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第１章手引きの位置づけ

l ガイドラインでは、南海トラフ沿いで観測される異常な現象を３つのケース、「半割れケース」、「一部割
れケース」、「ゆっくりすべりケース」に分け、それぞれのケースで想定される被害や社会状況を踏まえ、防
災対応の考え方が示されており、住民や企業が防災対応を検討する手順がとりまとめられている。

l しかしながら、ガイドラインでは、避難が可能な範囲を検討する際の前提条件となる、避難開始までに必
要な時間や、移動速度の設定などは、地域の実情に応じて適切に定めるとされており、現状では、市町
村が個別に検討しなければならない。

l このため、高知県津波避難計画策定指針など、県がこれまで公表してきた資料も踏まえ、ガイドラインに
沿った検討をスムーズに進められるよう、手引きをとりまとめた。

l ガイドラインでは、住民一人ひとりに対しても、地震や津波に関するリスクを踏まえ、必要な防災対応を
自ら検討、実施する必要があるとしており、市町村は、必要な情報提供を行う等、その検討を促す必
要がある。

l住民が、「自らの命は自ら守る」という防災対策の基本を踏まえ、臨時情報を被害の軽減につなげるた
め、早期に取組を進めていただきたい。

第２章発表された情報に対する防災対応の考え方

○ 平成29年 11月※1から、南海トラフ沿いで異常な現象が観測された場合、「南海トラフ地震臨時
情報」（以下、臨時情報という。）が発表されることとなった。地震対策は、突発対応が基本となる
が、事前に情報があれば、「より安全な防災行動を選択する」という考え方で、人命を守ることに活か
すことが重要である。

○ このため、国は、臨時情報が発表された場合の防災対応のあり方について検討を行い、地方公共
団体、指定公共機関、企業等がとるべき防災対応を検討するためのガイドライン「南海トラフ地震の
多様な発生形態に備えた防災対応検討ガイドライン【第 1版】（平成31年 3月、令和元年5月
一部改訂）」（以下、ガイドラインという。）を公表した。

○ この手引きは、市町村がガイドラインに沿った検討をスムーズに進めることができるよう、県の考え方を
とりまとめたものである。

○ 市町村は、ガイドライン、この手引きを参考に、臨時情報発表時の住民避難やその啓発、事前対
策を検討いただき、被害の軽減につなげるよう取り組んでいただきたい。

○ ガイドラインに示された防災対応を実施することを基本とする。
○ なお、この手引きで示す防災対応は、県内で実施する最低限の基準を示したものであり、市町村が
行う防災対応を制限するものではない。

※1 南海トラフ沿いで異常な現象が観測された場合、平成 29年 11月から当面の間、「南海トラフ地震に
関連する情報」として発表されることとなっていたが、令和元年 5月から、「南海トラフ地震臨時情報」とし
て本格運用が開始された。
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l県の当面の対応方針（平成 30年 11 月）では、「半割れケース」、「一部割れケース」を同等として
取り扱ってきたが、ガイドラインにおいて、「半割れケース」の場合は、津波の浸水が想定される地域に対
し、避難勧告等を発令する考え方が示されたことを踏まえ、ケースごとの対応を見直し、ガイドラインに示
された防災対応を実施することを基本とする。

＜異常な現象を観測した場合の情報発表の流れ＞

＜防災対応の流れ＞

出典：ガイドライン 図 20 住民、企業の防災対応の流れに高知県の対応を追記

半割れケース 一部割れケース ゆっくりすべりケース

発生直後 個々の状況に応じて避難等の防災対応を準備・開始
個々の状況に応じて避難等の防災
対応を準備・開始
（検討が必要と認められた場合）

（最短）
2時間程度

1週間

巨大地震警戒対応

日頃からの地震の備えを再確認する等

地震発生後の避難では間に合わない可能性がある
要配慮者は避難、それ以外の者は、避難の準備を
整え、個々の状況等に応じて自主的に避難

地震発生後の避難では明らかに避難が完了できな
い地域の住民は避難

巨大地震注意対応

日頃からの地震の備えを再確認
する等

巨大地震注意対応

日頃からの地震の備えを再確認
する等

2週間

巨大地震注意対応

日頃からの地震の備えを再確認する等

大規模地震発生の可能性がな
くなったわけではないことに留意し
つつ、地震の発生に注意しながら
通常の生活を行う

すべりが収まったと
評価されるまで

大規模地震発生の可能性がなくなったわけではない
ことに留意しつつ、地震の発生に注意しながら通常
の生活を行う

大規模地震発
生まで

大規模地震発生の可能性がなく
なったわけではないことに留意しつつ、
地震の発生に注意しながら通常の
生活を行う

対応：避難準備・高齢者等避難開始を発令

対応：避難勧告を発令

対応：対象者に自主的な避難を呼びかけ

対応：対象者に自主的な
避難を呼びかけ

対応：対象者に自主的な避難を呼びかけ

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）

出典：ガイドライン 図 18 情報発表までのフロー
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第３章避難を含めた防災対応

第１節 基本的な考え方

l南海トラフ地震に対しては、最大規模の地震・津波が発生することを想定して、津波避難タワーや高台
の避難場所、避難路の整備などのハード対策を進めていることに加え、県民に対しても、住宅の耐震化
やブロック塀の安全対策、家具の転倒防止、備蓄などにも取り組んでいただいている。

l臨時情報が発表された場合には、すべての県民が、こうした日頃からの備えを再確認するとともに、一定
の期間、より安全な防災行動を選択し、被害の軽減につなげることが重要である。

l ガイドラインでは、個別に避難を呼びかける対象者として、津波の浸水が想定されている地域のみが示さ
れているが、本県は、こうした方に加え、耐震性の不足する住宅にお住まいの方、斜面の崩壊が発生し
た際に著しい被害が発生するおそれのある範囲にお住まいの方については、避難を呼びかけることにして
いる。

l耐震性の不足する住宅にお住まいの方については、住宅の倒壊は、地震の揺れによって発生することか
ら、避難する時間的な余裕がなく、加えて、身体や生命に著しい被害を及ぼすおそれがあることから、避
難を呼びかけることとした。

l地震時に発生する土砂災害については、国のガイドラインでは、現在の技術では人的被害の発生リスク
が高い地域を絞り込むことが困難であり、地震に伴う土砂災害の不安がある住民は、あらかじめ安全な
知人宅や親類宅への避難を検討しておくことが望ましいとされている。

l しかしながら、本県では、技術的な困難があるものの、被害軽減の観点から、住民個々の判断に頼るだ
けではなく事前の避難を呼びかける方針を示すこととした。

l ここで示した対象者は、少なくとも避難を検討すべき方として掲げたもので、それ以外の方の安全を保障
しているものではない。また、大規模地震の発生前に、臨時情報が必ず発表されることではないことから、
県民に対しては、個々の状況に応じ、身の安全を守るための防災対応の検討を促していくことが重要で
ある。

○ 臨時情報を活かし、被害を軽減するために、すべての県民に対して、避難場所・避難経路や家庭
における備蓄の確認、家具の固定など、日頃からの地震への備えの再確認を促す取組を実施する。

○ こうした取組に加え、脆弱性を踏まえた地震発生時のリスクを考慮し、避難が必要な方を対象に、
避難を呼びかける。具体的には、下記の通りとする。
① 津波の到達時間が短い地域(30cm の津波が 30分以内に到達する地域)にお住まい方※１

② 耐震性の不足する住宅にお住まいの方
③ 地震で突発的に斜面崩壊が発生した際に、著しい被害が発生するおそれのある範囲にお住ま
いの方※２

※１ 巨大地震警戒が発令された場合には、避難空間の整備状況や避難に要する時間を踏まえ、後述する
避難可能な範囲の検討を行い、避難勧告等の発令も検討する。

※２ 第４節を参考に、事前の避難を呼びかける範囲の検討を行う。
○ ここで示した対象者以外の方が必ずしも安全とは言い切れないので、不安のある住民に対しては、
個々の状況に応じて、避難できる安全な知人宅、親類宅等を検討するなど、身の安全を守るための
防災対応の検討を促していくことも重要である。
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第２節 津波の浸水に対する避難（事前避難対象地域の検討）

l ガイドラインは、後発の地震が発生してからの避難では間に合わないおそれがある地域では、津波に対す
る事前の避難を検討する必要があるとしているが、本県は、平成 26 年度に、避難可能な範囲を明ら
かにする図上点検を実施し、高知県津波避難計画策定指針にある歩行速度(0.7m/s）、準備時
間(5分)で検討した場合、避難できない地域がないことを確認している。

l また、夜間については、誘導灯の整備や日頃の訓練の繰り返しによって、確実に避難できるよう取り組み
を進めているところである。

l図上点検後も、津波避難空間の整備を進め、津波からの避難の実効性を高める取組を継続している
ことから、ガイドラインで示された「地震発生後の避難では、明らかに避難が完了できない地域」はない。

l一方、避難に一定の時間が必要な要配慮者、避難場所から遠いところにお住まいの方については、事
前に避難することで、安全性を大きく高めることができる。このため、後発地震が発生してからの避難で間
に合うか否かではなく、事前に避難することが望ましい範囲はどこかという観点から地域の検討を行う。

l ガイドラインにおいて、「健常者」、「要配慮者」の別、夜間の避難を想定しておく等の条件が例示されて
いることから、「住民事前避難対象地域（避難勧告の対象地域）」の検討にあたっては、こうした条件
も踏まえた歩行速度、避難準備時間とした。

l 「高齢者等事前避難対象地域（避難準備・高齢者等避難開始の対象地域）」の検討にあたっても、
より安全性を高める観点から、ガイドラインで、事前の避難を検討する対象地域として示されている「南
海トラフ地震津波避難対策特別強化地域」の指定要件、津波により 30cm以上の浸水が地震発生
から 30 分以内に生じる地域全域を基本とする。

第３節 耐震性の不足する住宅にお住まいの方

l耐震性の不足する住宅は、揺れで建物が倒壊する危険性が高く、健常者であっても、避難が難しいこ
とから、被害を軽減する上で、事前の避難は非常に有効な手段となる。

l耐震性の不足する建物の危険性を周知し、耐震化を呼びかけることに加え、臨時情報が発表された際
には、事前に避難していただくよう啓発を行うことが重要である。

○ 津波の浸水深、到達時間は、県が平成 24年 12 月に公表した資料を用いる。
○ 住民事前避難対象地域（避難勧告の対象）の検討における避難が可能な範囲の検討は、避
難空間の整備状況、歩行速度、準備時間をもとに、図上で検討することとし、より安全性を高める観
点から、避難に要する時間の計算は、下記を
基本とする。
· 歩行速度：0.56m/s
· 準備時間：10分

○ 高齢者等事前避難対象地域（避難準備・高齢者等避難開始の対象）の検討は、30cm以上
の津波が、地震発生から 30分以内に襲来する地域を基本とする。

○ 津波の到達時間にかかわらず、不安を感じる場合は、自主的な防災対応をあらかじめ検討しておく
ことを呼びかける。

(歩行速度) （準備時間）
昼間 0.7m/s 昼間 5分
夜間 0.56m/s 夜間 10分

参考：高知県津波避難計画策定指針に示す値

○ 揺れで建物が倒壊する危険性を周知し、事前に避難していただくことを呼びかける。
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第４節 斜面の崩壊に対する避難

l地震による土砂災害については技術的な知見が十分に蓄積されておらず、本手引きでは被害軽減の
目的のため、過去の被災の実態などを踏まえた基準を示した。

l崩壊以外に土石流や地すべりが発生することもあり得るが、過去の被害記録が少ないなどの理由から
本手引きでは対象としていない。

l現在の知見では、地震により土砂災害が発生する地域を絞り込むことが難しい。そのため、避難を呼び
かける範囲を示すために、降雨による土砂災害を対象として警戒避難体制が整備される土砂災害警
戒区域を、便宜的に利用することとした。

l地震で発生する崩壊と比較して降雨で発生する崩壊の方が崩壊土砂の到達距離が長い傾向があるこ
とが知られている。そのため、土砂災害警戒区域よりも狭い範囲を対象とした事前の避難を呼びかける
考え方として、崩壊土砂の到達距離についての統計データを参考とする方法を示した。

l崩壊が発生した場合に建築物に損壊が生じるおそれのある土砂災害特別警戒区域（種別：急傾斜
地の崩壊）は、自主的な避難を呼びかける上で、有効な情報として活用する。

＜補足＞
※ 土砂災害警戒区域等は人家のある範囲を対象として設定されており、人家等が無い地域で発生する
崩壊等は網羅していない。そのため、地域や個々の状況に応じて南海トラフ地震発生時の自己安全確
保に不安がある場合は避難を検討するよう促す。

※ 地震により突発的に発生する土砂災害から身の安全を確保できるかは、起床時・就寝時といった生活
リズムや屋内・屋外といった場所、あるいは緊急地震速報を受信可能な環境かどうかにもよるため、日常
生活に応じて事前避難の必要性や具体の避難先を検討する。そのため、土砂災害対策施設の有無
や、建物の構造（木造・RC造、平屋・２階以上）、近隣の安全な場所を予め確認したうえで避難計
画を検討するよう呼びかける。

※ 土砂災害特別警戒区域は特定開発行為の制限や建築物の構造規制を目的として設定されており、
警戒避難を想定して区域の設定がされていないことに留意する。

※ 文献調査によれば、海溝型地震による大規模な崩壊は、宝永地震で４箇所、安政地震で９箇所
が確認されている。確認された事例では、山間部で発生し、崩壊時点で人的被害が生じた記録は無い
が、その後の豪雨等による崩壊土砂の流出被害、河道閉塞によって形成された天然ダムによる湛水被

○南海トラフ地震で発生が想定されている主な土砂災害は、「多数の崩壊」、「天然ダムの形成」であ
ることから、本手引きで対象とする土砂災害は「多数の崩壊」とする。

○ 土砂災害による被害の軽減を図るため、著しい被害が発生する蓋然性の高さを考慮し、以下の範
囲に事前の避難を呼びかけることとする。
・土砂災害警戒区域（種別：急傾斜地の崩壊）の斜面際からの距離が概ね 10ｍ

○ 土砂災害警戒区域（種別：急傾斜地の崩壊）以外の地域でも斜面や渓流に近いなど不安を
感じる場合は、自主的な防災対応をあらかじめ検討しておくことを呼びかける。

○ 土砂災害の不安があっても、自ら避難することが困難な入居者がいる土砂災害警戒区域内の要
配慮者利用施設については、土砂災害防止法に基づき作成している避難確保計画等を参考に、
施設管理者が入居者の安全確保を検討することが望ましい。
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害及び余震による天然ダム決壊に伴う被害が記録として残っている。そのため、地震時に山鳴りや進行
性のクラック、河川の水位低下を確認した場合は、速やかに斜面や河川から離れるよう周知する。

・土砂災害警戒区域等の確認
防災砂防課ホームページで公表されている情報を確認することを基本とする。
URL：https://d-keikai.pref.kochi.lg.jp/MapForm.aspx?mtype=1

・東北地方太平洋沖地震では、緊急地震速報の警報発表から主要動到達までに 10 秒超の猶予
時間があったものの、第一報では予想最大震度が小さく、続報で予想最大震度が大きくなったことが
報告されている。そのため、海溝型巨大地震の場合、予想最大震度が過少になり得ることに留意し
た安全側の対応を心掛ける必要がある。

（参考：緊急地震速報の現状と減災への活用の課題，安全工学 50巻 6号（H23.12））

https://d-keikai.pref.kochi.lg.jp/MapForm.aspx?mtype=1
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＜本手引きで対象とする土砂災害＞

南海トラフ地震で主に想定される土砂災害は「多数の崩壊」と崩壊が発生した際の「天然ダムの形成」である。そのため、

本手引きで対象とする土砂災害は「多数の崩壊」と設定し、検討などが必要な範囲としては、土砂災害警戒区域（急傾

斜地の崩壊）を参考とする。

土石流と地すべりは過去の海溝型地震時の記録が少ない。また、傾斜度 30°未満の斜面で発生している崩壊は 30°

以上の斜面で発生している崩壊と比較して少ないことから、本手引きでは対象としていない。

（出典：国土交通省水管理・国土保全局砂防部ＨＰ）

（参考：内閣府 災害教訓の継承に関する専門調査会報告 1707宝永地震（H26.3））

＜崩壊土砂の到達距離/高さ、頻度＞

地震により発生する崩壊土砂の到達距離と降雨により発生する崩壊土砂の到達距離を比較した結果、降雨による崩壊

土砂の到達距離より地震による到達距離が短い傾向があった事例が報告されている。

（出典：(一)全国治水砂防協会 新・斜面崩壊防止工事の設計と実例 本編，P.55）

昭和 62 年 千葉県東方沖地震（地震）

昭和 46 年 秋雨前線台風 25 号（豪雨）
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＜崩壊土砂の到達距離（S47～H19）＞

地震による崩壊土砂の到達距離は、全体の 80％以上が斜面から 10ｍ未満に分布している。

（出典：国土技術政策総合研究所資料 国総研資料第530 号，P,81（H21.3））

＜海溝型地震による崩壊密度の比較＞

３つの海溝型地震（宝永地震、安政地震、東北地方太平洋沖地震）で発生した斜面崩壊の震度階毎の崩壊密度

分布は、いずれも同じような傾向を示しており、震度５以上で面積 5,000 ㎡以上の規模の大きな崩壊が発生し始め、

震度６以上で崩壊数が多くなる。なお、内陸型の中越地震と海溝型の東北地方太平洋沖地震を比較すると、東北地

方太平洋沖地震で発生した崩壊密度は、中越地震の 1／100程度であったことが報告されている。

（出典：内閣府 災害教訓の継承に関する専門調査会報告 1707 宝永地震，P.202（H26.3））

内陸型 海溝型
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第５節 臨時情報発表時における情報伝達

l国は、発表された情報の内容を、正確かつ迅速に防災関係機関等及び住民に伝達することを求めて
いるため、市町村においても、防災関係機関等や住民への伝達方法を検討しておく必要がある。

l南海トラフ地震臨時情報が発表されれば、国は、気象庁から防災情報提供システムを通じ、県及び報
道機関等に伝達する。県は、この情報を、防災行政無線 FAX及び E メールにより、速やかに市町村に
伝達することとしている。

l国は、「南海トラフ地震臨時情報（調査中）」の発表も国民に伝達するものとしているため、現状では、
職員が参集することとなっていない場合に対応が必要となることも想定される。県から伝達された情報を、
速やかに住民に伝達できるよう、事前に伝達するための体制や、方法、内容を検討しておく必要がある。

＜「南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）」が発表された場合の情報の流れ＞

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

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

○伝達の方法

防災行政無線、緊急速報メール、
有線放送、テレビ、ラジオ等、効
果的な方法を検討

対象者 伝える内容

すべての住民
日頃からの地震
の備えを再確認

事前避難対象地
域の住民

避難勧告等

土砂災害特別警
戒区域内や耐震
性の低い住宅に
お住まいの方

自主的な避難

＜巨大地震警戒発表時の例＞

○いつ

国から発表される情報を踏まえ
て検討

情報伝達の検討

○対象者と伝える内容

発表される情報に合わせ、だれ
に何を伝えるかを検討

○ 市町村は、県からの情報を基に、日頃からの地震の備えの再確認や、避難勧告等による避難の呼
びかけを緊急速報メール、市町村防災行政無線等を活用して行うものとする。

○ 情報を迅速かつ正確に伝達できるよう、事前に伝達するための体制や、方法、内容について検討し
ておく必要がある。

＜情報伝達の流れ＞

※ 県は、市町村のほか、県の各部局、各消防本部にも伝達する。
※ 市町村が緊急速報メールの入力ができない場合は、県が代行入力する。

気象庁 高知県
(危機管理部)

市町村
(消防本部) 住民

防災情報提供シ
ステム

県防災行政無線
FAX
Eメール

緊急速報メール
市町村防災行政
無線等
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＜「南海トラフ地震臨時情報」が発表された場合の住民への周知内容＞

【「南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）」が発表された場合】
（発表直後）
※ 日頃からの地震への備えを再確認するよう呼びかけ
※ 事前避難対象地域に対し、避難勧告等を発令
※ 耐震性の不足する住宅にお住まいの方、土砂災害警戒区域（種別：急傾斜地の崩壊）の斜
面際からの距離が概ね 10ｍにお住まいの方に自主避難を呼びかけ
※ そのほか、不安のある住民は自主的に避難するよう呼びかけ

（1週間後）
※ 日頃からの地震への備えを再確認するよう呼びかけ
※ 事前避難対象地域内、耐震性の不足する住宅にお住まいの方、土砂災害警戒区域（種別：
急傾斜地の崩壊）の斜面際からの距離が概ね 10ｍにお住まいの方に自主避難を呼びかけ
※ そのほか、不安のある住民は自主的に避難するよう呼びかけ

（2週間後）
※ 地震の発生に注意しながら、通常の生活に戻るよう呼びかけ

【「南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）」が発表された場合】
（発表直後）
※ 日頃からの地震への備えを再確認するよう呼びかけ
※ 事前避難対象地域内、耐震性の不足する住宅にお住まいの方、土砂災害警戒区域（種別：
急傾斜地の崩壊）の斜面際からの距離が概ね 10ｍにお住まいの方に自主避難を呼びかけ
※ そのほか、不安のある住民は自主的に避難するよう呼びかけ

（1週間後）
※ 地震の発生に注意しながら、通常の生活に戻るよう呼びかけ

【「南海トラフ地震臨時情報（調査中）」が発表された場合】
（発表直後）
※ 南海トラフ沿いで異常な現象が観測され、今後、大規模地震の発生につながるものか、調査が開
始された旨のお知らせ
※ 今後の政府や自治体からの情報に注意するようよびかけ
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第４章避難所への移動と避難所の開設等

第１節 避難所への移動

l臨時情報を受けて避難所へ避難する場合は、移動距離が長くなることや、避難生活で必要となる物資
を持参することから、自動車による避難を希望される方が多くなると想定される。

l一方で、自動車による避難は、交通渋滞や、事故などの危険性があるほか、突発的な地震においても
自動車による避難が行われるおそれがある。

l このため、各地域において自動車の使用による渋滞や交通安全、駐車スペースの確保など、自動車の
利用を前提とした検討を行っておくことが重要となる。

l また、臨時情報が発表された際には、公共交通機関が運休になることも想定されるほか、公共交通機
関が利用できない地域もあることから、ご自身で移動することが難しい方については、市町村等がバス等
の調整を行い、移動の支援を行うことを検討しておくことが必要となる。

第２節 避難所確保

l特に、「半割れケース」では、南海トラフの東側の地域（東海地方など）では、大きな被害が発生し、マ
スコミ等を通じ、その様子が伝えられていることに加え、過去の事例では、本県を含む西側の地域に大規
模な地震が発生する可能性が高まったとの報道が繰り返される状況が想定される。

l このような状況の中では、避難を呼びかけることとした対象者以外の方も、避難所に避難することが想定
されるため、事前にできるだけ多くの避難所を確保しておくことが重要となる。

l特に、配慮が必要な方については、事前の避難が被害を軽減する上で有効となることから、避難所での
生活環境で避難をためらうことのないよう、環境の整った福祉避難所の収容数を確保するとともに、配
慮が必要な方が、こうした避難所に確実に避難できる仕組みにしておくことが重要となる。

l このため、現在取り組みを進めている避難行動要支援者の個別計画の策定等において、臨時情報の
発表時における対応も考慮しておくことが望ましい。

○ 避難場所から、避難所への移動は、自動車の使用を可能とする。
○ そのため、自動車の使用による渋滞の発生や、交通安全、避難所における駐車スペースの確保な
ど、自動車の利用を前提とした検討を行っておくことが必要となる。

○ 市町村は、路線バスなどの公共交通機関が利用できない地域の方など、ご自身で移動することが
難しい方の避難方法について、事前に検討するものとする。

○ 避難を呼びかけることとした対象者以外の方も避難することが想定されるので、できるだけ多くの避
難所を確保しておくことが重要となる。

○ 特に配慮が必要な方が事前に避難することは、被害を軽減する上で重要であることから、生活環境
で避難をためらうことのないよう、環境の整った福祉避難所の収容数の確保を進めておくことが重要で
ある。

○ 福祉避難所だけでは、十分な収容数を確保できない場合には、一般の避難所における、エアコン、
簡易ベッド、バリアフリー化などの整備状況を把握し、福祉避難所的に利用できる避難所を確保して
おくことが必要である。
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l一方、現状では、福祉避難所の収容数を十分確保することが難しい地域が多いことが想定される。こう
した地域においては、一般の避難所における、エアコン、簡易ベッド、バリアフリー化などの整備状況を把
握し、福祉避難所的に利用できる避難所を確保しておくことも必要となる。

第３節 広域避難

l過去、臨時情報発表時のような、災害が発生するのか不確実な情報に基づいて、事前に避難する取
組の事例がないことから、避難者の数を想定することは、非常に難しい。このため、当面の避難所の収
容数の確保目標は、第 3章第 1節において、避難を呼びかける方の推計値とする。

l この推計値を元に、確保できる避難所以上の避難者が想定される場合には、他市町村への広域避難
について検討することが望ましい。

l避難所の確保が難しい地域にあっては、配慮が必要な方など、事前に避難することが有効な方が避難
をためらうことのないよう、広域避難も含めた避難先の確保を進めるとともに、突発的な地震に対応する
ことができる、浸水区域外で、土砂災害の危険性が低く、耐震性のある住宅にお住まいの方については、
自宅で警戒レベルを上げることで対応いただくことでも十分安全な生活を続けることができることをご理解
いただき、むやみに避難所に避難しないことを啓発しておくことも重要となる。

第４節 開設・閉鎖する手順

l避難所の開設にあたっては、想定される避難者の数などから、どの地域に、どのくらいの避難所を開設す
るのか、避難所の設備（エアコンの有無、バリアフリー化など）や起こりうる状況、例えば、自動車で避
難される方が多いことを想定して、駐車スペースを確保できる避難所を優先して開設することなど、避難
所を開設する手順を検討しておくことが必要となる。

l避難所を確保する上で重要となる学校については、避難勧告等の発令や、交通機関の状況等により、
休校の措置も考えられることから、他機関の対応状況も踏まえ、検討しておくことが重要となる。

○ 確保できる避難所の収容数を超える避難者が想定される場合には、他市町村への広域避難につ
いて検討しておくことが必要となる。

○ 十分な避難所が確保できない場合は、自宅に滞在していても、安全が確保されている方（浸水区
域外で、土砂災害の危険性が低く、耐震性のある住宅にお住まいの方）については、日頃からの地
震の備えを再確認する等、自宅で警戒レベルを上げることで対応いただくことも、有効な避難所の確
保対策となる。

○ 避難所の開設にあたっては、自動車で避難される方が多いなど、起こりうる状況を想定し、避難しや
すい避難所を優先的に開設できるよう、検討しておくことが必要となる。

○ ガイドラインでは、防災対応を行う期間を定めているが、風水害のように、一定の期間で終了するこ
とが確実なものではない。このため、後発の地震が発生しない場合、心配な方は避難を続けたいとい
う希望が出ることが想定されることから、避難所開設の手順だけでなく、閉鎖する手順（統合も含
む）も定め、事前に周知しておくことが重要となる。
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l例えば、学校を休校にしない場合は、まずは学校以外の施設に避難所を開設し、その後体育館を利
用して、収容数を確保する。休校にする場合は、エアコン等の設備の整っている教室を福祉避難所的
に利用するなどの検討を行い、収容力を整理しておくことが必要となる。

l ガイドラインでは、臨時情報発表時に防災対応を行う期間が示されているが、風水害のように、一定の
期間で終了することが確実なものではない。このため、後発の地震が発生しない場合、心配な方は避難
を続けたいという希望が出ることが想定される。

l避難所を開設し続けた場合、学校であれば授業の再開、その他の施設であっても、通常の利用をどうす
るかという課題が生じる。一方、現状では、避難を継続したい住民が納得するような科学的知見を国が
発表することは示されていない。

l こうしたことから、後発の地震が発生しない場合、速やかに通常の生活に戻ることができるよう、避難所を
開設する順序だけでなく、国が示す防災対応期間が終了すれば、順次避難所を閉鎖、統合していくこ
とを、事前に周知しておくことが重要となる。

第５節 土砂災害警戒区域内の避難所

l土砂災害特別警戒区域内は、建築物に損壊が生じ、住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずる
おそれがあるとされていることから、利用しないことを基本とする。

l土砂災害以外にも種々のリスクが存在する中で、中山間地域に限らず全ての避難所を土砂災害警戒
区域の外に設けることは現実的ではないことから、「土砂災害警戒区域内に立地する避難場所の危険
度評価マニュアル（平成 29年６月 防災砂防課）」を活用することで、リスクの低減を目指した警戒
避難体制の確立を図ることとする。

第６節 避難所の運営

l市町村は、避難所で生活できるよう、パーテーションや、トイレなどの準備は行うが、食事や寝具について
は、避難者が準備することを原則とする。

l避難所によっては高齢者や移動の手段がない方が避難者の大部分を占め、自ら運営することが難しい
場合も想定されるため、避難所の運営を支援する仕組みを検討しておくことが望ましい。

l避難者の中には、配慮の必要な要医療者（人工透析を受けている方、人工呼吸器を使用している
方、酸素療法を行っている方など）や障害者なども含まれることが見込まれるため、個別支援計画など
を参考にしながら必要な支援策を検討しておく必要がある。

○ 土砂災害警特別警戒区域内（レッドゾーン）の避難所は、利用しないことを基本とする。
○ 土砂災害警戒区域内（イエローゾーン）の避難所は、「土砂災害警戒区域内に立地する避難場
所の危険度評価マニュアル（平成29年６月 防災砂防課）」を参考に、利用のルール、例えば斜
面側に滞在しないなどを定めたうえで、利用する。

○ 開設された避難所の運営は、地域の自主防災組織などを中心に、原則として避難者で行うものと
する。

○ 配慮が必要な方が多いなど、事前に避難者での避難所運営が難しいことが想定される場合は、運
営を支援する仕組みを検討することが望ましい。
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l現在取組を進めている避難所運営マニュアルの作成の中で、臨時情報発表時の対応を含めて検討す
ることはもちろん、避難者だけで運営することが難しい場合に備え、地域で支援者を確保するなど、住民
が主体となって運営できるような対応を検討することが望まれる。

第７節 避難所での健康管理

l既往症のある避難者の症状悪化の早期発見や、感染症の予防など、避難所の健康管理に配慮が必
要である。

l臨時情報発表時の事前避難では、津波の浸水が想定されている地域を避け、遠くの避難所に寝具等
の避難生活に必要な物資を持って避難することになることから、多くの方が自動車を用いて避難すること
が見込まれる。

l こうした方については、避難所内での避難スペースの確保や、プライバシーなどから、車中避難される方も
出てくることが想定されるため、定期的に車外に出て軽い運動を行うなど、エコノミークラス症候群の予防
について、早期から啓発することが必要である。

第５章学校の対応

第１節 警戒対応の場合（半割れケース）

l ガイドラインでは、事前避難対象地域には、避難勧告等を発令することが示されていることから、校区内
に事前避難対象地域がある場合は、休校することを基本とする。校舎が浸水区域外にあるなどの理由
により、休校としない場合は、日頃からの地震の備えを再確認することに加え、特に登下校時の安全を
確保する取組を十分に行うものとする。

l そのほかの学校については、「そのほかのケース」による対応を基本とする。
l しかしながら、避難所の収容数が不足している市町村も多く、学校に避難所を開設せざるを得ない場
合が生じることが想定される。こうした場合、仮に体育館だけを使用することにしても、校内に避難者があ
ふれ、管理が難しいことが見込まれる。

l また津波から避難するためには、校区をまたぐ移動が必要となる場合も想定されることから、避難先とな
る地域では、休みの子供とそうではない子供が混在することになる。

○ 避難生活は、大変なストレスを伴うため、既往症の悪化防止や、早期発見、心のケアといった対策
も必要となる。

○ 避難生活が続くと、エコノミークラス症候群等、健康への影響が懸念されることから、早期から予防
策を啓発することが必要となる。

○ 校区内に事前避難対象地域がある場合は、休校することを基本とする。ただし、登下校時の安全
を確保できる場合を除く。

○ そのほかの学校については、「そのほかのケース」による対応を基本とするが、多くの避難者を受け入
れているなど、通常の学校運営が難しいと判断される場合には、休校することを検討する。

○ なお、休校とする場合は、子供だけで自宅に留まるなど、学校管理下よりも安全性が低下すること
のないよう、一時的に子供を預かる仕組みを設けるなどの配慮を行うことが必要となる。
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l こうした地域の状況を踏まえて検討を行い、必要であれば、校区内に事前避難対象地域がない学校に
ついても、休校を検討する。

lなお、休校とする場合は、子供だけで自宅に留まらなければならない家庭に配慮し、一時的に子供を預
かる仕組みを設けるなど、休校にしなかった場合と比べ、相対的に安全性が低くなることのないような取
組を合わせて行うことが必要となる。

第２節 警戒対応ではない場合（そのほかのケース）

l避難場所や避難経路、家族への引き渡し方法の確認等、日頃からの地震の備えを再確認し、地震が
発生した場合に、被害の軽減や迅速な避難行動が行えるように備え、通常の運営を行う。

l特に、登下校時は、子供自身が身の安全を守る行動をとることができるよう、注意喚起を行うとともに、
必要に応じて、保護者等の引率、集団登下校の検討なども行う。

第６章防災対応の具体化と将来を見据えた取組

第１節 計画の策定にあたっての住民参画

l臨時情報を防災対応に活かすためには、事前避難等の取組が重要となるが、日常生活への影響も大
きいため、住民一人ひとりが、どのような防災対応を行うのか、計画を理解しておくことが必要となる。

l そのため、市町村は、防災対応の検討にあたって、地域の住民から意見を聞くことも重要となる。
l一方、これまでにない、相対的に地震発生の可能性が高まっているという臨時情報を住民が正しく理解
し、短い時間の中で、対応を検討することは難しいことから、まずは、行政を中心とした関係者で、防災
対応案を作成し、その案を示しながら、住民の意見を取り入れていく進め方が望ましい。

第２節 情報への理解促進

l臨時情報は、大規模地震の発生可能性が相対的に高まったと評価された場合に発表されるもので、
直ちに地震や津波が起こることを警告する情報ではない。しかしながら、情報に対する十分な理解がな
ければ、情報を誤解し、水や食料、生活必需品など物資の買い占めや、避難所に避難者が殺到すると
いった社会的な混乱が生ずる可能性がある。

○ 避難場所や避難経路の確認など、日頃からの地震の備えを再確認し、通常の運営を行う。
○ 特に、登下校時の安全に配慮する必要がある。

○ 計画に基づいた防災対応を行うためは、事前に住民に計画が周知されていることが必要となる。
○ このため、計画を検討する段階から、住民が参画し、取組を進めていくことが重要となる。

○ 臨時情報が発表された場合、あらかじめ検討した防災対応を確実に実施するため、住民が情報を
正しく理解しておくことに加え、冷静に対応するよう、日頃から啓発を行っておく必要がある。
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l このような事態が発生することのないよう、県や市町村は、あらゆる機会を捉えて、臨時情報の内容や、
情報が発表された場合にとるべき対応についての広報に努め、住民が情報を正しく理解し、あらかじめ
検討した防災対応を冷静に実施できるように準備しておく必要がある。

第３節 中長期的な視点での取組の推進

l臨時情報は、大規模な地震の発生前に必ず発表されるものではなく、また、発表されたからといって、地
震が起こるわけではない、不確実性を持った情報である。最悪に備えるという発想から、臨時情報を防
災対応に活かすという視点は、非常に重要であるが、その上でもなお、地震対策は、突発対応が基本
である。

l このため、現在進めている庁舎等の防災拠点施設の耐震化や、要配慮者施設等の高台移転、土砂
災害や火災等への対策にスピード感を持って取り組んでいくと同時に、県民に対しても、住宅の耐震化
や室内の安全対策、備蓄といった日頃の備えの徹底を呼びかけていくことが重要となる。

l現状では、避難所や、福祉避難所の確保が十分ではない地域も多いことから、安全な避難所の確保
が行えるよう、さらに対策を進める必要がある。例えば、土砂災害警戒区域内の避難所については、整
備の優先順を定めた上で、斜面の対策を推進するほか、一般の避難所を福祉避難所的に利用するた
めの設備の整備などに取り組んでいくことが必要となる。

○ 臨時情報の発表時に、情報を減災に活かすことは重要であるが、地震対策の基本は、あくまでも突
発的な地震への対応となる。引き続き、庁舎等の防災拠点施設の耐震化や、要配慮者施設等の
高台移転、土砂災害や火災への対応、住宅の耐震化、室内の安全対策等を徹底し、さらなる強靱
な県土作りに取り組んでいかなければならない。

○ 特に、津波からの避難では、地域の状況を踏まえた避難計画の見直しを行い、津波避難空間の整
備を進め、事前避難対象地域の解消に取り組む必要がある。あわせて、避難訓練も繰り返し、避難
の実効性を高める取組を継続していく必要がある。

○ また、避難所の安全確保のために重要となる土砂災害対策については、整備の優先順を定めた上
で、斜面の対策を推進することが望まれる。


