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国土強靭化の基本的な考え方

国土強靭化の基本的な考え方

１ ．計 画策 定の 趣旨
本市においては、これまでに南海トラフ巨大地震への備えとして、ハード整備・ソフト施策
の両面から取組を進めてきたところであるが、近年では、全国的に気象変動によって、大規模
な水害や土砂災害などによる甚大な被害が多発している。
このような中、国においては、東日本大震災による未曽有の大災害から得た教訓を踏まえ、
平成 25 年 12 月に「強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強
靭化法」（以下「基本法」という。
）が制定されている。
この基本法に基づき、国は「国土強靭化基本計画」（以下「基本計画」という。）、高知県で
は「高知県強靭化計画」が策定され、あらゆる「大規模自然災害」に対して、「致命的な被害
を負わない強さ」と「速やかに回復するしなやかさ」を持った「国土強靭化」の実現に向けた
取組が進められていることから、本市においても、これらの状況を踏まえ、これまでの歩みを
活かして更なる展開を図り、「強靭な室戸市」をつくりあげていくための指針として「室戸市
国土強靭化地域計画」
（以下「本計画」という。）を策定する。

２ ．計 画の 位置 付け
本計画は、
「基本法」第 13 条に基づく国土強靭化地域計画であり、本市における国土強靭
化に関し、室戸市総合振興計画との整合を図りながら、本市の様々な分野の計画等の指針とな
るものである。

国：基本計画
調和

県：高知県強靭化計画
調和

室戸市
国土強靭化地域計画

整合・調和

室戸市総合振興計画
分野別計画
の指針

国土強靭化に
関する指針

分野別計画
室戸市地域
防災計画

室戸市過疎
地域自立
促進計画

室戸市まち・
ひと・しごと
創生総合戦略

室戸市
農業振興地域
整備計画

室戸市教育振興
基本計画大綱

など
図１：本計画と市総合振興計画及び分野別計画との関係
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３ ．計 画の 期間
計画期間は、基本計画に準拠し 5 年間（令和 3 年度から令和 7 年度まで）とする。ただし、
施策の進捗や社会経済情勢の変化等を踏まえて、必要に応じ見直しを行うものとする。

４ ．計 画策 定の 基本 方針
本計画は、基本計画や高知県強靭化計画との整合性を図りながら、検討を行うものである。
○本計画は、南海トラフ巨大地震をはじめ、想定されるあらゆるリスクを見据え、大規模
自然災害が発生しても最悪の事態を回避することにより、市民の命を守り迅速な復旧・
復興を遂げるため、これまでの取組を着実に推進するとともに、安全・安心なまちを創
造していくための計画とする。
○ハード対策やソフト対策を適切に組み合わせ、効果的に施策を推進する。
○「自助」、「共助」及び「公助」を適切に組み合わせることにより、官と民が適切に役割
分担し、無理のない効果的かつ実効的な施策を連携して推進する。
○本市の活性化や地方創生につなげていくことを一つの重要な視点として捉える。
○PDCA サイクルにより適切に管理・更新することで、円滑かつ確実に推進する。
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５ ．目 標の 設定 （基 本目 標及 び事 前に 備え るべ き目 標）
本計画では、基本計画及び高知県強靭化計画に基づき、いかなる大規模自然災害が発生しよ
うとも、以下の 4 項目を「基本目標」とし、国土強靭化の取組を推進する。
また併せて、想定する大規模自然災害に対し、基本計画における目標との調和を図り、以下
の 9 項目の「事前に備えるべき目標」を設定する。
【 基本 目標 】
１ ．人 命の 保護 が最 大限 図ら れる
２ ．本 市及 び地 域社 会の 重要 な機 能が 致命 的な 障害 を受 けず 維持 され る
３ ．市 民の 財産 及び 公共 施設 に係 る被 害の 最小 化が 図ら れる
４ ．本 市の 迅速 な復 旧・ 復興 が図 られ る
【 事前 に備 える べき 目標 】
１ ．直 接死 を最 大限 防ぐ
２ ．救 助・ 救急 、医 療活 動等 が迅 速に 行わ れる とと もに 、被 災者 等の 健康 ・避 難
生 活環 境を 確実 に確 保す る
３ ．必 要不 可欠 な行 政機 能は 確保 する
４ ．必 要不 可欠 な情 報通 信機 能・ 情報 サー ビス は確 保す る
５ ．経 済活 動を 機能 不全 に陥 らせ ない
６ ．ラ イフ ライ ン、 燃料 供給 関連 施設 、交 通ネ ット ワー ク等 の被 害を 最小 限に 留
め ると とも に、 早期 に復 旧さ せる
７ ．制 御不 能な 二次 災害 を発 生さ せな い
８ ．社 会・ 経済 が迅 速か つ従 前よ り強 靭な 姿で 復興 でき る条 件を 整備 する
９ ．自 助・ 共助 に基 づく 地域 防災 力を 高め る
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室戸市の概要と災害リスク

１ ．室 戸市 の概 要
（１） 室戸市の位置と地勢
本市は、四国東南端のまちであり、県都高知市の東方
78ｋｍに位置し、太平洋にＶ字形に突出した日本八景の室
戸岬を中心に東西 53.3ｋｍの海岸線を有している。総面
積は、248.22ｋ㎡で、面積の約 8 割以上を山林が占め、南
北に四国山地が縦走し、海岸近くでは特異な海岸段丘を形
成しており、中小河川沿いや中山間部には、数多くの集落
が点在している。
気候は年間を通じて温暖であり、亜熱帯性気候の性格を
帯びている。年平均気温は 16℃台、年間降水量は、2,000ｍｍ以上と高温多湿な特徴をみせて
いる。

（２） 人口と世帯 の推移
本市の人口は、1955 年（昭和 30 年）の合併前の旧 5 ヶ町村時の合計である 32,878 人をピ
ークに、2015 年（平成 27 年）時点で 13,524 人となっており、60 年間で約 40％まで減少して
いる。世帯数についても人口減少に伴い 6,512 世帯まで減少している。
また、少子高齢化も著しく、平成 27 年の 15 歳未満の人口比率が約 8％、65 歳以上の人口比
率が約 45％となっている。
表１：室戸市の人口・世帯の推移
総人口に占める割合

年次

総人口

世帯数
15 歳未満

15 歳～64 歳

65 歳以上

（小数点以下四捨五入）

15 歳未満

65 歳以上

昭和 55 年

26,086

5,867

16,904

3,250

9,410

22％

13％

昭和 60 年

25,309

5,284

16,421

3,604

8,373

21％

14％

平成 2 年

23,308

4,228

14,854

4,177

8,240

18％

18％

平成 7 年

21,430

3,308

13,266

4,856

8,155

15％

23％

平成 12 年

19,472

2,414

11,677

5,381

7,906

12％

28％

平成 17 年

17,490

1,759

9,969

5,762

7,574

10％

33％

平成 22 年

15,210

1,285

8,077

5,810

6,996

8％

38％

平成 27 年

13,524

1,024

6,362

6,129

6,512

8％

45％

参照：国勢調査
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２ ．災 害リ スク
（１） 過去の災害
ア．地 震
『日本書紀』天武天皇十三年（684 年）十月十四日の条に、『逮ニ千人一定大地震。挙、国
男女叫唱不、知ニ東西一。則山崩河湧。・・・土佐国田宛五十余万頃、没為、海。』などの記載
がある。記録に残るものを拾えば枚挙に遑がなく、昭和 21 年（1946 年）12 月 21 日払暁 4 時
すぎ突如として南海大地震に見舞われた。
慶長、宝永、安政の地震につぐ世紀的な大地震で、震源地は高知の東南東約 250Km の地点で
あった。高知市での最大振幅は 47mm で、震度は強震、振動の種類は水平動、かつ東南動であ
った。その被害は、直接地震によるものと、それに伴う津波の影響を受けるもので、海岸地帯
の被害が大きく、本市においても土地の隆起により港湾を中心に甚大な被害となった。
表２：高知県の主な地震被害
発生年月

地震名

規模

684 年
11 月 29 日
(天武 13 年)

白鳳の地

(Ｍ)

887 年
8 月 26 日
(仁和 3 年)

仁和の地

1099 年
2 月 22 日
(康和元年)

康和の地

1361 年
8月3日
(正平 16 年)

正平の地

1605 年
2月3日
(慶長 9 年)

慶長地震

震
8 １
4

震

震

震

被害の概要

室戸市の被害

山崩れ、川涌き家屋社寺の倒壊、人畜
の死傷多く、津波襲来、土佐の舟多数
沈没、土佐で田園約 12 ㎢海中に沈む。
被害不詳
南海トラフ沿いの巨大地震と思われ
る。

8.0～ 京都の民家官庁の倒壊多く圧死多数
8.5

津波が沿岸を襲い溺死多数
摂津で被害最大、余震が８月まで続 被害不詳
いた。南海トラフ沿いの巨大地震と
思われる。

8.0～ 興福寺西金堂壊れ、大門が倒れた。土
8.3

佐で田千余町皆海底に沈む。津波が 被害不詳
あったらしい。

山師、摂津より紀州熊野に至る諸堂
倒壊破損多かった。津波被害は、摂
津、土佐、阿波で多く、阿波由岐湊で
被害不詳
流出 1,700 戸、流死 60 人余、余震多
数。南海トラフ沿いの巨大地震と思
～8.5 われる。

１
8 4

7.9

津波は、犬吠岬より九州に至り、八丈
島で死者 57 人、三崎で溺死 153 人、
浜名湖付近の橋本で 100 戸中 80 戸流
出し、死者多く、紀州西岸広村で
1,700 戸中 700 戸流出。阿波の宍喰で
波高２丈、死者 1500 人余、甲浦で死
者 350 人余、室戸岬付近で死者 400 人
余であった。

5

四海浪す。大潮入れて国々の浦々
は破損滅亡す。崎の浜（佐喜浜町）
にも男女 50 人余、波に流死す。隣
在所を聞くに西寺・東寺の麓の浦
分にも男女 400 人余死す。
「暁印の
置文」

第2章
発生年月
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地震名

規模

被害の概要

室戸市の被害

1707 年
10 月 28 日
(宝永 4 年)

宝永地震

8.6

我が国最大級の地震の一つ。全体で
少なくても死２万、潰家６万、流出２
万。震度は、東海道、伊勢湾、紀伊半
島で最もひどく、津波が紀伊半島か
ら九州までの太平洋沿岸や瀬戸内海
を襲った。津波の被害は、土佐が最
大。室戸、串本、御前崎で１～２ｍ隆
起し、高知市中西部の約 20km2 が最大
２ｍ沈下した。
土佐で流家 11,170、死者 1,844 人。
波高は種崎 23ｍ（溺死 700 余）、久礼
25.7ｍ。
遠州灘沖及び紀伊半島沖で二つの巨
大地震が同時に起こったとも考えら
れる。

「羽根浦八幡宮板書」によると羽
根では未刻俄に磯より沖へ三千丁
余も潮干、其より大潮入る。財宝尽
く流失、達者でない者や逃げ遅れ
たる者は残らず大潮に引かれ死」
と記録されている。また「暁印の置
文」からは佐喜浜で大地十間、二十
間大割れ申し、地より水湧き出で、
雪隠ごえ上り、山は崩え、人民は驚
きあるいは気を失ひ泣きわめく事
只蚊の鳴くが如し。あるいは寺山
観音へ逃げ走り皆道具まで運び十
日程住ひ仕り・・」と記されている。

1854 年
12 月 24 日
(安政元年)

安政南海

8.4

安政東海地震（8.4）の 32 時間後、近 浮津八王子宮の「当家記」によると
畿、東海、北陸、中国、四国、九州を 稀なる大地震、津波入、大変に及び
襲う。
誠に恐警至極。一統我先に立退き
津波が大きく、房総から九州に至る 事のみ大騒により候。誰ともなく
海岸 を襲った 。全壊 20,000、半 壊 只右往左往にて山へ山へと逃退い
40,000、焼失 6,000、流出 15,000、死 た・・」と記されている。
者約 3,000 人。波高は久礼 16.1ｍ、 また手記からは室戸岬では地震後
種崎 11ｍ、室戸 3.3ｍ、穴喰５～６ 大潮が入り、人々は山の高地へと
ｍ。室戸、紀伊半島は南上がりの傾動 逃れた。地盤隆起のため津呂港浅
を示し室戸、串本で 1.2ｍ隆起、甲浦、 くなり船の出入困難になった。佐
加太で１ｍ沈下した。
喜浜においては波が川伝いに押し
寄せて小山の土手波切不動の辺に
まで至った。津波の引いた後には
中里の「木の宮」大杉の上に太刀魚
が引っかかっていたと記されてい
る。

1946 年
12 月 21 日
(昭和 21 年)

南海地震

8.0

被害は、中部以西日本各地にわたり、 人畜家屋等の直接被害は他市町村
死 1,330 人行方不明 102、家屋全壊 より少なかったものの室戸半島の
11,591 半壊 23,487、流失 1,451、浸 隆起は震災後港湾を中心に大きな
水 33,093、焼失 2,598、船舶破損流失 被害となって現れた。その水深を
2,991。津波は静岡県より九州に至る 大幅に減じたため、船の出入りに
海岸に襲来し、高知、三重、徳島沿岸 支障を来すこととなり、各港・船舶
で４～６ｍに達した。室戸、紀伊半島 溜まりは復旧事業が急がれた。
は南上がりの傾動を示し、室戸で 2,7
ｍ、潮岬で下。高知付近で田園 15km2
が海面下に没した。

地震

室戸市の被害状況
死者・行方不明：４人
全 壊：27 棟
焼 失：０棟
り災者：795 人

■過去の南海大地震（地域防災計画より抜粋）
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負傷者：35 人
半 壊：166 棟
流 出： ０棟
船舶流出：64 隻

《参考理科年表（国立天文台編）及び室戸市史》
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イ．風 水害
本市は、古くから台風をはじめとした風水害に悩まされた地域である。近年においても、海
水逆流による住家への浸水被害や、越波による道路の通行止めなどが生じている。
表３：過去の主な風水害
西暦

年号

概要

1899 年

明治 32 年

9 月 暴風雨 暴風による住家の全半壊、倒木被害が多数

1912 年

大正元年

8 月 暴風雨 各地で家屋に被害 羽根小学校校舎や神社などの倒壊

1934 年

昭和 9 年

1959 年

9 月 26 日 台風 15 号（伊勢湾台風）
昭和 34 年 佐喜浜町都呂地区にて防潮堤を超す大波
死者 2 名、重軽症 28 名、住家の全半壊 62 戸、非住家の全半壊 54 戸

1961 年

9 月 16 日 台風 18 号（第二室戸台風）
昭和 36 年 最大風速 66.7ｍ/ｓ、最大瞬間風速 84.5ｍ/ｓを記録
死者 2 名、負傷者 28 名、家屋の全半壊及び流出 144 戸

1999 年

平成 11 年

8 月 10 日 集中豪雨 羽根川、東の川、西の川の流域において床上浸水 24 戸、床下
浸水 110 戸

2003 年

平成 15 年

8 月 8 日 台風 10 号 住家の一部損壊 15 件

2004 年

10 月 20 日 台風 23 号 各地で海水逆流による浸水や越波による被害、死者 3 名、重軽
傷者 7 名、全壊 5 戸（高浜）
、半壊 3 戸（高浜）
、床上浸水 11 棟（室戸岬町 6 棟、羽根町
平成 16 年
3 棟、室戸 1 棟、吉良川町 1 棟）
、床下浸水 14 棟（羽根町 6 棟、室戸岬町 4 棟、室戸 4
棟）

2006 年

平成 18 年

9 月 16 日 台風 13 号 土砂崩れによる家屋全壊 2 棟（佐喜浜町中尾地区）
、半壊 3 棟
（中尾 2 棟、立花 1 棟）

2014 年

平成 26 年

8 月 8 日 台風 11 号 住家の一部損壊 27 件

2015 年

平成 27 年

8 月 30 日 竜巻 元地区の行当、脇地、上の内で突風により瓦がめくれる等の被害

2018 年

平成 30 年

6 月 20 日 竜巻 羽根町で突風が発生し、広い範囲で屋根ふき剤の浮き上がり又は
はく離、樹木の根返りなどの被害

2018 年

平成 30 年

8 月 21 日 台風 20 号 建物の一部損壊 12 件、倉庫の全壊 1 棟

2018 年

平成 30 年

9 月 4 日 台風 21 号 暴風により各地で瓦や看板、園芸用ハウスなどへ被害、建物
の一部損壊 42 件

2018 年

平成 30 年

9 月 30 日 台風 24 号 室戸岬漁港の東屋（ログハウス）や羽根町にて園芸用の
ハウスが全損、住家の半壊 2 棟、一部損壊 2 棟

2019 年

令和元年

9 月 6 日 台風 10 号 市内全域に避難準備・高齢者等避難開始を発令

2019 年

令和元年

10 月 11 日 台風 19 号 車庫の全壊 1 棟（三津）
、非住家の一部損壊 2 棟
（椎名、尾崎）

2020 年

令和 2 年

1 月 27 日 暴風雨 暴風により住家の一部損壊 8 棟

9 月 21 日 室戸台風 最大風速 45ｍ/ｓ、最大瞬間風速 60ｍ/ｓを記録
室戸岬以西にて大きな被害を生んだ
死者・行方不明者 99 名、負傷者 537 名、家屋の全半壊及び流出 2,522 戸
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（２） 被害想定
ア．南 海トラフ地震
高知県が、地震及び津波防災対策の基礎資料とすることを目的に、「高知県版第 2 弾

南海

トラフ巨大地震による震度・津波浸水予測（平成 24 年 12 月 10 日）」を公表し、南海トラフ地
震による地震動及び津波状況を想定した。また、「南海トラフ巨大地震による被害想定（平成
25 年 5 月 15 日）」を公表し、南海トラフ地震による被害の推定を行っている。
（ア）地震の想定
県が示した想定によれば、本市の最大震度は地区によって「6 強～7」で、地震の継続時
間は 2.5 分～3 分以上とされており、非常に激しい揺れが長く続く想定となっている。
表４：南海トラフ地震の被害想定
クラス

Ｌ２

Ｌ１

区

分

死傷者・
避難所避難者

規模・発生頻度

本紙の揺れ・津波

最大クラスの地
震・津波

マグニチュード
9 クラス
発生頻度は極め
て低い

室戸岬沖が震央となった場合、震度 7、
浸水深 30cm の津波が 20～30 分後に平野
部の大半に到達

死者 1,400 人
負傷者 2,300 人
避難所避難者
最大 7,830 人

発生頻度の高い一
定程度の地震・津
波

マグニチュード
8 クラス

震度の想定は 6 強程度
浮津西町から行当岬にかけてなど海抜が
低い一部地域が浸水

死者 170 人
負傷者 610 人
避難所避難者
最大 1,200 人

※参照：南海トラフ巨大地震による被害想定（平成 25 年 5 月 15 日）

（イ） 津波の想定
本市における最大津波高は 24ｍと非常に大きく、海岸部の早いところでは、1ｍ以上の津
波が 3 分で到達すると想定されている。
本市の集落は、東西に延びる海岸に点在しており、津波浸水想定区域をみると、多くの
集落で甚大な津波被害の発生が危惧されている。
（ウ） 建物及び人的被害の想 定
建物被害は、L2 クラスの想定では、全壊と半壊を合わせて 15,400 棟とされており、L1
クラスだと全壊・半壊合わせて 3,550 棟となっている。また、人的被害は、揺れによる建
物倒壊等を起因とする被害が多くを占めており、L2 クラスでの死者・負傷者数は 6,100
人、L1 クラスでは 790 人となっている。
表５：建物被害（最大被害ケース）

単位：棟

被害の要因
ケース

区分

合計
液状化

揺れ

急斜面

津波

火災

全壊・焼失

10

8,000

40

1,700

530

10,000

半壊

40

4,000

40

1,300

－

5,400

全壊・焼失

10

400

＊

100

150

650

半壊

30

2,400

30

440

－

2,900

L2

L1
注）＊は若干数を表す。また四捨五入の関係で合計が合わない場合がある。
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表６：人的被害（最大被害ケース）
ケース

単位：人

被害の要因

区分
建物倒壊

津波

急斜面

合計
火災

ﾌﾞﾛｯｸ塀等

520

3,200

10

110

＊

3,800

1,900

370

20

20

＊

2,300

死者

30

150

＊

＊

0

180

負傷者

510

90

＊

＊

0

610

死者

L2
負傷者

L1

注）＊は若干数を表す。また四捨五入の関係で合計が合わない場合がある。

図２：津波浸水予測図（Ｌ２）

出典：室戸市津波防災マップ

イ．風 水害等に対する懸念
近年、時間雨量 50mm を超える短時間強雨や総務量が数百 mm から千 mm を超えるような大
雨が発生し全国各地で災害が発生している。
森林率約 87％の本市は、住宅地等の背後地の大部分が急傾斜地であるため、大雨や台風
襲来時には常に山腹崩壊等の災害発生や、河川の氾濫、高潮、強風等の多様な災害が危惧
される。
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３ ．こ れま での 主な 取組
（１） 津波避難対策
津波 から命を守る対策とし て、 これまでに、津波 避難タワー（ 10 基 ）、津波避難路
（ 137 路線 ）、津波救命艇（ 5 艇 ）、津波避難シェ ルター（ 1 基）など、 様々なハード整
備を実 施している。

写真１：津波避難タワー

写真２：津波避難路

写真３：津波救命艇

写真４：津波避難シェルター
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（２） 避難訓練、防災学習
市内各地域では、津波から命を守る対策として、整備した避難タワーや避難路を活用した避
難訓練を実施している。また、助かった命をつなぐための避難所運営訓練や炊き出し訓練など
も継続して実施している。

写真５：避難訓練（タワー）

写真６：避難訓練（シェルター）

写真７：避難所開設訓練

写真８：炊き出し訓練
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第３章 脆弱性評価
１．対象とする災害（想定するリスク）
本計画で対象とする災害（想定するリスク）は、基本計画で示されている大規模自然災害と併
せて、本市の災害リスクや直面している危機を踏まえ、以下のように定める。
表７：
「対象とする災害（想定するリスク）」
災害の種類

想定するリスク

南海トラフ巨大地震

南海トラフの地震で、高知県の被害想定に基づく最大規模の地震動・津波を想定

風水害
台風・梅雨
前線豪雨等

スーパー台風や集中豪雨等が数時間続くような風水害を想定

高波・高潮 台風や低気圧の発達による高波・高潮を想定
土砂災害

記録的な大雨や強風等による土砂災害を想定

大規模火災

木造住宅密集地での大火や地震後の通電火災による大火を想定

武力攻撃

弾道ミサイル等の武力攻撃の発生を想定

複合災害

大規模地震や台風等が複合的に発生するような事態を想定

２．起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）
脆弱性評価は、基本法第 17 条第 3 項により、最悪の事態を想定したうえで、科学的知見に基
づき総合的かつ客観的に行うものとされている。
本計画では、基本計画及び高知県強靭化計画を参考に、本市の対象とする災害を踏まえ、9 つ
の「事前に備えるべき目標」に対して、起きれば致命的な影響が生じると考えられる以下の「起
きてはならない最悪の事態」を設定した。
表８：32 の「起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）
」
事前に備えるべき目標

1.直 接死 を最大限 防ぐ

2.救 助・ 救急、医 療活
動 等が迅 速に行わ れ
る ととも に、被災 者
等 の健康 ・避難生 活
環 境を確 実に確保 す
る

起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）
1-1

建物倒壊等による多数の死傷者、自力脱出困難者が発生する事態

1-2

大規模津波による多数の死者・行方不明者が発生する事態

1-3

大規模な土砂災害等により、多数の死傷者が発生する事態

1-4

住宅密集地における大規模火災による多数の死傷者が発生する事態

1-5

弾道ミサイル等の武力攻撃などにより、多数の死傷者が発生する事態

2-1

食料・飲料水等、生命に関わる物資供給が長期に停止する事態

2-2

多数かつ長期にわたり、孤立集落等が同時に発生する事態

2-3

警察・消防等の被災による救助・救急活動等が絶対的に不足する事態

2-4

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、エネルギーの途絶
による医療機能が麻痺する事態

2-5

被災地における疫病・感染症等が大規模発生する事態
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3.必 要不 可欠な行 政機
能 は確保 する
4.必 要不 可欠な情 報通
信 機能・ 情報サー ビ
ス は確保 する

5.経 済活 動を機能 不全
に 陥らせ ない

6.ラ イフ ライン、 燃料
供 給関連 施設、交 通
ネ ットワ ーク等の 被
害 を最小 限に留め る
と ともに 、早期に 復
旧 させる
7.制 御不 能な二次 災害
を 発生さ せない

8.社 会・ 経済が迅 速か
つ 従前よ り強靭な 姿
で 復興で きる条件 を
整 備する

9.自 助・ 共助に基 づく
地 域防災 力を高め る

脆弱性評価

起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）
2-6

劣悪な避難生活環境、不十分な健康管理による多数の被災者の健康状態が悪化
する事態

3-1

被災による現地の警察機能の大幅な低下により、治安が悪化する事態

3-2

行政機関の職員・施設等の被災による行政機能が大幅に低下する事態

4-1

情報通信等の長期停止による災害情報が伝達できない事態

4-2

災害時に活用する情報サービスの機能停止による避難行動の遅れ等で、多数の
死傷者が発生する事態

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地域経済が停滞する事態

5-2

重要な産業施設の損壊、火災、爆発等が発生する事態

5-3

基幹的交通ネットワーク（国道、港湾等）の機能が停止する事態

5-4

食料等の安定供給が停滞する事態

6-1

電気、石油、LP ガスの供給が停止する事態

6-2

上水道等の供給が長期間にわたり停止する事態

6-3

汚水処理施設等が長期間にわたり機能停止する事態

6-4

地域交通ネットワークが分断する事態

7-1

地震火災、津波火災による市街地の延焼が拡大する事態

7-2

ため池などの損壊・機能不全により、二次災害が発生する事態

7-3

有害物質等が大規模拡散･流出する事態

8-1

復興指針や土地利用方針が定まらず復旧・復興が大幅に遅れる事態

8-2

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

8-3

生活環境が整わないことにより生活を再建することができない事態

8-4

文化財等が損失する事態

9-1

住民一人一人の防災意識の低下により、被害が拡大する事態

9-2

人口減少、少子高齢化等の進行により、地域防災力の低下が生じる事態

３．施策分野
脆弱性評価は、基本法第 17 条第 4 項で国土強靭化に関する施策の分野ごとに行うものとする
とされています。本計画は、基本計画及び高知県強靭化計画を参考としつつ、次の個別施策分野
と横断的施策分野をそれぞれ設定した。
個別施策分野
①行政機能 ②地域防災 ③ｲﾝﾌﾗ・住環境 ④保健医療・福祉 ⑤産業・ｴﾈﾙｷﾞｰ ⑥情報通信

横断的施策分野
①リスクコミュニケーション

②人材育成

③官民連携
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４．脆弱性評価
（１）脆弱性評価の実施手順
本計画では、国の「大規模自然災害に対する脆弱性の評価の指針」を基本としながら、脆弱性
の評価を以下の手順で行うこととした。
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（行動計画に取り
まとめた施策）や実施予定の施策を整理する。
②各施策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か、不可能な場合
は何が足りないのかを分析する。
③起きてはならない最悪の事態の回避に向け、現状を改善するために何が課題であり、今後
どのような施策を推進するのかを検討し整理する。
④上記をもとに、起きてはならない最悪を縦軸に、個別施策分野を横軸に配置した表（マト
リクスシート）を作成し、既存施策を整理する。
⑤マトリクスシートを用いて、起きてはならない最悪の事態を横断的に整理し、現状の脆弱
性を分析・評価する。
【本市が行った脆弱性評価のイメージ図】
事前に備える
べき9 つの目
標
1.直接死を最
大限防ぐ

起きてはならない
最悪の事態

個別施策分野

1-1）建物倒壊等
による多数の死傷
者、自力脱出困難
者が発生する

耐震性の低い住宅や事業所等が倒壊する

1-2）大規模津波
による・・・・・

1）行政機能

2-7 市有建築物の耐震化
の促進
①・・・・

・・・・・

〇住宅・建物の倒壊による死傷者
の発生、避難路の閉塞、火災等
の被害を防ぐためには耐震化が
筆世である。住宅の耐震化につ
いては、
・・
〇・・・・・

避難行動を取れない要配慮者が津波に飲み込まれる
・・・・・

2.救助・救
急、医療活動
等が迅速
に・・・

2）地域防災

「起きてはならない最悪の事態」
ごとの脆弱性評価

・・・・・

・・・・・

・・・・・

・・・・・

医療施設が機能を喪失する
・・・・・

14

第3章

脆弱性評価

（２）脆弱性評価の結果
【目標１】
最悪の事態
1-1

直接死を最大限防ぐ
建物倒壊等による多数の死傷者、自力脱出困難者が発生する事態

◎耐震性の低い住宅や事業所等が倒壊する
〇住宅・建築部の倒壊による死傷者の発生、避難路の閉塞、火災等の被害を防ぐためには耐震化が必要である。住宅
の耐震化については、耐震化の必要性や支援制度の周知、所有者負担の軽減等を図る必要がある。
〇災害発生時に重要な機能を担う庁舎などについては、機能を喪失することを防ぐため建て替えや耐震化が必要であ
る。
〇子供や職員を建物倒壊から守るため、市有建築物の耐震化が必要である。
〇地震発生後の二次災害を防止するため、建築物や宅地等が余震に対して安全であるのかを確認する危険度判定の体
制が必要である。
○公共施設等総合管理計画に基づき、災害時に住民が利用する避難所や災害対策活動の拠点となる施設、ライフライ
ン関連施設等、地震発生による人命への重大な被害や住民生活へ深刻な影響を及ぼすおそれのある施設について
は、優先的に耐震対策が必要である。

◎家具類の転倒や非構造部材の落下等が発生する
〇家庭や事業所における室内の安全確保のため、家具類の固定等について啓発や安全対策が必要である。
〇児童や生徒、乳幼児が被災することを防ぐため、学校等の非構造部材（天井材、照明など）の耐震対策や室内の防
災対策が必要である。

◎ブロック塀等の倒壊により住民が死傷する
○市有施設等のブロック塀等の倒壊防止対策が必要である。
〇ブロック塀や老朽住宅の倒壊は、地域住民の被害や避難行動、消火、救助活動の妨げにも繋がるため、啓発や支援
制度を設けるなどの対策が必要である。

最悪の事態
1-2

大規模津波による多数の死者・行方不明者が発生する事態

◎堤防や水門等のインフラが機能しない
〇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、防波堤や河
川・海岸堤防、水門等の対策が必要である。
〇避難時間を確保するため、陸こうの常時閉鎖を推進するとともに、開口部閉鎖に係る作業量の低減が必要な陸こう
については、動力化が必要である。

◎津波到達までに逃げきれない
○（再掲）市有施設等のブロック塀等の倒壊防止対策が必要である。
○津波避難タワーを含めた避難場所・避難路等の整備が必要である。
〇地震発生時に速やかに避難行動がとれるよう、津波避難計画の見直しや避難方法の周知、避難訓練の実施等を行う
必要がある。
〇来庁者や職員の安全確保と防災拠点となる庁舎を確保するため、高台移転が必要である。

15

第3章

脆弱性評価

〇避難路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安全対策などを着実に進める
必要がある。
〇津波から安全に避難できるように避難路や避難場所等の液状化対策等の安全対策が必要である。

◎避難行動を取れない要配慮者が津波に飲み込まれる
〇避難行動要支援者の確実な避難に繋げるためには、「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、実効性のある市の避難支援体制の構築が必要である。
〇自力で避難できない者が津波に飲み込まれることを防ぐため、要配慮者施設などの高台移転が必要である。

◎避難場所での滞在中に命を落とす
〇避難場所での滞在中に負傷者などが命を落とすことを防ぐため、避難場所への資機材整備や通信手段の確保が必要
である。

◎南海トラフ地震臨時情報の発表を活かすことができない
〇臨時情報が発表された場合に、その情報を活かし減災につなげるように取組が必要である。

◎防災に取組む意識が低い
〇自らが自然災害に備える意識の向上や事前の取組を進める風土としていくためには、啓発や防災教育などの取組が
必要である。
〇災害に強い地域づくりを図るためには、防災人材の育成や自主防災組織などの活性化が必要である。

最悪の事態
1-3

大規模な土砂災害等により、多数の死傷者が発生する事態

◎住宅等が崩壊土砂に飲み込まれる
〇山野の植生がシカの食害を受けることによって地表が露出し、土砂災害の要因となることを防ぐため、シカの捕獲
が必要である。
〇山地災害や地すべりを防止するためには、治山事業や国土保全機能などの森林が有する多面的機能を高めるための
林道を含む森林整備事業による防災・減災対策が必要である。
〇土砂災害の危険性を住民が認識し、確実な避難に繋げるためには、国・県・市が連携し、情報伝達等の訓練や、住
民への啓発や防災訓練による地域の避難体制づくりが必要である。
○住民に対する土砂災害の危険性の周知が必要である。
〇地震などによる土砂災害を未然に防ぐために、砂防や急傾斜施設などハード整備が必要である。
〇土砂災害による人的被害を防ぐため、土砂災害特別警戒区域内の住宅の移転や外壁の補強などが必要である。
〇農地の保全及び農村地域の住民の暮らしの安全を確保するためには、農村災害対策及び地すべり対策等が必要であ
る。
○山に入る人の減少により、山の荒廃が見られる箇所が複数あり、地すべり防止のための治山事業を県に要望し、山
の保全対策を行う必要がある。

最悪の事態
1-4

住宅密集地における大規模火災による多数の死傷者が発生する事態

◎住宅密集地における大規模火災による多数の死者が発生する
〇常備消防力の維持・強化に向け、消防車両や消防器具等の適正な維持管理が必要である。
〇消防団の体制強化のためには、消防団員の確保や活動時の安全装備の充実が必要である。
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〇住宅用火災報知器の設置や更新が必要である。
〇初期消火に対応するため、消火方法の訓練や啓発が必要である。
〇住民一人一人の火事発生への予防対策の心がけが重要であることから、それらに対する防災意識の向上が必要であ
る。

最悪の事態
1-5

弾道ミサイル等の武力攻撃などにより、多数の死傷者が発生する事態

◎住民に情報が伝わらず、大混乱を招く
〇住民が適正な行動をとるための周知を図る必要がある。
○関係機関と連携し、情報伝達体制等を強化する必要がある。

【目標２】
最悪の事態
2-1

救助・救急、医療活動等が迅速に行われるとともに、被災者等の健康・
避難生活環境を確実に確保する
食料・飲料水等、生命に関わる物資供給が長期に停止する事態

◎備蓄や事前対策が不十分で燃料や食料・飲料水等が枯渇する
〇水道施設の耐震化、老朽化対策を推進するとともに、応急給水活動を速やかに実施できる体制や水供給体制の早期
復旧の体制の整備が必要である。
〇ライフラインの早期復旧のためには、事業者の対応拠点や燃料等の資源の確保が課題となっており、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が必要である。
〇家庭、事業所及び行政がそれぞれの役割に基づいて、水・食料等の備蓄を進める要がある。
〇災害時の生活用水の水源を確保する必要がある。

◎支援物資が届かない
〇防災拠点へ至るルートの啓開を早期に完了することができるよう、道路啓開計画の適宜見直しを行うとともに、訓
練を積み重ね実効性を高める必要がある。
〇物資調達・供給を円滑に実施するためには、関係機関が連携した仕分け、輸送訓練を実施し、実効性を高める必要
がある。
〇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には、陸・海・空の輸送基盤の地震・津波、土砂災
害対策や国道、県道、市道の整備及び港湾、漁港の耐震強化岸壁の整備が必要である。
〇市外から避難所までの迅速かつ円滑な物資供給を実現するためには、県・市の物資配送計画の策定・見直しや、物
資調達・輸送調整等支援システム運用の習熟が必要である。
〇緊急輸送道路の通行を確保するため、住環境整備事業等の活用により、沿道の建築物を耐震化する必要がある。
〇物資配送等に必要な車両の燃料確保のため、燃料の備蓄が必要である。
〇大規模災害時の燃料不足に備えて、車両への燃料備蓄を官民協働で行う必要がある。
○支援物資等の輸送体制の確立のため、緊急用ヘリコプター離着陸場の維持管理や新規整備場所の確保が必要であ
る。

最悪の事態
2-2

多数かつ長期にわたり、孤立集落等が同時に発生する事態

◎孤立集落の被害状況を把握できない
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〇集落との通信手段を確保するためには、衛星携帯電話の配置など非常時連絡体制の確保が必要である。
○道路の寸断、橋梁の崩落等による孤立地域の発生が起こらないよう、対策が必要である。

◎孤立状態が短期間で解消できない
○（再掲）支援物資等の輸送体制の確立のため、緊急用ヘリコプター離着陸場の維持管理や新規整備場所の確保が必
要である。
〇集落が孤立するリスクを軽減するためには、橋梁の耐震化や道路法面の防災対策、道路施設の機能を将来にわたっ
て効率的に維持する老朽化対策が必要である。

◎孤立状態が長期に及び生活ができなくなる
〇孤立状態が長期に及ぶ場合に備え、浄水装置の整備等や飲食料、燃料の確保が必要である。

最悪の事態
2-3

警察・消防等の被災により、救助・救急活動等が絶対的に不足する事態

◎応急活動を担う機関が機能を喪失する
〇総合防災拠点内の施設の被災を軽減するため、施設や非構造部材の耐震化、建て替え、設備等を含めた老朽化対策
が必要である。
○庁舎の耐震化、建て替え、津波浸水予測区域外への移転、非常用電源の高層階設置、資機材の整備、食料等の確保
などが必要である。
〇業務継続計画（BCP）の内容を見直し、実効性を向上する必要がある。
○（再掲）来庁者や職員の安全確保と防災拠点となる庁舎を確保するため、高台移転が必要である。

◎応急活動を効率的に展開できない
○（再掲）支援物資等の輸送体制の確立のため、緊急用ヘリコプター離着陸場の維持管理や新規整備場所の確保が必
要である。
〇発災時の情報収集や救助救出のためには、ヘリコプターが円滑に活動できるように体制整備が必要である。
〇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
連携した訓練を実施し、受援態勢の構築や実効性の向上が必要である。
〇市外からの応急救助機関、医療救護チームや支援物資等を円滑に受け入れ、被災地支援を速やかに行うため、総合
防災拠点や SCU に必要な資機材整備が必要である。

◎応急活動を行う人員・資源が不足する
○（再掲）消防団の体制強化のためには、消防団員の確保や活動時の安全装備の充実が必要である。
〇消防団員が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には、消防団の資機材整備が必要である。
〇応急活動時における燃料を確保するため、災害対応型 SS の整備のほか、警察施設敷地内や消防機関等への給油施
設の整備に関し、検討等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等の燃料備蓄に向けた検
討が必要である。
〇市外からの応援部隊の進出拠点を確保するためには、応急期機能配置計画の見直しや修正が必要である。
〇大規模災害発生時に被災者の避難誘導、救出救助、行方不明者等の対応をするためには、災害警備の最前線で活動
する警察官の増員及び災害用装備資機材の充実強化が必要である。

最悪の事態
2-4

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、エネルギーの途
絶による医療機能が麻痺する事態
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◎医療施設が機能を喪失する
〇孤立地域に医療従事者を搬送する仕組みの構築や DMAT 等の活動拠点、航空搬送拠点の機能維持などにより、地域
の医療活動をバックアップする体制の整備が必要である。
○地域での円滑な医療提供のため、医療関係者のネットワーク形成や資機材の保管が必要である。
〇医療・社会福祉施設が機能を喪失することを防ぐためには、BCP 策定、建築物の耐震化や必要な資機材の整備が必
要である。
〇後方搬送ができない状況を想定し、より負傷者に近い場所での医療救護活動を可能な限り強化し、外部からの支援
チームの到着や搬送機能の回復まで地域に残存する医療資源で耐えうる体制が必要である。
〇地域の医師を対象とした災害医療研修、様々な訓練等を実施し、医療救護活動を担う人材の育成が必要である。

◎医療資源が不足する
〇災害時医療救護計画に基づき、被害想定や平時における地域の医療資源（ひと・もの）を踏まえた災害時の医療救
護体制の整備が必要である。
〇（再掲）市外からの応急救助機関、医療救護チームや支援物資等を円滑に受け入れ、被災地支援を速やかに行うた
め、総合防災拠点や SCU に必要な資機材整備が必要である。
○地域の医療救護活動を支援するため、医療従事者の搬送計画の策定が必要である。
〇人工透析施設の災害時業務計画の作成支援や災害時の広域搬送に向けた具体的な運用方法の策定が必要である。

最悪の事態
2-5

被災地における疫病・感染症等が大規模発生する事態

◎衛生環境が悪化する
〇火葬場やし尿処理施設などの衛生環境の保全のために必要な施設については、耐震化や非常用電源、燃料などの確
保が必要である。
〇汚水処理機能が停止するリスクの軽減や、将来にわたる効率的な汚水処理機能の維持、停止後の早期復旧を図るた
めには、施設の耐震化や老朽化対策、BCP に基づく応急復旧体制の構築と訓練による実行性の向上が必要である。
〇災害時に不足するトイレに対応するため、仮設トイレの確保及び収集・処理体制の整備が必要である。
〇円滑な遺体対応のためには、検視や火葬の体制の整備を進める必要がある。また、死者、行方不明者の公表基準や
手順を定める必要がある。

最悪の事態
2-6

劣悪な避難生活環境、不十分な健康管理による多数の被災者の健康状態が悪化
する事態

◎避難所を供与できない
〇避難所不足の解消に向けて、学校の教室利用や地域集会所の耐震化の検討が必要である。
〇福祉避難所不足を解消するには、福祉避難所の確保を進めつつ、一般の避難所における要配慮者対応体制の整備が
必要である。
〇避難所の速やかな開設や円滑な運営を行うためには、地域が主体となって避難所を運営する体制の整備が必要であ
る。
〇発災後一定期間は、避難所で生活することが想定されるため、避難所の環境整備が必要である。
〇避難所が不足している地域もあるため、地域ごとの避難者数を踏まえた広域避難体制の構築が必要である。
〇被災者とペットが共に避難できる避難所の確保やペットの保護体制の整備が必要である。

◎災害時に避難所となる学校施設が機能しない
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〇体育館や校舎は、災害時に避難所となることから、老朽化したトイレを改修し、防災機能強化を進める必要があ
る。
〇（再掲）児童や生徒、乳幼児が被災することを防ぐため、学校等の非構造部材（天井材、照明など）の耐震対策や
室内の防災対が必要である。

◎避難所で感染症が集団発生する
〇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訓練等で実効性を高めていく必要がある。
〇保健衛生活動体制の整備を推進するためには、研修会の開催やマニュアル策定等が必要である。
○避難所での感染症防止対策の実施や患者に対する対策が必要である。

◎災害関連死が発生する
〇災害関連死を防ぐため、避難所生活における保健衛生活動や心のケアを確実に実施できる体制の整備が必要であ
る。
○被災による心的外傷後ストレス障害（ＰＴＳＤ）、生活の激変による依存症に対して、関係機関との連携のもと専
門的な相談・支援が行える体制づくりが必要である。
〇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、市外県外からのＤＰＡＴの円滑な受入体制が必要であ
る。
〇被災した要配慮者の避難生活や治療の継続を支援するための仕組みが必要である。
○（再掲）総合防災拠点内の施設の被災を軽減するため、施設や非構造部材の耐震化、建て替え、設備等を含めた老
朽化対策が必要である。

◎避難生活が長期化する
〇避難所生活の長期化を防ぐため、応急仮設住宅の供給等、速やかな被災者支援や災害廃棄物仮置場の確保が必要で
ある。
〇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、県と連携した体制が必要である。

◎地震発生直後に近隣住民による共助ができない
〇防災に強い地域づくりを図るため、防災人材の育成や自主防組織などの活性化が必要である。
〇共助の取組の活性化を図るためには、自主防災組織などの活動が重要なので、自主防災組織の活動内容の充実や新
たなリーダーの育成が必要である。
〇被災者が、避難所において安全な避難生活を過ごすことができるためには、行政職員だけでは避難所運営ができな
いことから、地域の住民だけで避難所運営ができるようにしておくことが必要である。

【目標３】 必要不可欠な行政機能は確保する
最悪の事態
3-1

被災による現地の警察機能の大幅な低下により、治安が悪化する事態

◎警察機能の低下により、治安が悪化する
〇大規模災害時には、治安の悪化が懸念されることから、地元警察や消防団員等と連携を図りながら、治安の維持に
努める必要がある。
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行政機関の職員・施設等の被災による行政機能が大幅に低下する事態

◎施設が被災し行政機能を喪失する
〇南海トラフ地震の発生時に迅速・的確な応急救助活動を実施するために既存の防災行政無線システムを含めた様々
な情報伝達・収集手段の多重化が必要である。
○（再掲）庁舎の耐震化や建て替え、津波浸水予測地域外への移転、非常用電源の高層階設置、資機材の整備、食料
等の確保などが必要である。
〇（再掲）来庁者や職員の安全確保と防災拠点となる庁舎を確保するため、高台移転が必要である。

◎職員が参集できない
〇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、建築物の耐震化や家具の固定等の安
全対策を推進する必要がある。

◎行政機関が迅速に災害対応できない
○（再掲）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
係機関と連携した訓練を実施し、受援態勢の構築や実効性の向上が必要である。
〇（再掲）業務継続計画（BCP）の内容を見直し、実効性を向上する必要がある。
〇（再掲）市外からの応急救助機関、医療救護チームや支援物資等を円滑に受け入れ、被災地支援を速やかに行うた
め、総合防災拠点や SCU に必要な資機材整備が必要である。
〇大規模災害時の即応体制の確保のためには、被災後の職員の動員体制の整備が必要である。
〇応急対策業務を円滑に実施するため、各課で具体的な対応マニュアル等の策定が必要である。
〇危機管理対応に従事する職員の人材育成のため、階層別の職員研修や災害対策本部訓練等、より一層の危機管理能
力の向上を図る必要がある。
〇職員の危機管理能力の向上を図るため、研修や訓練の内容を充実する必要がある。
〇地震発生後の災害対応業務を防災関係機関と連携して行うため、災害対策本部体制の更なる強化が必要である。
〇災害時においても応急活動業務を確実に実施するために、策定済みの業務継続計画に基づいた訓練や計画見直しな
ど、実効性の向上が必要である。また、訓練等により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。
〇応急活動の実効性を高めるため、外部からの応援職員の受入体制の整備が必要である。また、訓練等による検証と
見直し等の受援態勢の強化が必要である。
〇市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が必要である。

【目標４】
最悪の事態
4-1

必要不可欠な情報通信機能・情報サービスは確保する
情報通信等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り災害情報が伝達できない
〇南海トラフ地震の発生時に迅速・的確な応急救助活動を実施するために既存の防災行政無線を含めた様々な情報伝
達・収集手段の多重化が必要である。
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〇効率的にライフライン（電気、通信）の復旧作業を行うためには、病院や災害対策本部を設置する施設などの重要
施設の事前情報と、各関係機関からリアルタイムで提供される道路啓開やライフラインの機能障害などの情報を一
元化して集約する必要がある。
○（再掲）関係機関と連携し、情報伝達体制等を強化する必要がある。

最悪の事態
4-2

災害時に活用する情報サービスの機能停止による避難行動の遅れ等で、多数の
死傷者が発生する事態

◎地震情報や被災状況などの災害情報が伝達できない
○（再掲）住民が適正な避難行動をとるための周知が必要である。
〇観光客や通行者などが確実に避難できるための対策が必要である。
〇住民に発災時の様々な災害情報を確実に伝達するため、防災行政無線の難聴地域に対する戸別受信機の設置の促進
や、情報伝達手段の多様化が必要である。

【目標５】

経済活動を機能不全に陥らせない

最悪の事態
5-1

事業活動が再開できないことによる雇用 状況の悪化や地域経済が停滞する事態

◎事業活動が再開できないことにより雇用状況の悪化や経済が停滞する
〇従業員の被災は、事業活動の再開に大きく影響するため、事業所の耐震化や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が必要である。
〇事業活動を早期に再開させるため、BCP 策定の取組の強化を図るとともに、実効性の向上が必要である。
〇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、それぞれの対策の推進が必
要である。
○海洋深層水施設の被害を抑え、早期復旧できる対策が必要である。
○津波や台風などによる漁業関連施設の被害を最小限に抑え、早期復旧できる対策が必要である。

最悪の事態
5-2

重要な産業施設の損壊、火災、爆発等が発生する事態

◎火災、爆発等が発生する
〇ガソリンスタンドなどの危険物取扱施設の耐災害性の向上対策が必要である。

最悪の事態
5-3

基幹的交通ネットワーク（国道、港湾等）の機能が停止する事態

◎基幹的交通ネットワーク（国道、港湾等）が機能停止する
〇（再掲）住宅・建築部の倒壊による死傷者の発生、避難路の閉塞、火災等の被害を防ぐためには耐震化が必要であ
る。住宅の耐震化については、耐震化の必要性や支援制度の周知、所有者負担の軽減等を図る必要がある。
〇被災後の円滑な交通ネットワークの復旧を図るため、関係機関が連携した体制の構築や資機材の確保が必要であ
る。
〇災害時の物流や救急搬送等の要となる国道、県道の着実な整備が必要である。
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〇大規模災害発生時においても陸、海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、港湾・漁港に
おける耐震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。
〇被災後の円滑な交通ネットワークの復旧を図るため、港湾における BCP に基づいた訓練・検証・見直しが必要であ
る。
〇早期の漁港啓開のため、啓開作業船の早期購入のための位置・回航情報システムの活用に向けた関係機関との運用
調整が必要である。
〇道路啓開において重要な役割を担う建設業が、事業を継続できる体制づくりが必要である。
〇河川や漁港、港湾、海岸における津波による漂流物被害を軽減するための対策が必要である。
〇交通運輸事業者における早期の事業活動が再開できるよう、BCP 策定が必要である。
〇交通ネットワークの安全性を確保するため、住宅の耐震化やブロック塀等の安全対策、老朽住宅の除却、沿道建築
物の耐震化等が必要である。

最悪の事態
5-4

食料等の安定供給が停滞する事態

◎生産基盤等が致命的な被害を受け、食料等を生産できない
〇早期に生産・流通活動を再開するためには、業界団体による事業継続体制が必要である。
〇災害に備え、耕作放棄地を減らし農地を確保するためには、防護柵の整備をはじめとした、農作物等
を鳥獣被害から守るための取組が必要である。

【目標６】

ライフライン、燃料供給関連施設、交通ネットワーク等の被害を最小限
に留めるとともに、早期に復旧させる

最悪の事態
6-1

電気、石油、LP ガスの供給が停止する事態

◎電気、石油、LP ガスの供給が停止する
〇ライフラインの早期復旧のためには、事業者の対応拠点や燃料等の資源の確保が必要である。
〇ライフラインの早期復旧のためには、重要施設までの速やかな道路啓開が重要であり、そのための実行性を高めて
いく必要がある。
〇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には、災害対応型 SS の整備が必要である。
〇防災拠点や避難所等へ、生活に必要な LP ガスを速やかに供給できるようにしておく必要がある。
〇大規模災害時の燃料不足に備えて、車両への燃料備蓄を官民協働で行う必要がある。
〇応急対策や復旧・復興対策を円滑に進めるため、避難所や応急救助機関の活動拠点などの発災時に必要な機能につ
いて確保が必要である。

最悪の事態
6-2

上水道等の供給が長期間にわたり停止する事態

◎上水道が長期間にわたり供給停止する
〇大規模災害時に速やかに飲料水や生活用水を供給できるように、水源の確保が必要である。
〇飲料水や生活用水の確保のために、水道施設の耐震化、老朽化対策を推進するとともに、応急給水活動を速やかに
実施できる体制や水供給の早期復旧の体制が必要である。
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〇（再掲）ライフラインの早期復旧のためには、重要施設までの速やかな道路啓開が重要であり、そのための実効性
を高めていく必要がある。
○孤立状態が長期に及ぶ場合に、命をつなぐことができるように飲料水の確保が必要である。

最悪の事態
6-3

汚水処理施設等が長期間にわたり機能停止する事態

◎汚水処理施設等が長期間にわたり機能停止する
〇汚水処理機能が停止するリスクの軽減と、汚水処理機能を将来にわたって効率的に維持するため、汚水処理施設の
耐震化や老朽化対策等が必要である。

最悪の事態
6-4

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
〇（再掲）住宅・建築部の倒壊による死傷者の発生、避難路の閉塞、火災等の被害を防ぐためには耐震化が必要であ
る。住宅の耐震化については、耐震化の必要性や支援制度の周知、所有者負担の軽減等を図る必要がある。
〇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。
〇（再掲）緊急輸送道路の通行を確保するため、住環境整備事業等の活用により、沿道の建築物を耐震化する必要が
ある。
〇防災拠点へ至るルートの啓開を早期完了することができるよう、道路啓開計画の適宜見直しや、啓開情報を速やか
に関係機関と共有するためのシステムの構築が必要である。
〇停電時においても安全な交通を確保するためには、信号の非常用電源の確保や老朽化している交通信号機の更新、
交通情報関連機器の整備・更新が必要である。
○（再掲）交通運輸事業者における早期の事業活動が再開できるよう、BCP 策定が必要である。
〇交通運輸事業者における地震発生時の被害を最小限にとどめ、早期の事業活動が再開できるようにするためには、
事前の対策が必要である。
〇（再掲）交通ネットワークの安全性を確保するため、住宅の耐震化やブロック塀等の安全対策、老朽住宅の除却、
沿道建築物の耐震化等が必要である。

【目標７】

制御不能な二次災害を発生させない

最悪の事態
7-1

地震火災、津波火災による市街地の延焼が拡大する事態

◎地震火災、津波火災により市街地が延焼拡大する
〇（再掲）住民一人一人の火事発生への予防対策の心がけが重要であることから、それらに対する防災意識の向上が
必要である。
〇農業用、漁業用屋外燃油タンク等からの燃料流出を防ぐため、関係機関と連携した屋外燃油タンク対策が必要であ
る。
〇消火活動で重要な役割を担う消防団員の定数の確保に向けた取組が必要である。
〇住宅・建築物の防火性能等の安全確保が必要である。
〇延焼を防止するため、重点推進地区において街頭消火器・防火水槽の整備が必要である。

24

第3章

脆弱性評価

〇津波火災対策として、漂着物、漂流物、漂流油への具体的な消火方法、漂着物が出火した場合の避難誘導方法につ
いて検討が必要である。
〇出火防止のため、感震ブレーカーの普及や避難時ブレーカーを落とす啓発が必要である。

最悪の事態
7-2

ため池などの損壊・機能不全により、二次災害が発生する事態

◎ため池などの損壊・機能不全により二次災害が発生する
〇ため池などの耐震化対策や豪雨対策が必要である。

最悪の事態
7-3

有害物質等が大規模拡散・流出する事態

◎有害物質等が大規模拡散・流出する
〇地震や津波による高圧ガス施設等の転倒・流出による、ガス漏洩を防止するための安全対策が必要である。

【目標８】
最悪の事態
8-1

社会・経済が迅速かつ従前より強靭な姿で復興できる条件を整備する
復興指針や土地利用方針が定まらず 復旧・復興が大幅に遅れる事態

◎復興指針や土地利用方針が定まらず復旧・復興が大幅に遅れる
〇速やかに復興に取り組めるようにするため、復興グランドデザインの検討や復興のための事前準備、復興組織体
制、復興方針の事前検討が必要である。

◎復興工事が進まず復旧・復興が遅れる
〇応急復旧工事を速やかに実施するため、事業の継続や資機材の確保、重機の確保ができるように建設業の BCP 策定
が必要である。
〇（再掲）道路啓開において重要な役割を担う建設業が、事業を継続できる体制づくりが必要である。
○復旧・復興の重要な担い手となるボランティアの確保や円滑な受入に向け、ボランティアセンターの開設、運営の
訓練が必要である。
〇健全な復興事業を行うためには、復興に伴う工事等から反社会的勢力を排除する必要がある。

最悪の事態
8-2

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
〇「室戸市災害廃棄物処理計画」の実行性を高めていくために、課題への対応等を検討しブラッシュアップが必要で
ある。
〇災害廃棄物の仮置き場を含めた応急期の用地の確保が必要である。
〇迅速な災害からの復興を図るためには、災害廃棄物処理を被災現場で実務的に担っていく人材が必要である。
〇早期に市民の日常生活の復旧・復興につながるように、迅速な損壊家屋等の解体撤去が必要である。
〇災害時においても確実にごみ処理を行うために、焼却施設の耐震化や非常用電源、燃料などの確保が必要である。

最悪の事態
8-3

生活環境が整わないことにより生活を再建することができない事態
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◎生活環境が整わないことにより被災前の生活を取り戻すことができない
〇地震・津波で土地の境界が不明確になることを防ぐためには、地籍調査が必要である。
〇応急仮設住宅の建設用地の確保が必要である。
〇応急仮設住宅や災害公営住宅等を確保する対策が必要である。
〇被災者に生活再建に関係する情報を速やかに提供できる体制の整備が必要である。
〇罹災証明書の発行をスムーズにするため、住宅の被害認定調査を円滑に行えるよう住家被害認定士の育成が必要で
ある。
〇地域再生法に基づき、地域における就業機会の創出、経済基盤の強化及び生活環境整備のための基盤となる施設の
うち室戸市まち・ひと・しごと創生総合戦略戦略に位置付けたものの整備が必要である。
〇早期に教育環境などを復旧できるように、学校・保育所・幼稚園等において、学校再開計画の策定や保育所等の
BCP 策定などの事前準備が必要である
〇被災者の生活を支援するため、災害時におけるボランティア活動が円滑に行われるように体制づくりが必要であ
る。

最悪の事態
8-4

文化財等が損失する事態

◎かけがえのない文化財や文化財建築物が災害により損壊する
〇かけがえのない文化財や文化財建造物を災害から守る必要がある。また、市民や観光客等の安全確保が必要であ
る。

【目標９】

自助・共助に基づく地域防災力を高める

最悪の事態
9-1

住民一人一人の防災意識の低下により、被害が拡大する事態

◎防災意識の低下により、被害が拡大する
〇（再掲）住民が適正な行動をとるための周知を図る必要がある。
〇防災意識の低下により被害が拡大する場合があるため、様々な機会を通して住民一人一人が防災意識の高揚に努め
る必要がある。

最悪の事態
9-2

人口減少、少子高齢化等の進行により、地域防災力の低下が生じる事態

◎人口減少、少子高齢化等の振興により、地域防災力の低下が生じる
〇地域防災力の担い手となる自主防災組織をはじめとした多様な組織の活動支援が必要である。
○自主防災組織を活性化させるため、災害に対応できる人材や地域の防災リーダーを育成する必要がある。
○官民連携の強化及び住民交流の機会を創出する必要がある。
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第４章 国土強靭化の推進方針
１．最悪の事態を回避するための推進方針

事前に備えるべき
目標１
最悪の事態
1-1

直接死を最大限防ぐ

建物倒壊等による多数の死傷者、自力脱出困難者が発生する事態

◎「耐震性の低い住宅や事業所等が倒壊する」ことを回避するための推進方針
＜公共施設を含む建築物の耐震化等＞
〇住宅・建築物の倒壊による死者の発生、避難路の閉塞、火災等の被災を防ぐため、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、地域住宅計画に基づく事業のうち下記の事業及び住環境
整備事業のうち下記の事業（以下、住環境整備事業等という。
）を活用し、住宅・建築物の耐震化を推
進する。
〈地域住宅計画に基づく事業〉
・公営住宅等整備事業 ・住宅地区改良事業等 ・市街地再開発事業 ・地域優良賃貸住宅整備事業
・空き家再生等推進事業 ・住宅市街地総合整備事業 ・住宅・建築物安全ストック形成事業
・公的賃貸住宅家賃低廉化事業 ・災害公営住宅家賃低廉化事業等 ・駐車場等整備事業
〈住環境整備事業〉
・市街地再開発事業 ・優良建築物等整備事業 ・暮らし・にぎわい再生事業 ・住宅市街地総合整備事業
・住宅・建築物安全ストック形成事業 ・狭あい道路整備等推進事業 ・空き家対策総合支援事業
・空き家対策基本事業 ・空き家対策促進事業

〇災害発生時に重要な役割を担う公共施設の機能喪失を防ぐため、これらの施設の計画的な耐震化や建て
替えについては住環境整備事業等を活用し推進する。また、防災上重要な施設を優先的に実施するなど
効率的に実施する。
〇学校施設等の耐震化や建て替え、教室内等の安全対策については、住環境整備事業等を活用して推進す
る。
〇地震発生後の二次災害を防止するため、建築物や宅地等が余震に対して安全であるのかを確認する危険
度判定の体制づくりを推進する。
〇公共施設等総合管理計画に基づき、災害時に住民が利用する避難所や災害対策活動の拠点となる施設、
ライフライン関連施設等、地震発生による人命への重大な被害や住民生活へ深刻な影響を及ぼすおそれ
のある施設については、優先的に耐震対策を行う。
（主要な施策・事業）
●耐震化に向けた戸別訪問

●公共施設等総合管理計画の推進

●被災建築物及び宅地に対する危険度判定士の資格取得及び育成の推進
●適正規模・適正配置等検討事業

●沿道建築物の耐震化対策等

●木造住宅耐震化事業（耐震診断、耐震改修設計、耐震改修工事）
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●非構造部材耐震改修工事

●地域住宅計画に基づく事業及び住環境整備事業を活用した整備事業

◎「家具類の転倒や非構造部材の落下等が発生する」ことを回避するための推進方針
＜家具類の転倒防止対策等＞
〇室内の安全確保のため、家具類の固定等の安全対策の支援を推進する。
〇児童や生徒、乳幼児が被災することを防ぐほか、避難所の安全性を確保するため、学校等の非構造部材
（天井材、照明など）の耐震対策や窓ガラス飛散防止対策の屋内の安全対策を推進する。
（主要な施策・事業）
●室戸市家具転倒防止金具等取付事業

●住宅リフォーム補助金

◎「ブロック塀等の倒壊により住民が死傷する」ことを回避するための推進方針
＜ブロック塀等耐震対策等＞
〇学校や保育園、社会福祉施設、市有施設等のブロック塀等の倒壊により、児童や生徒、施設利用者、職
員などが死傷することを防ぐため、住環境整備事業等を活用して対策を推進する。
〇ブロック塀の転倒が懸念される危険箇所の把握に向け、地区ごとの危険箇所マップの作成などの取組を
自主防災組織に促す。
（主要な施策・事業）
●地区ごとの危険個所マップづくりの促進（自主防災組織活動支援事業）
●住環境整備事業等を活用した耐震化等の促進

最悪の事態
1-2

●コンクリートブロック塀等の耐震対策事業

大規模津波による多数の死者・行方不明者が発生する事態

◎「堤防や水門等のインフラが機能しない」ことを回避するための推進方針
＜防波堤や河川・海岸堤防等の地震・津波対策の推進＞
〇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稼ぐため、防波
堤、河川・海岸堤防や水門等の地震・津波対策を推進する。
〇津波対策として陸こうの常時閉鎖を推進するとともに、開口部閉鎖に係る作業量を低減するため動力化
を推進する。
（主要な施策・事業）
●陸こうの常時閉鎖及び動力化

●高波・高潮対策工事の推進

◎「津波到達までに逃げきれない」ことを回避するための推進方針
＜避難路等の整備及び避難訓練等の実施＞
〇（再掲）学校や保育園、社会福祉施設、市有施設等のブロック塀等の倒壊により、児童や生徒、施設利
用者、職員などが死傷することを防ぐため、住環境整備事業等を活用して対策を推進する。
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〇津波からの早期避難の重要性を認識し、地震発生後に適切に避難行動がとれるよう、啓発するととも
に、市街地整備事業のうち都市防災推進事業を活用して、各地域の避難路・避難タワーなどの整備を推
進する。
〇計画している避難空間の早期整備を進めるとともに、避難訓練により要配慮者の避難が間に合わないな
どの課題が明らかになった地域については、補足的な避難空間を整備することで避難場所の確保を推進
する。
〇来庁者や職員の安全確保と防災拠点となる庁舎を確保するため、耐震化または高台移転を推進する。
〇避難路の安全を確保するため、住宅の耐震化やブロック塀等の安全対策、老朽住宅の除却、沿道建築物
の耐震化等を、住環境整備事業等を活用して推進する。
〇液状化によって、避難路の噴砂や地面のひび割れ、埋設物の浮上等が生じて避難の妨げになることか
ら、液状化が想定される避難路の安全な避難の実現に向けて、避難路の液状化対策工法や液状化するこ
とを踏まえた避難行動などの検討を推進する。
（主要な施策・事業）
●（再掲）住環境整備事業を活用した耐震化等の促進
●庁舎の耐震化または高台移転

●津波避難計画の見直し

●避難路の安全対策

●都市防災推進事業を活用した避難路・避難タワー等の整備の推進

◎「避難行動を取れない要配慮者が津波に飲み込まれる」ことを回避するための推進方針
＜避難行動要支援者名簿の活用＞
〇避難行動要支援者の確実な避難に繋げるため、
「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、実効性のある避難支援体制の構築を推進する。
〇自力で避難できない方が津波に飲み込まれることを防ぐため、要配慮者施設などの高台移転を推進す
る。
（主要な施策・事業）
●避難行動要支援者名簿の更新及び活用

◎「避難場所での滞在中に命を落とす」ことを回避するための推進方針
＜備蓄品や資機材の整備＞
〇避難場所の総点検を実施し、水や防寒用アルミシート、簡易トイレなどの最低限必要な資機材整備を推
進する。
（主要な施策・事業）
●資機材整備の促進

◎「南海トラフ地震臨時情報の発表を活かすことができない」ことを回避するための推進方針
＜地域防災計画及び津波避難計画等の見直し＞
〇南海トラフ地震対策は、突発で発生する地震への対応が基本となるが、臨時情報が発表された場合に
は、その情報を活かし、減災につなげられるように、市の地域防災計画及び津波避難計画の見直しや、
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事業者（医療施設、社会福祉施設を含む）の地震対策の見直し支援を行う。また、市民に対する臨時情
報の啓発も実施する。
（主要な施策・事業）
●地域防災計画等の見直し

●事業者の地震対策への支援

◎「防災に取組む意識が低い」ことを回避するための推進方針
＜防災教育の推進＞
〇自らが自然災害に備える意識の向上や事前の取組を進める風土としていくため、啓発や防災教育などの
取組を充実し、防災意識の向上を図る。
〇災害に強い地域づくりを図るため、防災人材の育成や自主防災組織の活性化を推進する。
（主要な施策・事業）
●各自主防災組織や老人クラブ、学校等への防災出前講座の実施
●防災訓練の実施及び参加への呼びかけ

最悪の事態
1-3

大規模な土砂災害等により多数の死傷者が発生する事態

◎「住宅等が崩壊土砂に飲み込まれる」ことを回避するための推進方針
＜避難体制づくり及び土砂災害対策施設の整備等＞
〇山野の植生がシカの食害を受けることによって地表が露出し、土砂災害の要因となることを防ぐため、
シカの捕獲を推進する。
〇山地災害や地すべりを防止する治山事業や国土保全機能などの森林が有する多面的機能を高めるための
林道を含む森林整備事業による防災・減災対策を推進する。
〇土砂災害防止法の対象とならない危険箇所においても災害が発生する可能性があることから、自主防災
組織における自主的な危険箇所の確認の活動支援や防災学習会の開催支援に努める。
〇土砂災害マップの配布などにより、土砂災害警戒区域等の周知を行う。
〇土砂災害の危険性を住民が意識し確実な避難につなげるため、土砂災害警戒区域等の周知を行う。
〇国・県と連携し、土砂災害時の早期の避難行動や的確な初動対応などの訓練による地域の避難体制づく
りを推進する。
〇土砂災害による人的被害を防ぐため、土砂災害特別警戒区域内の住宅の移転や外壁の補強などが必要で
ある。
〇地震などによる土砂災害を未然に防ぐために、避難所等を優先して砂防や急傾斜地対策のハード整備を
推進する。
（主要な施策・事業）
●がけくずれ住家防災対策事業

●急傾斜地崩壊対策事業

●土砂災害警戒区域等の危険箇所の周知
●大規模土砂災害の危険性に関する講習会・防災学習の実施
●放置されている山林資源の一元管理、整備

●鳥獣被害対策
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＜林業振興策の推進等＞
〇森林の適正管理や森林整備・治山事業が災害に強い森林づくりにつながることの周知を図るとともに、
学校教育における森林保全意識の高揚に努める。
○多様な林業振興施策の推進を図り、森林の適正管理に努める。
〇自伐型林業の推進をはじめ、多様な林業振興施策の推進を図り、森林の適正管理に努める。
〇関係機関と連携し、森林における危険箇所の定期的な点検や必要に応じた対策を行う。
（主要な施策・事業）
●森林整備事業の推進

●森づくりの普及、啓発活動の推進

●森林における危険箇所の点検や治山対策

最悪の事態
1-4

住宅密集地における大規模火災による多数の死者が発生する事態

◎「住宅密集地における大規模火災による多数の死者が発生する」ことを回避するための推進方針
＜常備消防力の維持・強化＞
〇常備消防力の維持・強化に向け、消防車両や消防器具等の適正な維持管理を推進する。
〇消防団員の確保や活動時の安全装備の充実を図る。
（主要な施策・事業）
●消防車両更新及び維持管理
●消防団演習・訓練等実施事業

●消火栓、防火水槽の維持管理業務
●消防団装備品強化

＜火災の未然防止及び発生抑制等＞
〇住宅用火災報知器や火災警報器の設置や更新を進める。
〇初期消火の重要性を周知するとともに、消火訓練を推進する。
〇住民一人一人の火事発生への予防対策の心がけが重要であることから、それらに対する防災意識の向上
を図る。
○住宅用火災警報器設置の周知を図る。
（主要な施策・事業）
●火事発生抑制に向けた啓発

●住宅用火災報知器の設置促進

●住宅防火診断の実施（独居及び高齢者世帯の訪問診断）
●自主防災組織への消火器設置の助成（自主防災組織活動支援事業）

最悪の事態
1-5

弾道ミサイル等の武力攻撃などにより、多数の死傷者が発生する事態

◎「住民に情報が伝わらず、大混乱を招く」ことを回避するための推進方針
＜情報伝達体制の強化等＞
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〇住民一人一人が速やかな避難行動をとることができるよう、内閣官房ＨＰに示されている「弾道ミサイ
ルの落下時の行動について」等の広報資料を活用しながら周知に努める。
〇J-ALERT から伝達される情報を、各住民に確実に伝達することができるよう、関係機関との連携のもと
情報伝達体制の強化や訓練・学習会の実施に努める。
（主要な施策・事業）
●危機事象の発生時においてとるべき行動の周知
●メール配信システム事業

事前に備えるべき
目標２
最悪の事態
2-1

●関係機関のＳＮＳ情報の活用

●防災訓練や防災学習の実施

救助・救急、医療活動等が迅速に行われるとともに、被災者等
の健康・避難生活環境を確実に確保する

食料・飲料水等、生命に関わる物資供給が長期に停止する事態

◎「備蓄や事前対策が不十分で燃料や食料・飲料水等が枯渇する」ことを回避するための推進方針
＜ライフラインの強化及び事業との連携等＞
〇水道施設の耐震化や老朽化対策を推進し、応急給水活動を速やかに実施できるように計画・マニュアル
を策定するとともに水供給体制の早期復旧のための水道ビジョン（水道施設の耐震化の現用や被害想
定）の策定を推進する。
〇ライフライン（水道、電気、ガス、通信）を早期に復旧するためには、事業者の対応拠点や燃料等の資
源の確保が課題となっており、これらの対応策についてライフライン事業者と連携した取組を進める。
〇事業活動の再開には、交通、物流、ライフライン（水道、電気、ガス、通信）の復旧が重要な要素とな
ることから、それぞれの対策を推進する。
〇自助・共助・公助の考えに基づき、家庭や事業所での備蓄を推進するとともに、県と市がそれぞれ公的
備蓄の推進に取組む。
〇災害時の生活用水の水源を確保するため、学校のプールやため池を活用する計画策定や、造水装置（浄
水器など）の配備などを推進する。
〇家庭や地域において、一人 3 日分以上の食料・備蓄を促していくため、啓発活動や自主防災組織におけ
る備蓄の支援に取組む。
（主要な施策・事業）
●備蓄品の整備及び更新事業

●家庭や地域における備蓄の促進に向けた啓発

●造水装置（浄水器など）の確保

●水道施設等の耐震化及び老朽化対策事業

◎「支援物資が届かない」ことを回避するための推進方針
＜速やかな道路啓開の実現及び災害に強い道路網の形成等＞
〇防災拠点へ至るルートの啓開を早期完了することができるよう、道路啓開計画の適宜見直しや訓練を積
み重ね実効性を高める。また、啓開情報を速やかに関係機関と共有するためのシステムの構築を推進す
る。
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〇物資調達・供給を円滑に実施するため、関係機関が連携した仕分け、輸送訓練を実施し、実効性を高め
る。
〇大規模災害時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
砂災害対策や国道、県道、市道の整備及び港湾、漁港の耐震強化岸壁の整備を推進する。
〇市外から避難所まで迅速かつ円滑な物資供給を実現するために、県・市の物資配送計画の策定・見直し
を行うとともに、物資調達・輸送調整等支援システムの運用を習熟するための訓練を実施する。
〇災害時の応急対策活動が円滑かつ迅速に実施できるように、市公用車を緊急通行車両として届け出（事
前届出制度）を行う。また、ライフライン事業者や建設事業者、医療機関に対して緊急通行車両・規制
除外車両の事前届出制度を周知する。
〇災害に強い道路網の形成に向け、道路や橋梁の長寿命化計画を推進する。
〇緊急時の輸送体制の確立に向け、これまでに整備した緊急用ヘリコプター離着陸場の維持管理や新規整
備場所の確保に取組む。
〇「四国広域道路啓開計画」
（四国おうぎ（扇）作戦）
（四国道路啓開等協議会）に基づき、国・県・市・
事業者の役割分担の明確化や訓練の実施により、速やかな道路啓開への備えに取組む。
〇道路啓開において発生する災害廃棄物や土砂の仮置場の確保に向け、候補地の選定を行う。
〇緊急輸送道路の通行を確保するため、住宅の耐震化やブロック塀等の安全対策、老朽住宅の除却、沿道
建築物の耐震化等を推進する。
〇物資配送等に必要な車両の燃料を確保するため、燃料の備蓄を推進する。
〇車両への燃料備蓄として、燃料残量が半分になる前のこまめな満タン給油を、官民協働で推進する。
○事業者との「災害時における自動販売機の無料解除」や「災害時における物資の供給に関する協定」の
締結に取組み、大規模災害時における食料・飲料水等の確保に向けた体制整備に取組む。
（主要な施策・事業）
●道路、橋梁の長寿命化計画の推進

●物資配送計画の策定・見直し

●物資輸送ルート（陸・海・空）の郵送基盤の耐災害化の促進
●輸送訓練の実施

●道路啓開の訓練の実施

●災害時における応急対策業務に関する協定の締結
●市内の道路啓開計画の策定及び見直し●関係機関への事前届出制度の周知
●迅速な道路啓開

●老朽住宅除却

●市公用車等の車両燃料確保の推進

最悪の事態
2-2

●緊急用ヘリコプター離着陸場の維持管理
●官民協働による車両燃料確保の周知

多数かつ長期にわたり、孤立集落等の同時発生する事態

◎「孤立集落の被害状況を把握できない」ことを回避するための推進方針
＜通信手段の確保等＞
〇連絡通信手段を確保するため、通信連絡体制（移動系防災行政無線、戸別受信機、衛星携帯電話等）の
整備を推進する。
〇被災後の円滑な交通ネットワークの復旧を図るため、関係機関が連携した体制の構築や資機材、燃料の
確保を進める。
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（主要な施策・事業）
●災害に強い情報通信設備の配備
●建設事業者と災害応急対策業務及び資材確保に関する協定の締結

◎「孤立状態が短期間で解消できない」ことを回避するための推進方針
＜緊急用ヘリコプター離着陸場等の整備＞
〇（再掲）緊急時の輸送体制の確立に向け、これまでに整備した緊急用ヘリコプター離着陸場の維持管理
や新規整備場所の確保に取組む。
〇集落が孤立するリスクを軽減するため、橋梁の耐震化や道路法面の防災対策、道路施設の機能を将来に
わたって効率的に維持する老朽化対策を計画的に進める。
（主要な施策・事業）
●（再掲）緊急用ヘリコプター離着陸場の維持管理

●橋梁の耐震化及び道路施設の対災害化

◎「孤立状態が長期に及び生活ができなくなる」ことを回避するための推進方針
＜各集落内での資機材等の整備＞
〇孤立状態が長期に及ぶ場合に、命をつなぐことができるように飲料水の確保のため浄水装置の整備等や
食料の備蓄、燃料の確保対策を推進する。
（主要な施策・事業）
●食料等の備蓄の推進

最悪の事態
2-3

警察・消防等の被災により、救助・救急活動等が絶対的に不足する事態

◎「応急活動を担う機関が機能を喪失する」ことを回避するための推進方針
＜庁舎等の耐震化対策等＞
〇総合防災拠点内の施設の被災を軽減するため、施設や非構造部材の耐震化、建て替え、設備等を含めた
老朽化対策を推進する。
〇行政機能が喪失するリスクを軽減するため、庁舎の耐震改修や建て替え等の耐震化、津波浸水予測区域
外への移転、非常用電源の高層階設置、資機材の整備及び食料等の確保を推進する。
〇業務継続計画（BCP）について、訓練の実施により計画の内容を見直し、実効性の向上を図る。また、
計画の見直しや訓練において明らかとなった課題解決に向けた対策を推進する。
〇（再掲）来庁者や職員の安全確保と防災拠点となる庁舎を確保するため、耐震化または高台移転を推進
する。
（主要な施策・事業）
●総合防災拠点施設の耐災害化及び老朽化対策事業
●（再掲）庁舎の耐震化または高台移転

●業務継続計画（BCP）の見直し

●資機材及び備蓄品（食料及び飲料水など）
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◎「応急活動を効率的に展開できない」ことを回避するための推進方針
＜救助・救急活動の体制強化＞
〇（再掲）緊急時の輸送体制の確立に向け、これまでに整備した緊急用ヘリコプター離着陸場の維持管理
や新規整備場所の確保に取組む。
〇発災時の情報収集や救助救出のために、ヘリコプターが円滑に活動できるように体制整備を推進する。
〇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訓練を実施し、受援態勢の構築と実効性の向上を推進する。
〇市外からの応急救助機関、医療救護チームや支援物資等を円滑に受け入れ、被災地支援を速やかに行う
ため、総合防災拠点や SCU に必要な資機材整備を推進する。
（主要な施策・事業）
●（再掲）緊急用ヘリコプター離着陸場の維持管理
●受援態勢の構築

●受援態勢の整備及び強化

◎「応急活動を行う人員・資源が不足する」ことを回避するための推進方針
＜消防団及び自助・共助による救助・救急活動の体制強化＞
〇（再掲）消防団員の確保や活動時の安全装備の充実を図る。
〇消防団員が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、消防団の資機材整備を推進す
る。
〇応急活動時における燃料を確保するため、災害対応型 SS の整備や、警察施設敷地内及び消防機関への
給油施設の整備を推進する。
〇大規模発災時において、道路施設等の閉塞などにより公助による救助・救急活動が困難になることが想
定されるため、個人もしくは自主防災組織に対して訓練や救急講習会の実施、防災資機材の整備に努
め、救助・救急活動の体制強化を図る。
〇市外からの応援部隊の進出拠点を確保するため、応急期機能配置計画の見直しを推進する。
〇大規模災害発生時に被災者の避難誘導、救出救助、行方不明者等、災害警備の最前線で活動する警察官
の増員及び災害用装備資機材の充実強化を推進する。
（主要な施策・事業）
●応急期機能配置計画の見直し
●防災期資機材（バールなど）の整備（自主防災組織活動支援事業）
●（再掲）消防団演習・訓練等実施事業
●防災研修等の実施

最悪の事態
2-4

●（再掲）消防団装備品強化

●災害対応型 SS 等の整備

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、エネルギーの途
絶による医療機能が麻痺する事態

◎「医療施設が機能を喪失する」ことを回避するための推進方針
＜医療機能の維持及び医療体制の確保＞
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〇孤立地域に医療従事者を搬送する仕組みの構築や DMAT 等の活動拠点、航空搬送拠点の機能維持などに
より、地域の医療活動をバックアップする体制整備を推進する。
〇道路網の寸断を想定し、地域での医療提供が可能となるように、各地域に在住する医療関係者のネット
ワークの形成や地域での資機材の保管に努める。
〇医療・社会福祉施設が機能を喪失することを防ぐため、BCP 策定や通信手段の確保、必要な資機材の整
備を推進する。
〇後方搬送ができない状況を想定し、より負傷者に近い現場での医療救護活動を可能な限り強化し、外部
からの支援チームの到着や搬送機能の回復まで地域に残存する医療資源で耐えうる体制をつくる。
〇地域の医師を対象とした災害医療研修、様々な訓練等を実施し、医療救護活動を担う人材の育成を推進
する。
（主要な施策・事業）
●医療救護所の開設に必要となる資機材の保管

◎「医療資源が不足する」ことを回避するための推進方針
＜医療資源の確保等＞
〇災害時医療救護計画に基づき、被害想定や平時における地域の医療資源（ひと・もの）を踏まえた災害
時の医療救護体制を整備する（医療救護活動を担う人材の確保や育成、医療資機材や医薬品等の確保・
備蓄）
。
〇（再掲）市外からの応急救助機関、医療救護チームや支援物資等を円滑に受け入れ、被災地支援を速や
かに行うため、総合防災拠点や SCU に必要な資機材整備を推進する。
〇地域の医療救護活動を支援するため、医療従事者の搬送計画の策定を推進する。
〇人工透析施設の災害時業務計画の作成支援及び、災害時の広域搬送に向けた具体的な運用方法の策定を
推進する。
（主要な施策・事業）
●災害時医療救護計画に基づく医療資源の確保等

最悪の事態
2-5

●（再掲）受援態勢の整備及び強化

被災地における疫病・感染症等が大規模発生する事態

◎「衛生環境が悪化する」ことを回避するための推進方針
＜衛生環境施設の整備及び仮設トイレの確保等＞
〇火葬場やし尿処理施設などの衛生環境の保全ために必要な施設については、耐震化や非常用電源、燃料
などの資機材の確保を推進する。
〇汚水処理機能が停止するリスクの軽減や、将来にわたる効率的な汚水処理機能の維持、停止後の早期復
旧を図るためには、施設の耐震化や老朽化対策、BCP に基づく応急復旧体制の構築と訓練による実効性
の向上を推進する。
〇災害時のトイレ不足に対応するため、仮設トイレの確保及びし尿の収集・処理体制の整備を推進する。
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〇円滑な遺体対応のための検視や火葬の体制の整備を進める。また、死者や行方不明者の公表基準や手順
を定める。
（主要な施策・事業）
●遺体処理体制の整備
●仮設トイレの確保

最悪の事態
2-6

●環境衛生施設の対災害化及び資機材確保
●し尿処理体制の構築

劣悪な避難生活環境、不十分な健康管理による多数の被災者の健康状態が悪化
する事態

◎「避難所を供与できない」ことを回避するための推進方針
＜避難所の確保及び避難所運営体制の整備等＞
〇避難所不足の解消に向けて、学校の教室利用や民間施設の利用を推進する。また地域集会所を耐震化す
るなど、避難所の確保を推進する。
〇福祉避難所不足の解消に向けて、福祉避難所の確保を進めつつ、一般の避難所における要配慮者対応体
制の整備を進める。
〇避難所の速やかな開設や円滑な運営を行うため、避難所運営マニュアルの作成や避難所運営訓練、訓練
を通じたマニュアルのバージョンアップ、資機材整備（簡易トイレ、パーテーション、ガスコンロ等）
により地域が主体となって避難所を運営する体制の整備を推進する。
〇発災後一定期間は、避難所で生活することが想定されるため、避難所の環境整備を推進する。
〇避難所が不足している地域もあるため、地域ごとの避難者数を踏まえた広域避難体制の構築が必要であ
る。
〇被災者とペットが共に避難できる避難所の確保やペットの保護体制の整備を推進する。
（主要な施策・事業）
●近隣市町村との広域避難体制の構築

●避難所の資機材整備 ●避難所の環境整備

●避難所運営マニュアルの作成及び訓練の実施

◎「災害時に避難所となる学校施設が機能しない」ことを回避するための推進方針
＜学校施設の耐災害性の向上＞
〇体育館や校舎は、災害時に避難所となることから、老朽化したトイレを改修し、防災機能強化を進め
る。
〇（再掲）児童や生徒、乳幼児が被災することを防ぐため、学校等の非構造部材（天井材、照明など）の
耐震対策や窓ガラス飛散防止対策等の屋内の安全対策を推進する。
（主要な施策・事業）
●学校施設の防災機能の向上

●非構造部材等の安全対策の実施

◎「避難所で感染症が集団発生する」ことを回避するための推進方針
＜感染症等の予防、防疫活動の実施等＞
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〇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 訓練等で実効性の向上を推進する。
〇保健衛生活動体制の整備を推進するため、マニュアル策定や改定を推進する。
〇避難所における感染症やインフルエンザ等の流行を予防するため、マスクの着用や手指消毒の奨励、防
疫活動に努める。また、感染症の発症が確認された際の患者の隔離、消毒の実施等の蔓延防止措置を推
進する。
（主要な施策・事業）
●南海トラフ地震時保健活動マニュアルの見直し

●防疫活動の実施に向けた体制強化

◎「災害関連死が発生する」ことを回避するための推進方針
＜保健支援活動の体制整備等＞
〇避難所生活における保健衛生活動や心のケアを確実に実施できる体制整備の推進。
〇被災による心的外傷後ストレス障害（ＰＴＳＤ）、生活の激変による依存症に対して、関係機関との連
携のもと専門的な相談・支援が行える体制づくりに努める。
〇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、DPAT の円滑な受入体制を整備する。
〇発生後は、生活環境の悪化や被災の心理的影響から、体調を崩したり、病気になったりすることも想定
されることから、関係機関との連携のもと、被災者の健康支援に努める。
〇（再掲）総合防災拠点内の施設の被災を軽減するため、施設や非構造部材の耐震化、建て替え、設備等
を含めた老朽化対策を推進する。
〇被災した要配慮者の避難生活や治療の継続を支援するための仕組みづくりを推進する。
（主要な施策・事業）
●（再掲）総合防災拠点施設の耐災害化及び老朽化対策事業

◎「避難生活が長期化する」ことを回避するための推進方針
＜応急仮設住宅等の確保＞
〇避難所生活の長期化を防ぐため、応急仮設住宅や災害公営住宅等、被災者の住まいを速やかに確保する
対策を推進する。
〇応急期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、業界団体等と連携した体制を構築
する。
（主要な施策・事業）
●応急仮設住宅等の確保

●建築資材・作業員の確保対策の推進

◎「地震発生直後に近隣住民による共助ができない」ことを回避するための推進方針
＜自主防災組織の育成強化＞
〇防災に強い地域づくりを目指し、防災人材の育成や自主防災組織などの活性化を推進する。
〇共助の取組の活性化を図るため、自主防災組織の活動内容の充実や新たなリーダーの育成を推進する。
〇被災者が、避難所において安全な避難生活をすごすことができるように、避難所運営のためのマニュア
ル作成とともに、住民を巻き込んだ実践的な訓練の実施を推進する。
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（主要な施策・事業）
●防災士の資格取得支援

事前に備えるべき
目標３
最悪の事態
3-1

● 各地域における防災訓練の実施支援

必要不可欠な行政機能は確保する

被災による現地の警察機能の大幅な低下により、治安が悪化する事態

◎「警察機能の低下により、治安が悪化する」ことを回避するための推進方針
＜地元警察との連携＞
〇大規模災害時には、警察機能の低下が想定されることから、消防団員等が中心となって、各地域の治安
維持に努める。
〇大規模災害時には、治安の悪化が懸念されることから、地元警察との連携を図りながら、治安の維持に
努める。
（主要な施策・事業）
●関係機関との情報共有及び住民への情報伝達手段の確保
●災害時における治安悪化によって生じる事態に関する啓発

最悪の事態
3-2

行政機関の職員・施設等の被災による行政機能が大幅に低下する事態

◎「施設が被災し行政機能を喪失する」ことを回避するための推進方針
＜庁舎の耐震化対策等＞
〇南海トラフ地震の発生時に県及び市等が迅速・的確な応急救助活動を実施するために既存の防災行政無
線システムを含めた様々な情報伝達・収集手段の多重化を推進する。
〇（再掲）行政機能が喪失するリスクを軽減するため、庁舎の耐震改修や建て替え等の耐震化、津波浸水
予測区域外への移転、非常用電源の高層階設置、資機材の整備及び食料等の確保を推進する。
〇（再掲）来庁者や職員の安全確保と防災拠点となる庁舎を確保するため、耐震化または高台移転を推進
する。
（主要な施策・事業）
●（再掲）庁舎の耐震化または高台移転

●情報伝達・収集手段の多重化

●資機材及び備蓄品（食料及び飲料水など）

◎「職員が参集できない」ことを回避するための推進方針
＜住宅の耐震化対策等＞
〇職員やその家族が被災し、参集人員が減少することを防ぐため、建築物の耐震化や室内の安全対策を推
進する。
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（主要な施策・事業）
●住宅の耐震化対策

●家具類の転倒防止対策

◎「行政機関が迅速に災害対応できない」ことを回避するための推進方針
＜行政機能の維持及び受援態勢の強化等＞
〇（再掲）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訓練を実施し、受援態勢の構築と実効性の向上を推進する。
〇（再掲）業務継続計画（BCP）について、訓練の実施により計画の内容を見直し、実効性の向上を図
る。また、計画の見直しや訓練において明らかとなった課題解決に向けた対策を推進する。
〇（再掲）市外からの応急救助機関、医療救護チームや支援物資等を円滑に受け入れ、被災地支援を速や
かに行うため、総合防災拠点や SCU に必要な資機材整備を推進する。
〇大規模災害時の即応体制の確保のためには、被災後の職員の動員体制の整備を推進する。
〇大規模災害時においても適切な行政運営が図られるように、策定済みの業務継続計画（BCP）や初動対
応マニュアルの見直しを行うなど、実効性の向上を推進する。
〇大規模災害発生時においては、災害時相互応援協定に基づく県・他自治体からの職員の支援をはじめ、
緊急消防援助隊や警察災害派遣隊、自衛隊の災害派遣といった様々な救援・救助部隊の活動が想定され
ることから、受入体制の構築に向けた受援計画の作成に取組む。
〇職員の危機管理能力の向上を図るため、研修や訓練の内容を充実させる。
〇地震発生後の災害対応業務を防災関係機関と連携して行うため、災害対策本部体制の更なる強化を推進
する。
〇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推進する。
○応急活動時における車両や発電機の燃料を確保するため、燃料の備蓄を推進する。
〇応急活動の実効性を高めるため、外部からの応援職員の受入体制の整備が必要である。また訓練等によ
る検証と見直しを行い受援態勢の強化を推進する。
〇市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を推進する。
（主要な施策・事業）
●受援計画の作成

●（再掲）受援態勢の構築

●応急活動用の燃料備蓄の推進

●災害対策本部訓練（BCP、初動マニュアルに基づく訓練）の実施
●職員初動マニュアルの見直し

●（再掲）業務継続計画（BCP）の見直し

●（再掲）受援態勢の整備及び強化

事前に備えるべき
目標４
最悪の事態
4-1

●様々な職員研修、防災研修の実施

必要不可欠な情報通信機能・情報サービスは確保する

情報通信等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り災害情報が伝達できない」ことを回避するための推進方針
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＜情報通信網の耐災害性の向上＞
〇南海トラフ地震の発生時に迅速・的確な応急活動を実施するために既存の防災行政無線を含めた様々な
情報伝達・収集手段の多重化を推進する。
〇効率的にライフライン（電気、通信）の復旧作業を行うためには、病院や災害対策本部を設置する施設
などの重要施設の事前情報と、各関係機関からリアルタイムで提供される道路啓開やライフラインの機
能障害などの情報を一元化して集約する必要があるため、これらの情報を一元管理できるマップを作成
する。
〇（再掲）J-ALERT から伝達される情報を、各住民に確実に伝達することができるよう、関係機関との連
携のもと情報伝達体制の強化や訓練・学習会の実施に努める。
〇ラジオは災害発生時の重要な情報入手手段であるため、市内の難聴地域の解消を図る。
（主要な施策・事業）
●道路啓開情報や被害情報などを一元管理できるマップの作成
●（再掲）メール配信システム事業

最悪の事態
4-2

災害時に活用する情報サービスの機能停止による避難行動の遅れ等で、多数の
死傷者が発生する事態

◎「地震情報や被災状況などの災害情報が伝達できない」ことを回避するための推進方針
＜避難所情報等の周知徹底＞
〇（再掲）住民一人一人が速やかな避難行動をとることができるよう、内閣官房ＨＰに示されている「弾
道ミサイルの落下時の行動について」等の広報資料を活用しながら周知に努める。
〇観光客や通行者などの地理不案内者が確実に避難できるためには、避難場所情報の提供方法を検討し、
それに基づく対策を推進する。
〇住民に発災時の様々な災害情報を確実に伝達するため、防災行政無線の難聴地域に対する戸別受信機の
設置の促進や情報伝達手段の多様化を推進する。
（主要な施策・事業）
●観光ガイドブックや観光案内看板等での緊急避難場所周知の推進
●防災マップ等の配布

事前に備えるべき
目標５
最悪の事態
5-1

●（再掲）関係機関の SNS 情報の活用

●戸別受信機設置事業

経済活動を機能不全に陥らせない

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が停滞する事態

◎「事業活動が再開できないことにより雇用状況の悪化や経済が停滞する」ことを回避するた
めの推進方針
＜事業活動の継続＞
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〇従業員の被災は、事業活動の再開に大きく影響するため、事業所の耐震化を推進する。
〇事業活動を早期に再開させるため、業務継続計画（BCP）策定の取組の強化を図るとともに、実効性の
向上を推進する。
〇（再掲）事業活動の再開には、交通、物流、ライフライン（水道、電気、ガス、通信）の復旧が重要な
要素となることから、それぞれの対策を推進する。
○当該施設が津波などの災害により大きく損傷し、海洋深層水を長期間供給できなくなると、県内約 110
億円（市内約 63 億円）の海洋深層水産業が停滞することになるため、被害を最小限に抑え、早期復旧
できるよう対策を推進する。
○津波や台風などによる漁業関連施設の被害を最小限に抑え、早期復旧できるよう対策を推進する。
（主要な施策・事業）
●市内事業者の BCP 作成支援

最悪の事態
5-2

●事業所の耐震化や避難訓練の実施

重要な産業施設の損壊、火災、爆発等が発生する事態

◎「火災、爆発等が発生する」ことを回避するための推進方針
＜危険物取扱施設の対策＞
〇ガソリンスタンドなどの危険物取扱施設の耐災害性の向上を図る。
（主要な施策・事業）
●危険物取扱施設の耐災害性の向上に向けた啓発

最悪の事態
5-3

基幹的交通ネットワーク（国道、港湾等）の機能が停止する事態

◎「基幹的交通ネットワーク（国道、港湾等）が機能停止する」ことを回避するための推進方針
＜国道等の耐災害性の向上及び早期啓開対策等＞
〇（再掲）住宅・建築物の倒壊による死者の発生、避難路の閉塞、火災等の被災を防ぐため、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、住環境整備事業等の事業を活用し、住宅・建築
物の耐震化を推進する。
〇被災後の円滑な交通ネットワークの復旧を図るため、港湾における BCP に基づいた訓練・検証・計画の
見直しによる実効性の向上を推進する。
〇（再掲）被災後の円滑な交通ネットワークの復旧を図るため、関係機関が連携した体制の構築や資機材
の確保を進める。
〇災害時の物流や救急搬送等の要因となる国道、県道の耐災害性の向上に資する整備の要望を進めるとと
もに、本市では、基幹道路である国道 55 号が大規模災害時には寸断され、陸の孤島となることが想定
されることから、代替ルート整備の要望も併せて取組む。
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〇大規模災害発生時においても陸、海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、港
湾・漁港における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
寿命化についても推進する必要があることから関係機関との連携を強化する。
〇交通ネットワークの安全性を確保するため、住宅の耐震化やブロック塀等の安全対策、老朽住宅の除
却、沿道建築物の耐震化等を推進する。
〇道路啓開において重要な役割を担う建設業が、事業を継続できる体制づくりを推進する。
〇河川や漁港、港湾、海岸における津波による漂流物がもたらす被害を軽減するための対策を推進する。
〇交通運輸事業者における地震発生時の被害を最小限にとどめ、早期の事業活動が再開できるよう、BCP
の策定を推進する。
〇早期の漁港啓開のため、啓開作業船の早期導入のための位置・回航情報システムの活用に向けた関係機
関との運用調整を推進する。
（主要な施策・事業）
●関係機関への要望活動の実施
●交通運輸事業者の BCP 作成支援
●BCP に基づいた訓練等の実施

最悪の事態
5-4

●関係機関との連携体制の構築
●（再掲）沿道建築物の耐震化対策等
●漂流物対策の実施

食料等の安定供給が停滞する事態

◎「生産基盤等が致命的な被害を受け、食料等を生産できない」ことを回避するための推進方針
＜産業基盤の強化等＞
〇早期に生産・流通活動を再開するためには、業界団体による事業継続体制の整備を推進する。
○災害時においても経済活動が継続されるよう農業水利施設の長寿命化計画の作成による産業基盤の強化
を推進する。
〇災害時においても建設事業者の事業の継続が図られるよう、BCP の策定を推進する。また、災害時に活
用可能な重機や資機材、人材の把握に努める。
〇災害に備え、耕作放棄地を減らし農地を確保するためには、防護柵の整備をはじめとした農作物等を鳥
獣被害から守るための取組を推進する。
（主要な施策・事業）
●基盤整備事業

事前に備えるべき
目標６

最悪の事態
6-1

●建設事業者の BCP 作成支援

●耕作放棄地対策

ライフライン、燃料供給関連施設、交通ネットワーク等の被害を最小
限に留めるとともに、早期に復旧させる

電気、石油、LP ガスの供給が停止する事態

◎「電気、石油、LP ガスの供給が停止する」ことを回避するための推進方針
＜ライフラインの早期復旧対策及びエネルギー供給事業者との連携強化＞
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〇ライフライン（水道、電気、ガス、通信）を早期に復旧するためには、事業者の対応拠点（復旧に必要
な車両の駐車場や資機材の仮置き場）や燃料等の資源の確保が課題となっており、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市で連携した取組を進める。
〇道路啓開計画に位置付けられた重要施設（病院や災害対策本部を設置する施設など）までのルートの啓
開を早期に完了できるよう、訓練を積み重ね実効性を高めていく。
〇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には、災害対応型 SS の整備を推進する。
〇（再掲）応急活動時における燃料を確保するため、災害対応型 SS の整備や、警察施設敷地内及び消防
機関への給油施設の整備を推進する。
〇（再掲）車両への燃料備蓄として、燃料残量が半分になる前のこまめな満タン給油を、官民協働で推進
する。
〇電力会社が実施している電力設備の復旧訓練の継続実施を促すとともに、市や地域との合同訓練につい
ても検討する。
〇災害時においても、速やかなエネルギーの確保が行われるよう、電気、石油、LP ガスの供給事業者との
協定締結により、確実な供給体制の構築や速やかな復旧への備えに取組む。
○（再掲）事業者との「災害時における自動販売機の無料解除」や「災害時における物資の供給に関する
協定」の締結に取組み、大規模災害時における食料・飲料水等の確保に向けた体制整備に取組む。
〇LP ガスを供給できるように、電力が喪失しても活動できる設備を兼ね備えている LP ガス中核充填所に
おいて、防災拠点や避難所等への LP ガスの供給を想定した訓練を実施する。
（主要な施策・事業）
●（再掲）官民協働による車両燃料確保の周知
●重要施設までの迅速な道路啓開

●（再掲）災害対応型 SS 等の整備

●エネルギー供給事業者との協定締結

●各事業者の対応拠点や燃料等の確保

●電力会社が実施している電力設備の復旧訓練

●LP ガス供給事業者との防災訓練の実施

最悪の事態
6-2

上水道等の供給が長期間にわたり停止する事態

◎「上水道等が長期間にわたり供給停止する」ことを回避するための推進方針
＜水道施設の耐震化及び飲料水の確保等＞
〇（再掲）孤立状態が長期に及ぶ場合に、命をつなぐことができるように飲料水の確保のため浄水装置の
整備等や食料の備蓄、燃料の確保対策を推進する。
〇大規模災害時に速やかに飲料水や生活用水を給水できるように、水源の確保が必要である。
〇水道施設が損傷した場合に、速やかな飲料水の確保に向け、応急給水の体制強化に努める。
〇災害時において水道施設に損傷が生じる事態に備えて、復旧用配管材料等の確保や復旧活動に従事する
民間事業者との協定の締結に取組む。
〇飲料水や生活用水の確保のために、水道施設の耐震化、老朽化対策を推進する。
〇ライフライン（水道、電気、ガス、通信）の早期復旧のためには、道路啓開や重要施設の復旧情報の可
視化、事業者の復旧作業に必要な資機材置き場の確保を推進する。
〇応急給水活動を速やかに実施できる体制や水供給の早期復旧の体制整備に取組む。
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（主要な施策・事業）
●応急給水の実施に向けた関係機関との連携強化
●水道の復旧に従事する民間事業者との協定締結
●各事業者の対応拠点や復旧作業に必要な広場の確保
●（再掲）食料等の備蓄の推進

最悪の事態
6-3

●飲料水の確保

●老朽管路更新事業

汚水処理施設等が長期間にわたり機能停止する事態

◎「汚水処理施設等が長期間にわたり機能停止する」ことを回避するための推進方針
＜汚水処理施設の耐震化＞
〇汚水処理機能が停止するリスクの軽減と、汚水処理機能を将来にわたって効率的に維持するため、汚水
処理施設の耐震化や老朽化対策等を推進する。
（主要な施策・事業）
●汚水処理施設の耐震化対策事業等

最悪の事態
6-4

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」ことを回避するための推進方針
＜災害に強い道路網の形成及び速やかな道路啓開の実現＞
〇（再掲）住宅・建築物の倒壊による死者の発生、避難路の閉塞、火災等の被災を防ぐため、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、住環境整備事業等の事業を活用し、住宅・建築
物の耐震化を推進する。
〇緊急輸送道路の通行を確保するため、住環境整備事業等の活用により、沿道にある建築物の耐震化を推
進する。
〇（再掲）防災拠点へ至るルートの啓開を早期完了することができるよう、道路啓開計画の適宜見直しや
訓練を積み重ね実効性を高める。また、啓開情報を速やかに関係機関と共有するためのシステムの構築
を推進する。
〇停電時においても安全な交通を確保するため、信号の非常用電源の確保や老朽化している交通信号機の
更新や交通情報関連機器の整備等を要望する。
〇（再掲）被災後の円滑な交通ネットワークの復旧を図るため、関係機関が連携した体制の構築や資機材
の確保を進める。
〇（再掲）交通運輸事業者における地震発生時の被害を最小限にとどめ、早期の事業活動が再開できるよ
う、BCP の策定を推進する。
〇災害発生時に道路ネットワークを確保するためには、道路の被災そのものを低減するため、引き続き、
橋梁の耐震対策や道路法面の防災対策を推進する。
〇（再掲）交通ネットワークの安全性を確保するため、住宅の耐震化やブロック塀等の安全対策、老朽住
宅の除却、沿道建築物の耐震化等を推進する。
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（主要な施策・事業）
●（再掲）関係機関との連携体制の構築
●道路施設の耐災害化事業

●災害に強い道路網の形成

●（再掲）沿道建築物の耐震化対策等

事前に備えるべき
目標７
最悪の事態
7-1

●（再掲）道路啓開の訓練の実施

●（再掲）交通運輸事業者の BCP 作成支援

制御不能な二次災害を発生させない

地震火災、津波火災による市街地の延焼が拡大する事態

◎「地震火災、津波火災により市街地が延焼拡大する」ことを回避するための推進方針
＜出火及び延焼防止対策の実施＞
〇（再掲）住民一人一人の火事発生への予防対策の心がけが重要であることから、それらに対する防災意
識の向上を図る。
〇津波火災を引き起こす要因の一つである、農業用、漁業用屋外燃油タンク等からの燃料流出を防ぐた
め、関係機関と連携した屋外燃油タンク対策を推進する。
〇消火活動で重要な役割を担う消防団員の定数の確保に向けた取組を推進する。
〇住宅・建築物の防火性能等の安全確保を推進する。
〇延焼を防止するため、重点推進地区において街頭消火器・防火水槽の整備を推進する。
〇津波火災対策として、漂着物、漂流物、漂流油への具体的な消火方法、漂着物が出火した場合の避難誘
導方法について検討する。
〇感震ブレーカーの普及啓発を進めるとともに、感震ブレーカーが設置できない場合は、避難するときに
ブレーカーを落とす啓発を推進する。
（主要な施策・事業）
●感震ブレーカーの普及に向けた啓発
●消火器、防火水槽の整備

●消防団員の定数確保

●住宅防火診断の実施

●（再掲）火事発生抑制に向けた啓発

●消火及び避難誘導訓練の実施

●屋外燃油タンクの燃料流出対策

最悪の事態
7-2

ため池などの損壊・機能不全により、二次災害が発生する事態

◎「ため池などの損壊・機能不全により二次災害が発生する」ことを回避するための推進方針
＜ため池の対策＞
〇耐震性を有していないため池などは、耐震化を推進する。
〇洪水処理能力等が不足しているため池については、豪雨対策を推進する。
（主要な施策・事業）
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●ため池の耐震化事業

最悪の事態
7-3

有害物資等が大規模拡散・流出する事態

◎「有害物質等が大規模拡散・流出する」ことを回避するための推進方針
＜危険物施設の対策＞
〇地震や津波による高圧ガス施設等の転倒・流出による、ガス漏洩を防止するための安全対策を推進す
る。

事前に備えるべき
目標８
最悪の事態
8-1

社会・経済が迅速かつ従前より強靭な姿で復興できる条件を整備する

復興指針や土地利用方針が定まらず復旧・復興が大幅に遅れる事態

◎「復興方針や土地利用方針が定まらず復旧・復興が大幅に遅れる」ことを回避するための推進方針
＜復興指針等の策定＞
○被災したとしても速やかに復興に取り組めるようにするため、復興グランドデザインの検討や都市復興
のための事前準備、復興組織体制、復興方針の事前検討を推進する。
（主要な施策・事業）
●都市復興のための復興組織体制整備、復興方針策定等

◎「復興工事が進まず復旧・復興が遅れる」ことを回避するための推進方針
＜建設事業者の事業継続等＞
〇（再掲）災害時においても建設事業者の事業の継続が図られるよう、BCP の策定を推進する。また、災
害時に活用可能な重機や資機材、人材の把握に努める。
〇（再掲）道路啓開において重要な役割を担う建設業が、事業を継続できる体制づくりを推進する。
〇大規模災害時における建設関係技術者の人材確保に向け、行政の技術職員 OB やボランティアの確保・
育成に努める。
○建設事業者の育成に向け、県及び市が実施する各種研修の情報提供に努める。
〇復旧・復興の重要な担い手となるボランティアの円滑な受入に向け、ボランティアセンターの開設、運
営の訓練に努める。
〇復興に伴う工事等から反社会的勢力を排除することにより、健全な復興事業を推進する。
（主要な施策・事業）
●技術職員 OB の名簿作成、更新

●ボランティアセンター運営訓練

●（再掲）建設事業者の BCP 作成支援

●建設事業者の育成
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●建設事業者の所有する重機や資機材、人材の把握

最悪の事態
8-2

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」ことを回避するための推進方針
＜災害廃棄物適正処理の体制構築＞
〇膨大な発生量が予測される災害廃棄物を迅速かつ適切に処理するために、策定された災害廃棄物処理計
画について見直しによるバージョンアップを推進する。
〇速やかな災害廃棄物の処理に向け、災害廃棄物処理計画の策定に努める。
〇迅速な災害からの復興を図るため、災害廃棄物処理を被災現場で実務的に担っていく人材の育成を推進
する。
〇災害廃棄物の仮置場の用地確保を推進するとともに、公的機関や民間団体における受入条件や処理可能
量等の確認を行い、協定や覚書により、災害発生時における処理体制の構築を推進する。
〇迅速な損壊家屋等の解体撤去に向けた、関係団体との協力協定の締結と実効性の向上を推進する。
〇災害においても確実にゴミ処理を行うため、焼却施設やし尿処理施設における非常用電源や燃料の確
保、BCP 策定を進める。また施設の耐震化を推進する。
（主要な施策・事業）
●災害廃棄物処理計画の策定、見直し

●災害廃棄物の処理

●災害廃棄物の受入・処理等に関する民間事業者との協定

最悪の事態
8-3

●宅地・家屋の応急危険度判定

生活環境が整わないことにより生活を再建することができない事態

◎「生活環境が整わないことにより生活を再建することができない」ことを回避するための推進方針
＜応急仮設住宅等の確保及び被災者の生活再建支援＞
〇地震・津波で土地の境界が不明確になることを防ぐため、地籍調査を推進する。
〇被災者に対して速やかに応急仮設住宅を供給できるように、応急仮設住宅の建設用地の確保を推進す
る。
〇関係団体と連携し、応急仮設住宅や災害公営住宅等、被災者の住まいを速やかに確保する体制を整備す
る。
〇罹災証明書をはじめ、災害弔慰金、災害障害見舞金等の事務処理手続き等を迅速かつ的確に行うため、
連絡体制の強化や事務処理手続きの周知等に取組む。
〇罹災証明書の円滑な発行を行うため、住家の全壊・半壊等を調査する住家被害認定士の育成を推進す
る。
〇地域再生法に基づき、地域における就業機会の創出、経済基盤の強化及び生活環境整備のための基盤と
なる施設のうち、室戸市まち・ひと・しごと創生総合戦略に位置づけたものの整備を行う。
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〇早期に教育環境などを復旧できるように、学校・保育所において、学校再開計画の策定や保育所の BCP
策定などを推進する。
〇災害発生時における地方公共団体の業務をトータル的に支援する「被災者支援システム」の活用に向け
た研修会の実施により、災害対応の能力向上に努める。
〇被災者の生活を支援するため、災害時におけるボランティア活動が円滑に行われるように体制づくりを
推進する。
〇被災者が早期に生活再建できるように「被災者生活再建支援制度」に関する研修を実施し、職員の対応
能力の向上を図る。
〇被災者に生活再建に関係する情報を速やかに提供できる体制の整備を推進する。
（主要な施策・事業）
●建設予定候補地の確保

●建設事業者等との連携、協定締結

●被災者支援システムの活用に向けた研修会の実施

●地籍調査事業

●各種手続きに関する研修への参加

●学校再開計画の策定及び保育所の BCP 策定の推進
●室戸市まち・ひと・しごと創生総合戦略の進捗管理
●建築物応急危険度判定士の招集に関する協定の締結
●災害ボランティアの活動体制構築

最悪の事態
8-4

●被災者生活再建支援制度の整備

●住家被害認定士の育成

文化財等が損失する事態

◎「かけがえのない文化財や文化財建築物が災害により損壊する」ことを回避するための推進方針
＜文化財等の継承＞
〇かけがえのない文化財や文化財建造物を災害から守り、次の時代に受け継いでいくため、文化財建造物
の耐震対策、文化財所有者への防災意識の啓発、浸水区域にある文化財所有者への寄託要請等を推進す
る。
（主要な施策・事業）
●文化財建造物の耐震対策

事前に備えるべき
目標９
最悪の事態
9-1

●防災意識の啓発

自助・共助に基づく地域防災力を高める

住民一人一人の防災意識の低下により、被害が拡大する事態

◎「防災意識の低下により、被害が拡大する」ことを回避するための推進方針
＜防災意識の高揚＞
〇（再掲）住民一人一人が速やかな避難行動をとることができるよう、内閣官房ＨＰに示されている「弾
道ミサイルの落下時の行動について」等の広報資料を活用しながら周知に努める。
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〇防災意識の低下により被害が拡大する場合があるため、様々な機会を通じて住民一人一人が防災意識の
高揚に努める。
（主要な施策・事業）
●（再掲）防災訓練や防災学習の実施

最悪の事態
9-2

●学校や公民館等への防災出前講座の実施

人口減少、少子高齢化等の進行により、地域防災力の低下が生じる事態

◎「人口減少、少子高齢化等の進行により、地域防災力の低下が生じる」ことを回避するための推進方針
＜地域の防災活動の担い手の育成等＞
〇地域の防災活動の担い手となる自主防災組織をはじめ、消防団や女性防火クラブなどの活動支援に努め
る。
〇地域の防災活動のリーダーとなる人材育成に向け、防災士の資格取得の支援に取組む。
〇災害時における共助が発揮されるためには、日常からの住民同士の交流が重要であることから、集落活
動センターやあったかふれあいセンターを活用した交流機会の創出に努める。
〇住民、自主防災組織、学校、事業者、ボランティア、県、市、その他の関係者が、協働の体制により、
防災・減災対策に努める。
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施策の重点化

１．施策の重点化の考え方
国の基本計画では、限られた資源で効率的・効果的に国土強靭化を実現するために重要な 45
の起きてはならない最悪の事態を設定し、国の役割の大きさ、影響の大きさと緊急度等を考慮
して、重点化すべき事態を選定している。
本計画では、国及び県の計画を参考に、32 の起きてはならない最悪の事態を想定しており、
以下の 5 つの項目を基に優先度を総合的に判断して、11 の重点化すべき事態を選定した。
【基本計画との関連性】
○基本計画における重点化すべき事態と、本市の起きてはならない最悪の事態との関連性の
強さを評価
【室戸市の方向性】
○市の最上位計画である「室戸市総合振興計画」に定められている本市の将来像を実現する
ための方向性の関連を総合的に評価
【影響の大きさ】
○「起きてはならない最悪の事態」による本市での被害想定（死者数、重傷者数、建物全半
壊棟数など）の大きさや当該事態が与える影響の大きさを評価
【室戸市の役割の大きさ】
○国・県・民間事業者など、それぞれの取組主体が適切な役割分担と連携のもと、事態の回
避に向けた取組を推進する上で、室戸市が担うべき役割の大きさを評価
【他事態の回避や被害軽減の寄与度】
○それぞれの事態間の相互依存関係を考慮し、当該事態を回避することによる他の複数の事
態の回避や被害軽減への寄与度を評価
（例：「2-2 多数かつ長期にわたり、孤立集落等が同時発生する事態」を回避すれば、
「5-4
食料等の安定供給が停滞する事態」の回避に寄与する）
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２．重点化すべき「起きてはならない最悪の事態」
この重点化すべき起きてはならない最悪の事態については、その重要性に鑑み、進捗状況、
関係機関における施策の具体化の状況等を踏まえつつ、更なる重点化を含め取組の一層の推進
に努めるものとする。
表９：重点化すべき起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）
事前に備えるべき目標

起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）
1-1

建物倒壊等による多数の死傷者、自力脱出困難者が発生する事態

1-2

大規模津波による多数の死者・行方不明者が発生する事態

1-3

大規模な土砂災害等により、多数の死傷者が発生する事態

2-1

食料・飲料水等、生命に関わる物資供給が長期に停止する事態

2-3

警察・消防等の被災による救助・救急活動等が絶対的に不足する事態

2-6

劣悪な避難生活環境、不十分な健康管理による多数の被災者の健康状
態が悪化する事態

3.必 要 不 可 欠 な 行 政 機 能 は 確 保
する

3-2

行政機関の職員・施設等の被災による行政機能が大幅に低下する事態

4.必 要 不 可 欠 な 情 報 通 信 機 能 ・
情報サービスは確保する

4-1

情報通信等の長期停止による災害情報が伝達できない事態

5-3

基幹的交通ネットワーク（国道、港湾等）の機能が停止する事態

6-1

電気、石油、LP ガスの供給が停止する事態

6-2

上水道等の供給が長期間にわたり停止する事態

1.直 接 死 を 最 大 限 防 ぐ

2.救 助 ・ 救 急 、 医 療 活 動 等 が 迅
速に行われるとともに、被災
者等の健康・避難生活環境を
確実に確保する

5.経 済 活 動 を 機 能 不 全 に 陥 ら せ
ない
6.ラ イ フ ラ イ ン 、 燃 料 供 給 関 連
施設、交通ネットワーク等の
被害を最小限に留めるととも
に、早期に復旧させる
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計画の推進と進捗管理

１．計画の推進
国土強靭化の推進には、市をはじめ、国や県、防災関係機関、民間事業者、自主防災組織、
市民一人一人が役割を担うという認識のもと、適切な「自助」、
「共助」及び「公助」の役割分
担のもとで、それぞれが連携して施策や事業の推進を図る。
また、本計画に基づき、市等が実施する施策や事業については、国や県の補助金や交付金等
を効果的に活用する。
２．計画の進捗管理
本計画に基づく強靭化施策を確実に推進するため、その具体的な取組内容や目標値等を記載
した「室戸市国土強靭化アクションプラン」（以下「アクションプラン」という。）を本計画と
は別に策定することとする。
このアクションプランを毎年検証し、PDCA サイクルによる施策の進捗管理を行い、必要に応
じて本計画の見直しを図るものとする。
また、本計画に関連する「室戸市総合振興計画」や「室戸市地域防災計画」等の見直しが行
われた場合は、関連する脆弱性評価や推進方針についても、適宜見直しを図るものとする。

室戸市国土強靭化地域計画
Plan
STEP1

地域を強靭化する上で目標の明確化

STEP2

起きてはならない最悪の事態、施策分野の設定

STEP3

脆弱性の分析・評価、課題の検討

STEP4

リスクへの対応方策の検討

STEP5

対応方策についての重点化、優先順位付け

Do

Check

計画的に実施

結果の評価

Action

図３：PDCA サイクルのイメージ
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３．計画の見直し
本計画は、地域強靭化の推進に関して、長期を展望しつつ、中長期的な視野のもとで施策の
推進方針や方向性を明らかにすることとし、本市を取り巻く社会・経済情勢等の変化や地域強
靭化の施策の推進状況等を考慮し、おおむね 5 年ごとに計画内容の見直しを行うこととする。
なお、各施策の進捗状況等や脆弱性評価に関する課題への対応の充実度合いに合わせて、必
要に応じて変更の検討及びそれを踏まえた所要の変更を行うものとする。
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（別紙）

（別紙）市単独では対応が困難な課題
◎国・県との連携
○本市の主要道路は国道 55 号のみであり、これまでにも比較的小規模な台風等であっても、高波・
高潮による通行規制や堤防等の決壊、道路面の陥没、道路法面の崩壊等の被害が相次いでおり、一
時的ではあるが陸の孤島となる事態が頻繁に起こっていることから、国道の耐災害性の向上に資す
る整備の要望を強く進めるとともに、国道の寸断により陸の孤島となることを回避するため、代替
ルート整備の要望も併せて取組む。
○県道の耐災害性の向上に資する整備の要望を進めるとともに、大規模災害時には、基幹道路である
国道が寸断されることで、陸の孤島となることが想定されることから、代替ルート整備の要望も併
せて取組む。
○陸、海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、港湾・漁港における耐震強
化岸壁の整備等を推進する。
○国・県が指定している緊急輸送道路ネットワークに加え、さらに市として緊急輸送道路の指定を推
進する。
○既存道路の拡幅整備を行い、市内の重要施設間の連絡確保、重要施設から緊急輸送道路間の早期の
大型車通行を可能とするための事業を図る。
○既存道路及び道路施設（トンネルや照明設備、標識など）の補修・整備を行い、有事の際に利用可
能な道路を確保する。
○国・県に対し引き続き要望を行い、それぞれが管理する港湾や漁港の堤防の強化、各河川の氾濫対
策等を推進する。
○津波対策として、陸こうの常時閉鎖を推進する。
○市管理河川の氾濫防止対策や護岸整備を実施し、浸水被害の防止を推進する。
○土砂災害を未然に防ぐため、避難所等を優先して砂防や急傾斜地対策の整備を推進する。
○県が策定する農業用ハウス災害被害防止計画に基づき、農業用ハウスの災害被害を軽減するための
取組を推進する。
◎官民連携
○避難所が不足した場合に備え、民間施設の避難所としての利用に関する協定の締結を推進する。
○行政、事業者、地域関係機関等で適宜協議し、災害時要配慮者の支援体制について課題等の検討を
行い、情報共有を図る。
○ライフライン（水道、電気、ガス、通信）を早期に復旧するためには、事業者の対応拠点や燃料等
の資源の確保が課題となっており、これらの対応策について事業者と連携した取組を推進する。
○農業、林業、水産業、商工会等の事業者団体と協力して啓発活動を行い、事業者における BCP の作
成を推進する。また、策定された BCP に基づく訓練や、BCP の作成後の見直しを推進する。
○事業者による防災訓練の実施や防災学習会の開催を促進・支援するとともに、市民との情報共有訓
練の実施を推進する。
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