令
  第３条各号に掲げる施設又は事業を管理し、又は運営する者か

→ 高知県内全域が指定されている。

→ 「高知県 津波浸水予測図（平成２４年１２月）」において、
  水深３０ｃｍ以上の浸水が想定される地域
→ 高知県防災マップ（http://bousaimap.pref.kochi.lg.jp/）
  で確認することができます。

→ 「高知県 南海トラフ地震防災対策計画及び南海トラフ地震防災規程作成
  の手引き 別紙１」で確認できます。

３　「南海トラフ地震防災対策計画」とは（作成義務者）

以下の３つの項目すべてに該当する方が「南海トラフ地震対策計画」作成義務者です。
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防災又は保安に関する計画又は規程

根拠法 計画又は規定

消防法 「消防計画」、「予防規程」

火薬類取締法 「危害予防規程」

高圧ガス保安法 「危害予防規程」

ガス事業法 「保安規程」

電気事業法 「保安規程」

石油ｺﾝﾋﾞﾅｰﾄ等災害防止法 「防災規程」
等

施設や事業により異なるので「高知県　南海トラフ地震防災対策計画及び南海トラフ
地震防災規程作成の手引き　別紙１」でご確認ください。

３　「南海トラフ地震防災対策計画」とは（防災規程）

南海トラフ地震防災規程

  関係法令に基づく防災又は保安に関する計画又は規程に、

 対策計画に定める事項（南海トラフ地震防災規程）を定めた場合、対策計画とみなす。

 （南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法 第８条）



 ○津波に関する情報伝達
 ○避難対策（避難場所、避難経路、その他必要な対策）
 ○実施要員の確保（具体的な要員の確保、指揮機能を持った組織の設置）

 ○南海トラフ地震臨時情報（調査中）発表時における災害応急対策措置に関する事項
 ○南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）発表時における災害応急対策措置に関する事項
 ○南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）発表時における災害応急対策措置に関する事項

 ○大規模地震を想定した防災訓練の実施内容、方法等

 ○職員等に対する地震防災上の教育の実施方法、方法等
 ○教育の内容  例：・地震や津波の知識
           ・臨時情報の内容と発表時の職員の役割 ←New!
 ○広報の内容  例：・各地域における避難場所及び避難経路
           ・臨時情報発表時の出火防止対策 ←New!

３　「南海トラフ地震防災対策計画」とは（計画等に定めるべき事項）

南海トラフ地震防災対策計画には、以下の４つの事項について定める。

① 南海トラフ地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関する事項

② 時間差発生等における円滑な避難の確保に関する事項 ←New!

③ 防災訓練に関する事項

④ 地震防災上必要な教育及び広報に関する事項
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３　「南海トラフ地震防災対策計画」とは（計画等に定めるべき事項）

① 南海トラフ地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関する事項

・各計画主体の機関相互間及び機関内部において、
 確実に情報が伝達されるようその経路及び方法
・避難場所、避難経路、その他円滑な避難の確保のために必要な対策等
・円滑な避難のために必要な安全確保対策
・応急対策の具体的な要員の確保

●各計画において共通して定めるべき事項 

●個別の計画において定める事項（例）

事業者 計画等に明示すべき事項（例示）

病院や百貨店等不特定多数の者
が出入りする施設

・顧客等に対し、津波警報等を伝達する方法
・顧客等の退避誘導方法及び退避誘導実施責任者

学校、社会福祉施設 ・具体的な、避難場所、避難経路、避難誘導方法、避難誘導実施責任者等

施設や事業により異なるので「高知県 南海トラフ地震防災対策計画及び南海
トラフ地震防災規程作成の手引き 別紙２」でご確認ください。



○南海トラフ地震臨時情報（調査中）における災害応急対策措置に関する事項

○南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）発表時における災害応急対策措置に関する事項

31

３　「南海トラフ地震防災対策計画」とは（計画等に定めるべき事項）

②時間差発生等における円滑な避難の確保に関する事項

・情報伝達の経路、体制及び方法 

・後発地震に対して注意する措置

・各計画主体の機関相互間及び機関内部において、
 確実に情報が伝達されるようその経路及び方法

・ 施設・設備等の点検等日頃からの地震への備えを再確認するものとし、その内容
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○南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）発表時における災害応急対策措置に関する事項

３　「南海トラフ地震防災対策計画」とは（計画等に定めるべき事項）

・後発地震に対して警戒する措置及び後発地震に対して注意する措置の内容

・各計画主体の機関相互間及び機関内部において、
 確実に情報が伝達されるようその経路及び方法 

・工事中の建築物その他の工作物又は施設について安全確保上実施すべき措置
 についての方針 

●個別の計画において定める事項（例）

●各計画において共通して定める事項 

事業者 計画等に明示すべき事項

病院や百貨店等不特定多数の
者が出入りする施設

顧客等に対し、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等を伝達する方法 

学校 児童生徒等に対する保護の方法

社会福祉施設 入所者等の保護及び保護者への引き継ぎの具体的方法

施設や事業により異なるので「高知県　南海トラフ地震防災対策計画及び南海トラフ
地震防災規程作成の手引き　別紙２」でご確認ください。
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防災訓練に関する事項 明示する内容

実施回数 年１回以上実施するよう努める。

実施内容

(例)
 一 情報収集・伝達に関する訓練
 二 津波からの避難に関する訓練
 三 その他前各号を統合した総合防災訓練

行政の訓練
への参加

地方公共団体等の実施する防災訓練への参加に努める。

３　「南海トラフ地震防災対策計画」とは（計画等に定めるべき事項）

③防災訓練に関する事項



○教育の内容（最低限）

○広報の内容（最低限）

・臨時情報の内容及びこれに基づきとられる措置の内容

・南海トラフ地震発生に伴い発生する地震動及び津波に関する知識

・地震及び津波に関する一般的な知識

・臨時情報が発表された場合及び南海トラフ地震発生した場合の具体的な行動に関する知識

・臨時情報が発表された場合及び南海トラフ地震発生した場合の職員の役割

・南海トラフ地震防災対策として現在講じられている対策に関する知識

・南海トラフ地震対策として今後取り組む必要のある課題

・臨時情報が発表された場合及び南海トラフ地震が発生した場合に出火防止、顧客同士が

　協力して行う救助活動・避難行動、自動車運行の自粛等、防災上とるべき行動に関する知識

・正確な情報入手の方法

・防災機関が講ずる災害応急対策等

・各地域における避難対象地域、急傾斜地崩壊危険箇所等に関する知識

・各地域における避難場所及び避難経路に関する知識

３　「南海トラフ地震防災対策計画」とは（計画等に定めるべき事項）

④地震防災上必要な教育及び広報に関する事項

赤字：今回の基本計画改定で追加されたもの
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地震への備えの再確認等
• 日頃からの地震への備えの再確認等を中心とした防災対応
施設及び設備等の点検

• 地震が発生した場合に被害が生ずるおそれのある施設及び緊急的に稼働しないといけない設備等の点検
従業員等の安全確保

• 事前避難対象地域内に位置する企業等における明らかに生命に危険が及ぶ活動等についての危険回避措置
個々の状況に応じて実施すべき措置

• 輸送ルート変更等の地震に備えて普段以上に警戒する措置
• 避難先への必要な物資の提供等の地域貢献活動

地震への備えの再確認等
• 日頃からの地震への備えの再確認等を中心とした防災対応

３　「南海トラフ地震防災対策計画」とは（臨時情報に対する企業等における防災対応の検討）

○ 地震発生時期等の確度の高い予測は困難であり、完全に安全な防災対応を実施することは
現実的に困難であることを踏まえ、日頃からの地震への備えを再確認する等警戒レベルを上げ
ることを基本に、個々の状況に応じて適切な防災対応を実施したうえで、できる限り事業を継続
することが望ましい。

○ 住民事前避難地域内での明らかに生命に危険が及ぶ活動等に対しては、それを回避する措置
を実施することが必要です。

巨大地震警戒対応の検討

巨大地震注意対応の検討

防災対応検討の前提となる諸条件の確認

既存のBCPを参考に、南海トラフ地震臨時情報発表時に実施する具体的な防災対応について検討

事前対象地域、南海トラフ地震臨時情報発表時のライフラインの状況など
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１ 「南海トラフ地震」とは

２ 「南海トラフ地震臨時情報」とは

３ 「南海トラフ地震防災対策計画」とは

４ 対策計画策定に関する県の情報発信

「南海トラフ地震臨時情報」説明会の内容
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今後も高知県南海トラフ地震対策課ホームページ
　　　　　　　にて「対策計画に関する情報」を発信していく予定です。

37

○ 高知県と県内市町村の対応方針

○ 国や他県における取組

○ 高知県内の作成事例

○ その他対策計画の見直しに有用な情報 等

例えば・・・

４　対策計画に関する情報の発信



①クリック

②クリック

高知県南海トラフ地震対策課ホームページ
　URL：https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/010201/

高知県HPトップページからのアクセス

４　対策計画に関する情報の発信
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○問合せ窓口

39

４　対策計画に関する情報の発信

沿岸市町村管轄消防本部 担当課 連絡先

高知市消防局 予防課 088-871-7504

室戸市消防本部 予防係 0887-22-0014

安芸市消防本部 予防係 0887-37-9103

南国市消防本部 予防課 088-863-3511

香南市消防本部 予防課 0887-55-4141

土佐市消防本部 総務課　予防班 088-852-0001

土佐清水市消防本部 予防係 0880-82-8119

中芸広域連合消防本部 予防係 0887-38-2648

高幡消防組合消防本部 消防課 0889-43-1272

幡多中央消防組合消防本部 四万十消防署予防第一係 0880-34-5881

幡多西部消防組合消防本部 宿毛消防署　予防係 0880-63-3111

お問い合わせ
内    容

区分 お問い合わせ窓口 電話番号

・対策計画の内容について
・臨時情報について

-
高知県 危機管理部

南海トラフ地震対策課
088-823-9348

・対策計画、防災規程
 の提出について

対策計画
高知県 危機管理部

南海トラフ地震対策課

防災規程 それぞれの計画等の受理機関 -

○問合せ窓口（対策計画作成義務者かどうかについて（消防計画））

●「南海トラフ地震に係る地震防災
　対策の推進に関する特別措置法
　施行令第３条第１号に規定する
　施設」に該当するかわからない方に
　ついては、最寄りの消防署にご相談
　ください。

●対策計画の内容についてのご質問
　については、高知県南海トラフ地震
　対策課まで


