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高 知 県
南海トラフ地震防災対策計画（防災規程）の作成フロー



南海トラフ地震防災対策計画（防災規程）の作成フロー

○対策計画文案の作成
 １「対策計画」か「防災規程」かの確認
 ２ 「共通して定めるべき事項」の記載
 ３ 「個別の計画に定めるべき事項」の記載
 ４ 図表の添付
 ５ ２～４を合わせる

２ 作成

○提出
 １ 提出先の確認
 ２ 届出書の添付
 ３ 提出

３ 提出
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 「南海トラフ地震対策計画（防災規程）」は、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特
別措置法に基づき、一定の要件を満たす事業者の方に作成が義務づけられているものです。
 まずは、ご自身が対象事業者であるかを確認し、この作成フローや、国の基本計画、ガイドラインな
どを参考に、対策計画（防災規程）を作成してください。

１ 準備

作成手順

○作成義務者かの確認
• 資料を参考に、作成が義務づけられているか確認してください。

必要な資料等概要

【資料１】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

【資料１】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

【資料２】南海トラフ地震防災対策計画（南海トラフ地
震防災規程）作成例

【資料３】南海トラフ地震防災対策計画（南海トラフ地
震防災規程）作成例 内容整理票

【その他】南海トラフ地震対策推進基本計画（国）、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（国）

対象事業者でない場合は、計画の提出は義務ではありません。

【資料１】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

ご紹介した資料は、南海トラフ地震対策課のホームページからダウンロードが可能、
もしくは、ダウンロード可能な先へのリンクを用意しています。
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はじめに

○本フローで使う資料をご用意ください。

資料 資料名 主な内容

１ 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

・本 文：作成上のルール等
・別紙１：作成義務者要件一覧
・別紙２：計画に明示する内容一覧（重要）

２ 高知県 南海トラフ地震防災対策計画
（南海トラフ地震防災規程）の作成例

対策計画（防災規程）の作成例

３ 高知県 南海トラフ地震防災対策計画
（南海トラフ地震防災規程）作成例 内容整理表

２の内容と３の内容を比較したもの

 本フローにおいては、以下の資料を使用しますので、あらかじめお手元にご用意をお願いいた
します。下表の資料はすべて県南海トラフ地震対策課ホームページよりダウンロードできます。



4

この資料の概要
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使用する資料の関係性

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

高知県 南海トラフ地震防災対策計画
（南海トラフ地震防災規程）作成例 内容整理表

○国の資料
• 「南海トラフ地震対策推進基本計画」・・・対策計画に記載しなければならない内容
• 「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」

・・・南海トラフ地震臨時情報の説明や臨時情報に対する防災対応の考え方等

国

   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

 高知県 南海トラフ地震防災対策計画
（南海トラフ地震防災規程）の作成例

南海トラフ地震防災対策推進基本計画
国

情報量が多いため、より容易に検討できるよう、県で資料の内容を整理

○県で作成した資料
• 【資料１】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

　　　・・・作成上のルールや、作成義務者の要件、計画に明示しなければならない内容等
• 【資料２】南海トラフ地震防災対策計画（南海トラフ地震防災規程）作成例

　　　・・・対策計画（防災規程）の作成例
• 【資料３】南海トラフ地震防災対策計画（南海トラフ地震防災規程）作成例 内容整理票

　　　・・・資料2の作成例をベースに、国の資料等を踏まえた追記を検討するための資料

資料1 資料2

資料3

対策計画に関する内容を整理

基に作成

内容比較
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「【資料２】の作成例」を使用した計画作成の流れ

南海トラフ地震対策計画（防災規程）

第１章 総則

第２章 南海トラフ地震が発生した場合におけ
    る防災に関する業務

第３章 南海トラフ地震臨時情報が発表された
    場合における防災に関する業務

第４章 防災訓練、地震防災上必要な教育及び
    広報に関する事項

業種・施設に応じて記載いただく内容

図表

骨格

肉付け

肉付け

 本作成フローにおける対策計画（防災規程）作成は、資料２の作成例を骨格に、業種・施設に応じて
記載いただく内容を肉付けして作成していきます。

 高知県 南海トラフ地震防災対策計画
（南海トラフ地震防災規程）の作成例

資料2
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「【資料２】の作成例」を使用した計画作成の流れ

対策計画（防災規程）の構成例 共通して定めるべき事項 個別の計画に定めるべき事項

第１章
総則

第２章
南海トラフ地震が発生した場合
における防災に関する業務

第３章
南海トラフ地震臨時情報が発表
された場合における防災に関す
る業務

第４章
防災訓練、地震防災上必要な教
育及び広報に関する事項

－

目的

地震防災隊 組織構成
業種・施設に応じた業務を担う班が

あれば班を追加する

地震防災隊の業務
（隊長 情報収集班 避難誘導班）

業種・施設に応じた業務があれば
その内容を追加する

地震防災隊の業務
（隊長 情報収集班 避難誘導班）

業種・施設に応じた業務があれば
その内容を追加する

防災訓練に関すること

教育に関すること

広報に関すること

骨格 肉付け

 対策計画（防災規程）は、「共通して定めるべき事項」と「個別の計画に定めるべき事項」の２種類
の事項があり、その内容に応じた４つの章で構成されてます。イメージは下表のとおりです。

隊長の権限 職員の責務

●共通して定めるべき事項  ：業種・施設にかかわらず全ての事業所に記載いただく内容
●個別の計画に定めるべき事項：業種・施設に応じて記載いただく内容
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作成フロー
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南海トラフ地震防災対策計画（防災規程）の作成フロー

○対策計画文案の作成（以下の１～５のSTEPで作成）
 １「対策計画」か「防災規程」かの確認
 ２ 「共通して定めるべき事項」の記載
 ３ 「個別の計画に定めるべき事項」の記載
 ４ 図表の添付
 ５ ２～４を合わせる

１ 作成

○提出
 １ 提出先の確認
 ２ 届出書の添付
 ３ 提出

２ 提出

 以下のような流れで対策計画（防災規程）を作成します。
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南海トラフ地震防災対策計画（防災規程）の作成フロー

○対策計画文案の作成（以下の１～５のSTEPで作成）
 １「対策計画」か「防災規程」かの確認
 ２ 「共通して定めるべき事項」の記載
 ３ 「個別の計画に定めるべき事項」の記載
 ４ 図表の添付
 ５ ２～４を合わせる

１ 作成

○提出
 １ 提出先の確認
 ２ 届出書の添付
 ３ 提出

２ 提出

 ではまず「１ 作成」からは説明させていただきます。
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１  作成

作成ＳＴＥＰ

STEP 作業 具体的な作業

１ 「対策計画」か「防災規程」かの確認
「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 別紙１」により確認

２ 「共通して定めるべき事項」の作成
 =対策計画（防災規程）の骨格となるパーツ

「高知県 南海トラフ地震防災対策計画（南海トラフ地震
防災規程）の作成例」へ必要事項を記入します。

３ 「個別の計画に定めるべき事項」の作成
 =対策計画（防災規程）の肉付けパーツ①

「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 別紙２」を参考に、「個別の計
画に定めるべき事項」を確認・計画を作成します。

４ 図表の作成
 =対策計画（防災規程）の肉付けパーツ②

以下の図表を作成する。
・地震防災隊組織表
・地震防災隊活動要領
・避難誘導員配置図
・地域の避難場所の地図

５ ２～４を合わせる
 =対策計画（防災規程）完成

－

 対策計画（防災規程）は、以下のＳＴＥＰで作成していきます。
ＳＴＥＰ２で全体の骨格を作り、ＳＴＥＰ３、４で作成するパーツで肉付けしていくイメージです。

骨格

肉付け

肉付け
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１　作成作業

① この欄からご自身の業種・施設に該当する
 業種・施設をお探しださい。

② ①に対応する「作成すべき計画又は規程」を確認してください。

○消防計画等の他計画名が記載されている場合：防災規程
○対策計画と記載されている場合：対策計画

ＳＴＥＰ１ 「対策計画」か「防災規程」かの確認

 まず最初に、作成されるものが「対策計画」か「防災規程」かを確認しましょう。
「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 別紙１」によりご確
認いただけます。
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１  作成作業

ＳＴＥＰ２ 「共通して定めるべき事項」の記載

 「高知県 南海トラフ地震防災対策計画（南海トラフ地震防災規程）の作成例」の内容に一部手を
加えることで、「共通して定めるべき事項」の内容は完成です。（以下例）。

文中で対策計画と防災規程を併記しています。
対策計画もしくは防災規程のどちらかを残し
てください。
 対策計画を作成される場合 → 対策計画、計画
 防災規程を作成される場合 → 防災規程、規程

ご自身の状況に即した内容を入れていただく
ところもございます。

「第○条」となっているところに順番に数字
をふっていく必要があります。

※第○条としているのは、事業者様によって独自の条
項が追加されることを想定しているからです。

※ＳＴＥＰ３より条項が追加されることもあるので○
を埋めるのは「ＳＴＥＰ５ ＳＴＥＰ２～４で作成し
たものを合わせる」の段階にしてください。

骨格
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１  作成作業

ＳＴＥＰ３ 「個別の計画に定めるべき事項」の記載

①「個別の計画に定めるべき事項」について確認
 「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 別紙２」にて、ご自身の業
種・施設がどのような内容を記載する必要があるのかを確認し、まとめる必要があります。

 「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 別紙２」に記載の内容と表の
見方は以下のイメージです。次のスライドで例を見てみます。

計画等に定める事項 計画等に明示すべき事項 計画等の作成に当たって留意すべき事項

南海トラフ地震が発生した場合

南海トラフ地震臨時情報が発表された場合

防災訓練・教育・広報

共通して定めるべき事項

共通して定めるべき事項

個別の計画に定めるべき事項
（業種・施設の種類ごとに記載されてる）

個別の計画に定めるべき事項
（業種・施設の種類ごとに記載されてる）

ＳＴＥＰ１で作成済み

ＳＴＥＰ１で作成済み

明示する内容

明示する内容

ご自身の業種・施設がど
のような内容を記載する
必要があるか、

次のページでの要領で整
理してみましょう。

肉付け

別紙2
P1
~
P7

別紙2
P7
~

P18

別紙2
P19～
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②「個別の計画に定めるべき事項」の整理（南海トラフ地震が発生した場合）
 「別紙２ ２ページ」に南海トラフ地震が発生した場合の「個別の計画に定めるべき事項」が記載されています。

１ 作成作業

下線部を明記する必要があります。

 ご自身の業種に応じて、どのようなことを明示する必要があるのか整理してみましょう。
本資料では「病院、劇場、百貨店、旅館その他不特定かつ多数の者が出入りする施設」を例に以下に示します。

「病院、劇場、百貨店、旅館その他不特定かつ
多数の者が出入りする施設」の「個別の計画に
定めるべき事項」がここに書いていることがわか
ります。
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１  作成作業

③「個別の計画に定めるべき事項」の整理（南海トラフ地震臨時情報が発表された場合）
　「別紙２　９，１０ページ」に南海トラフ地震臨時情報が発表された場合の「個別の計画に定めるべき事項」が記載されています。

下線部を明記する必要があります。
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１  作成作業

④「個別の計画に定めるべき事項」の整理
　前のスライドの内容をまとめると、以下のような表になります。

状況 明示すべき内容

南海トラフ地震が発生した場合

（１）津波警報等の顧客等への伝達

○その施設に出入りしている患者、観客、顧客、宿泊者その他不特定かつ多数の者（以下
「顧客等」という。）に対し、津波警報等を伝達する方法

○施設が海岸近くにある場合には、強い地震を感じたとき、または弱い地震であっても長い
時間ゆっくりとした揺れを感じたときは、津波警報等の発表が行われる前であっても、直ちに
避難するよう顧客等に対し伝達する方法

（２）顧客等の退避及び避難のための措置
○顧客等の退避誘導方法及び退避誘導実施責任者

（３）施設の安全性を踏まえた措置

南海トラフ地震臨時情報が発表
された場合

○病院や百貨店等については、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表された
場合に、顧客等に対し、当該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

○当該施設が住民事前避難対象地域内にあるときは、退避後の顧客等に対する避難誘導
の方法及び避難誘導実施責任者又は安全確保のための措置
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状況 明示すべき内容 計画（規程）の作成

南海トラフ地震
が発生した場合

（１）津波警報等の顧客等への伝達

○その施設に出入りしている患者、観客、顧客、宿泊者その他不
特定かつ多数の者（以下「顧客等」という。）に対し、津波警報等を
伝達する方法

○施設が海岸近くにある場合には、強い地震を感じたとき、または
弱い地震であっても長い時間ゆっくりとした揺れを感じたときは、
津波警報等の発表が行われる前であっても、直ちに避難するよう
顧客等に対し伝達する方法

（２）顧客等の退避及び避難のための措置
○顧客等の退避誘導方法及び退避誘導実施責任者

（３）施設の安全性を踏まえた措置

　　　

南海トラフ地震
臨時情報が発表
された場合

○病院や百貨店等については、南海トラフ地震臨時情報（巨大地
震警戒）等が発表された場合に、顧客等に対し、当該南海トラフ地
震臨時情報（巨大地震警戒）等を伝達する方法

○当該施設が住民事前避難対象地域内にあるときは、退避後の
顧客等に対する避難誘導の方法及び避難誘導実施責任者又は
安全確保のための措置

１  作成作業

⑤「個別の計画に定めるべき事項」の作成
　何を明示すべきかわかったところで、計画文を作成します。
個々の計画作成者さんの実情に応じて、計画文を作成していきます。防災業務によって別に班を設けることも検討してください。

第○条　～～～～～～～～
～～～～～～～～～～～
～～～～～～～～～～～
～～～～～～～～～～～

第○条　～～～～～～～～
～～～～～～～～～～～
～～～～～～～～～～～
～～～～～～～～～～～

第○条　～～～～～～～～
～～～～～～～～～～～
～～～～～～～～～～～
～～～～～～～～～～～

第○条　～～～～～～～～
～～～～～～～～～～～
～～～～～～～～～～～
～～～～～～～～～～～「高知県 南海トラフ地震防災対策計画（南海トラフ地震防災規程）作成例 内容整理表」を活用ください。
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１  作成作業

ＳＴＥＰ４ 図表の添付

添付していただく図表については、以下のとおりです。

肉付け

① 地震防災隊組織表 ② 地震防災隊活動要領

③ 避難誘導員配置図 ④ 地域の避難場所の地図

地震防災隊の組織構成を表にまとめます。 各班の業務を表にまとめます。

建物内の避難先、避難誘導ルート、避難誘導員の配置
を記載します。

地域の避難場所への避難ルートを記載します。
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１  作成作業

①地震防災隊組織表の例
　以下のように、地震防災隊の組織表を作成します。その他班がある場合は適宜追加してください。

地震防災隊組織表

避難誘導班

○○　○○

情報連絡班

○○　○○

地震防災隊長

○○　○○

地震防災副隊長

○○　○○

○○　○○には責任者となる方のお名前を入力してください。
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１  作成作業

②地震防災隊活動要領の例
　　以下のように、地震防災隊活動要領を作成します。その他班がある場合は適宜追加してください。
　　対策計画（防災規程）本文の内容やその他必要な内容について記載してください。　（以下のものは、あくまで例になります。）

担当区分 地震発生時の任務内容（例） 臨時情報発表時の任務内容（例）

地震防災隊長 

１ 地震及び津波に関する情報の収集の指示
２ 南海トラフ地震が発生したこと及び必要な措置について周知
３ 顧客等の避難誘導の指示
４ 従業員を集合させ避難を指示
５ 前号に掲げるほか、津波からの避難に支障がない範囲で、地
震による被害の発生防止又は軽減を図るために必要な措置を指示

１ 情報収集連絡班に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）及び南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）に関する情
報の収集の指示
２ 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）及び南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）が発表されたことを及び必要
な措置について周知
３ 退避後の顧客等に対する避難誘導の指示
４ 前号に掲げるほか、後発の地震による被害の発生防止又は軽減を図るために
必要な措置を指示

地震防災副隊長  隊長を補佐し、隊長に事故あるとき又は不在のときは、その職
務を代理

 隊長を補佐し、隊長に事故あるとき又は不在のときは、その職務を代理

情報収集連絡班 
１ 地震及び津波に関する情報の収集
２ 同上で得た情報を随時隊長へ報告
３ 同上で得た情報及び隊長の指示等防災上必要な情報を顧客、
その他の従業員へ伝達

１ 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）に関する情報の収集
２ 同上で得た情報を随時隊長へ報告
３ 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）及び南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）に関する情報及び隊長の命令
の内容等防災上必要な情報を顧客、その他の従業員等へ伝達

避難誘導班 

１ 建物内の避難路の確保及び安全の確認
２ 当該地域の避難場所までの経路を示した地図の掲出等必要な
措置を講じ、完了後はその旨を直ちに隊長へ報告
３ 隊長の指示により顧客等を避難誘導を開始
４ 顧客等への避難誘導が完了したときは、その旨を確認し、直
ちに隊長に報告

１ 建物内の避難路の確保及び安全の確認
２ 当該地域の避難場所までの経路を示した地図の掲出等必要な措置を講じ、完
了後はその旨を直ちに隊長へ報告
３ 隊長の指示により顧客等を避難誘導を開始
４ 顧客等への避難誘導が完了したときは、その旨を確認し、直ちに隊長に報告
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１  作成作業

③避難誘導員配置図の例
　　以下のように、避難誘導員配置図を作成します。
　　１　避難誘導員を配置するにあたり、事前に津波に関する情報（想定浸水深など）を収集し、
　　　　津波が襲来しても安全が見込める避難先、避難ルートを決めましょう。
　　２　決めた避難先、避難ルートへ、顧客等を滞りなく誘導できるよう人員を配置してください。

・・・

○階

事務室事務室

階段 ○階

事務室事務室

避難場所

階段

：避難誘導員：避難ルート

作成イメージ（ビルの高層階への避難）

※直接地域の避難場所へ誘導する場合も、建物内のどこに誘導員を配置するか図を作成しましょう。
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１  作成作業

④地域の避難場所の地図の例
　　以下のように、地域の避難場所の地図を作成します。
　　１　事前に津波に関する情報（想定浸水深など）を収集し、避難先、避難ルートを決めましょう。
　　２　決めた避難先、避難ルートへ、滞りなく誘導できるよう人員を配置してください。

避難場所

※地図については、国土地理院地図やGoogleマップなど地図情報提供サービスを印刷したものでも差し支えありません。
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１  作成作業

ＳＴＥＰ５ ＳＴＥＰ２～４で作成したものを合わせる

ＳＴＥＰ２～４で作成した資料を１つにまとめると対策計画（防災規程）案の完成です。
まとめる際は、ＳＴＥＰ２で作成した「共通して定めるべき事項」を骨格にして、ＳＴＥＰ３、４でさらに肉付けしていくイメージです。

南海トラフ地震対策計画

第１章　総則

第２章　南海トラフ地震が発生した場合におけ
　　　　る防災に関する業務

第３章　南海トラフ地震臨時情報が発表された
　　　場合における防災に関する業務

第４章　防災訓練、地震防災上必要な教育及び
　　　広報に関する事項

ＳＴＥＰ２　「共通して定めるべき事項」

ＳＴＥＰ３　「個別の計画に定めるべき事項」

ＳＴＥＰ４　図表（計画最後に添付する例が多い）

骨格

肉付け

肉付け
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南海トラフ地震防災対策計画（防災規程）の作成フロー

○対策計画文案の作成（以下の１～５のSTEPで作成）
 １「対策計画」か「防災規程」かの確認
 ２ 「共通して定めるべき事項」の記載
 ３ 「個別の計画に定めるべき事項」の記載
 ４ 図表の添付
 ５ ２～４を合わせる

１ 作成

○提出
 １ 提出先の確認
 ２ 届出書の添付
 ３ 提出

２ 提出

　対策計画（防災規程）が完成したら、次は「提出」についてです。
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３　提出

対策計画（防災規程）の提出窓口は業種や施設の種類によって異なります。
提出先を確認の上、必要書類をそろえていただき、提出しましょう。本資料では以下の内容を説明いたします。
　①　提出先の確認方法
　②　必要書類の用意

① 提出先の確認
　　「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　別紙１」によりご確認いただけます。

①　この欄からご自身の業種・施設に該当するもの
　見つけてください。

②　①に対応する提出先をこちらからご確認ください
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３　提出

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
088-802-6031(北)
088-866-3119(東)
088-831-1860(南)

　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
0889－42－0119(須 崎 市) 
0889ー52－2319(中土佐町)
0880－22－0001(四万十町)

　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

（参考）問合せ窓口（消防計画関係）
○消防計画に関すること、またその提出や見直しについては、最寄りの消防署へお問い合わせください。
○南海トラフ地震臨時情報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
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３　提出

② 必要書類の用意
  必要な書類は以下の２種類です。
  ・提出先に応じた届出書・送付書等です。
  ・作成した対策計画（防災規程）

南海トラフ地震対策計画（防災規程）

提出先に応じて添付いただく書類（下表）

提出先 様式

高知県知事へ
対策計画を

提出する場合

南海トラフ地震防災対策計画届出書
別記様式第一（第２条第１項関係）

市町村へ写しを
送付する場合

南海トラフ地震防災対策計画送付書
別記様式第二（第２条第２項関係）

もしくは

南海トラフ地震防災規程送付書
別記様式第三（第２条第３項関係）

防災規程を
提出する場合

それぞれの法令で定める様式
提出窓口へお尋ねください。

県南海トラフ地震対策課ホームページより
様式をダウンロードすることができます。
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３　提出

③ 提出方法
  下表の方法によりご提出をお願いいたします。

提出先 提出方法

高知県知事へ
対策計画を

提出する場合
持参又は郵送（宛先 南海トラフ地震対策課）

市町村へ写しを
送付する場合

防災担当課※へ持参又は郵送

防災規程を提出
する場合

提出窓口へお尋ねください。

以上で南海トラフ地震防災対策計画（防災規程）の作成は終わりです。お疲れ様でした。

市町村名 課名 市町村名 課名 市町村名 課名 市町村名 課名

高知市 防災政策課 須崎市 地震・防災課 東洋町 総務課 中土佐町 総務課 危機管理室

室戸市 防災対策課 宿毛市 危機管理課 奈半利町 総務課 四万十町 危機管理課

安芸市 危機管理課 土佐清水市 危機管理課 田野町 総務課 大月町 危機管理課

南国市 危機管理課 四万十市 地震防災課 安田町 総務課 黒潮町 情報防災課

土佐市 防災対策課 香南市 防災対策課 芸西町 総務課    

※沿岸市町村防災担当課


