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第１章 総則 

第１節 推進計画の目的 第２節 地震防災対策推進地域及び津波避難対策特別強化地域 

 第３節 防災関係機関が地震発生時の災害応急対策として行う業務又は業務の大綱 
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第５部 南海トラフ地震防災対策推進計画 

 

第１章 総則 

 

 第１節 推進計画の目的 

 

  本計画は、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 

 (平成 14年法律第 92号。以下「南海トラフ特措法」という。)第５条第２項 

 の規定に基づき、南海トラフ地震防災対策推進地域について、南海トラフ地 

 震に伴い発生する津波からの防護、円滑な避難の確保及び迅速な救助に関す 

 る事項、南海トラフ地震に関し地震防災上緊急に整備すべき施設等の整備に 

 関する事項等を定め、津久見市における南海トラフ地震に係る地震防災対策 

 の推進を図ることを目的とする。 

  なお、この推進計画に定めるほか、本編第 1部から第４部による。 

 

 第２節 地震防災対策推進地域及び津波避難対策特別強化地域 

 

１ 地震防災対策推進地域（平成 26年３月 31日内閣府告示第 21号） 

  大分県内における南海トラフ特措法第３条第１項に規定する南海トラフ地 

 震防災対策推進地域は、津久見市を始め、大分市、別府市、中津市、佐伯市、 

 臼杵市、竹田市、豊後高田市、杵築市、宇佐市、豊後大野市、由布市、国東 

 市、姫島村、日出町、九重町である。 

２ 津波避難対策特別強化地域（平成 26年３月 31日内閣府告示第 22 号） 

  南海トラフ特措法第 10条第１項に規定する南海トラフ地震津波避難対策特 

 別強化地域は、津久見市、大分市、佐伯市、臼杵市である。 

 

 第３節 防災関係機関が地震発生時の災害応急対策として行う事 

    務又は業務の大綱 

 

  県、指定地方行政機関、自衛隊、指定公共機関、指定地方公共機関及び公 

 共的団体その他防災上重要な施設の管理者が処理すべき事務及び業務の大綱 

 により実施する。なお、本節に定めるほか、同編第１部第５章「防災関係機 

 関の処理すべき事務又は業務の大綱」に準じる。 
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第２章 津波からの防護、円滑な避難の確保及び迅速な救助 

 

 第１節 津波からの防護のための施設の整備等 

 

  河川、海岸、港湾及び漁港の管理者は、地震が発生した場合は直ちに、水 

 門及び陸閘の閉鎖、工事中の場合は工事の中断等の措置を講ずる。 

  また、各施設の管理者等は、風水害等対策編第２部第２章「災害に強いま 

 ちづくり」を推進するとともに、次の事項について留意する。 

 

１ 津波防護施設の早期点検・計画的な整備 

  海岸・河川・港湾施設・漁港等の施設管理者は、津波による被害を防止・ 

 軽減するため、大きな津波が来襲するおそれのある地域において、防潮堤、 

 堤防、水門等の津波防護施設の計画的な整備を実施する。また、既存の津波 

 防護施設については早急な耐震点検を実施し、重点箇所を絞って計画的な補 

 強・整備を実施する。 

 

２ 水門等の自動化・遠隔操作化の推進等 

  海岸・河川・港湾施設・漁港等の施設管理者は、地震発生時に多数の水門 

 や陸こうの閉鎖を迅速かつ確実に行うため、水門等の自動化・遠隔操作化を 

 推進する。 

  また、水門等の開閉体制、開閉手順、平常時の管理方法等の確立及び定期 

 的な開閉点検、開閉訓練等の実施に努める。この場合において、水門等の閉 

 鎖に係る操作員の安全管理に配慮する。 

  内水排除施設等については、災害発生に備えて、施設の管理上必要な操作 

 の熟知、非常用発電装置の準備、定期的な点検等の措置を講ずる。 

 

３ 地域の孤立を防止する津波防災性の高い交通基盤施設の整備 

  地震発生時に地域が孤立することを防止するため、津波来襲時にも幹線道 

 路としての機能を担う道路等や緊急活動に重要な役割を果たすヘリコプター 

 臨時発着場、港湾、漁港等の基盤施設の整備を推進する。 
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 第２節 津波に関する情報の伝達等 

 

１ 気象庁が発表する地震・津波情報の収集及び関係機関への伝達、災害情報 

 や被害情報の収集・伝達計画により実施する。 

  また、通常使用している情報伝達網が地震・津波の影響により寸断される 

 可能性があることを十分考慮し、代替の経路及び方法も確立しておく。 

  なお、本節に定めるほか、同編第３部第２章第４節「気象庁が発表する地 

 震・津波情報の収集及び関係機関への伝達」及び同編第３部第２章第５節「災 

 害情報・被害情報の収集・伝達」による。 

 

２ 津久見市、県は、居住者等及び観光客等並びに防災関係機関に対し、津波 

 に関する情報が迅速・正確・広範に伝達されるよう、県民安全・安心メール、 

 市の防災情報提供メール、携帯電話事業者が提供する緊急速報メール、同報 

 無線の整備及びそのデジタル化の推進、学校等における情報端末の設置、イ 

 ンターネット（市ホームページやツイッター、フェイスブック等のソーシャ 

 ルメディア）の利用、コンビニエンスストア、郵便局等の地域スポットの活 

 用、報道機関との連携など、様々な情報収集・伝達手段の強化を図る。 

 

 第３節 避難指示等の発令基準 

 

  市が発令する避難勧告又は指示の発令については、同編第３部第３章第２ 

 節「地震・津波に関する避難の勧告・指示(緊急)等及び誘導」による。 

 

 第４節 避難対策等 
 

  津波から迅速に避難するための、緊急避難場所・避難路等の整備、居住者 

 等の避難対策、消防団員等の防災業務従事者の安全確保対策、避難所の維持・ 

 運営、津波避難のための意識啓発は、同編第３部第３章第３節「津波からの 

 避難」による。 

  その他避難対策に関する事項は、同編第３部第３章第２節「地震・津波に 

 関する避難の勧告・指示(緊急)等及び誘導」及び同編第３部第４章第１節「 

 避難所運営活動」による。 
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 第５節 消防機関等の活動 

 

１ 市は、消防機関及び水防団が津波からの円滑な避難等のために講ずる措置 

 について、次の事項を重点としてその対策を定める。 

 (１) 津波警報等の情報の的確な収集及び伝達 

 (２) 津波からの避難誘導 

 (３) 土嚢等による応急浸水対策 

 (４) 自主防災組織等の津波避難計画作成等に対する指導 

 (５) 救助・救急等 

 (６) 緊急消防援助隊等応援部隊の進出・活動拠点の確保 

 

２ 市は、消防及び水防活動が迅速かつ円滑に行われるよう、次の措置を講ず 

 る。 

 (１) 地震が発生した場合、津波からの迅速かつ円滑な避難等について、報 

   道機関の協力を得て住民等に対し広報を行うこと。 

 (２) 地震が発生した場合、緊急消防援助隊等の活動拠点の確保に係る調整、 

   消火薬剤、水防資機材等、県が保有する物資、資機材の点検、整備及び 

   流通在庫の把握を行うこと。 

 (３) 地震が発生した場合、水防管理団体等は、次の措置を採ること。 

   ア 所管区域内の監視、警戒及び水防施設の管理者への連絡通知 

   イ 水門、陸こう及び防潮扉の操作又は操作準備及び人員の配置 

   ウ 水防資機材の点検、整備及び配備 
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 第６節 水道、電気、ガス、通信、放送各事業者の対応 
 

１ 水道 

  市民が避難をする際、津波からの円滑な避難を確保するため、水道管の破 

 損等による二次災害を軽減させるための措置を採る。 

 

２ 電気 

  電気事業者は、津波から円滑な避難を確保するため、火災等の二次災害防 

 止のための利用者によるブレーカーの開放等の措置に関する広報を実施する。 

  また、電気が、津波警報等の伝達や夜間の避難時の照明の確保等、円滑な 

 避難を行うために重要なことから、電力供給のための体制確保等必要な措置 

 を講じるとともに、災害応急活動の拠点等に対して電力を優先的に供給する 

 ための方策を検討する。 

 

３ ガス 

  ガス事業者は、津波からの円滑な避難を確保するため、火災等の二次災害 

 防止のための利用者によるガス栓閉止等必要な措置に関する広報を実施する。 

 

４ 通信 

  電気通信事業者は、津波警報等の確実な伝達のために必要な通信を確保す 

 るため、電源の確保、地震発生後の輻輳時の対策等の措置を講じる。 

  また、災害用伝言ダイヤル等の安否確認手段の普及に努める。 

 

５ 放送 

 (１) テレビ、ラジオ等の放送は、居住者等及び観光客等への情報の正確か 

   つ迅速な伝達のために不可欠なものである。 

    このため、放送事業者は、津波に対する避難が必要な地域の居住者等 

   及び観光客等に対しては、大きな揺れを感じたときは、津波警報等が発 

   表される前であっても津波に対する注意喚起に努めるとともに、津波警 

   報等の正確かつ迅速な報道に努める。 

 (２) 放送事業者は、県、市町村及び防災関係機関と協力して、被害に関す 

   る情報、交通に関する情報、ライフラインに関する情報、津波情報など、 

   防災関係機関、居住者等及び観光客等が津波からの円滑な避難活動を行 

   うために必要な情報の提供に努めるものとする。その際、聴覚障害者等 

   の情報入手に資するよう、テレビにおける字幕放送等の活用に努めるも 

   のとする。 
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 (３) 放送事業者は、災害発生後も円滑に放送を継続し、津波情報等を放送 

   できるよう、あらかじめ必要な要員の配置、施設等の緊急点検その他の 

   被災防止措置を講ずる。 
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 第７節 交通対策 
 

１ 道路 

  大分県公安委員会及び道路管理者は、津波来襲のおそれのある地域での交 

 通規制、避難路についての交通規制の内容を、広域的な整合性に考慮しつつ、 

 あらかじめ計画し、周知する。 

  なお、必要に応じて、隣接する県の公安委員会との連絡を密にし、交通規 

 制の整合性を広域的に確保する。 

 

２ 海上及び航空 

 (１) 大分海上保安部及び港湾管理者は、海上交通の安全を確保するための 

   必要に応じた船舶交通の制限及び津波による危険が予想される地域から 

   の安全な海域への船舶の退避等の措置に係る具体的な実施要領を定め、 

   これに基づき必要な措置を講じる。 

 (２) 空港管理者は、津波の来襲するおそれがある場合、速やかに飛行場の 

   閉鎖を行うとともに、利用者に対し、津波の来襲のおそれがある旨を周 

   知する。 

 

３ 鉄道 

  鉄道事業者は、地震発生時、走行路線に津波が来襲する危険度が高いと予 

 想される区間がある場合等は、運行の停止等の措置を講じる。 

 

４ 乗客等の避難誘導 

  港湾・空港・鉄道等の管理者等は、船舶、列車等の乗客や、駅、空港、港 

 湾等のターミナルに滞在する者に対して、災害発生時に迅速かつ的確な避難 

 誘導が行えるよう、あらかじめ避難誘導計画等を定める。 
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 第８節 市が自ら管理又は運営する施設に関する対策 
 

１ 道路 

  市が管理する道路の管理上の措置は、次のとおりである。 

 (１) 津波警報等の情報、ドライバーの採るべき措置を道路利用者に伝達す 

   る。 

 (２) 交通状況、工事中箇所、通行止め箇所を把握し、必要に応じて工事中 

   の道路における工事の中断等の措置を講ずる。 

 (３) 災害発生後、迅速な情報収集を実施するため、重要区間を定め、職員 

   による情報収集を実施する。 

 (４) 緊急輸送道路の応急復旧作業担当者に事前配備について、連絡・確認 

   する。 

 (５)  応急復旧資機材の保有状況について、情報収集・把握する。 

 (６) 警察本部、市町村関係機関と連携協力し、必要な応急対策の措置を講 

   ずる。 

 

２ 河川施設 

  市が管理する河川において、津波警報等が発せられた場合、必要に応じて 

 河川施設の巡視を実施して状況を把握し、状況に応じて応急対策の措置を講 

 ずるとともに、工事中の箇所がある場合は中断等の措置を採る。 

 

３ 不特定多数の者が出入りする施設 

  市が管理する庁舎、会館、社会教育施設、社会体育施設、社会福祉施設、 

 図書館、学校等の管理上の措置は、おおむね次のとおりである。 

  なお、具体的な措置内容は、施設ごとに第８章の対策計画に準じた計画を 

 策定する。 

 (１) 各施設に共通する事項 

   ア 津波警報等の来訪者等への情報伝達 

     情報伝達に当たっては、特に以下の事項について留意する。 

    (ア) 来場者等が極めて多数の場合は、これらの者が円滑な避難行動 

      をとり得るような適切な伝達方法を検討すること。 

    (イ) 避難地や避難経路、避難対象地区、交通規制状況その他必要な 

      情報を併せて伝達するよう事前に検討すること。 

       なお、施設が海岸近くにある場合には、強い地震を感じたとき、 

      又は弱い地震であっても長いゆっくりとした揺れを感じたときに 
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      は、津波警報が発表される前であっても、直ちに避難するよう来 

      場者等に対し、伝達する方法明示すること。 

   イ 来訪者等の安全確保のための退避等の措置 

   ウ 施設の防災点検及び設備、備品等の転倒並びに落下防止の措置 

   エ 出火防止の措置 

   オ 水、食料等の備蓄 

   カ 消防用設備の点検、整備 

   キ 非常用発電装置の整備、防災行政無線、テレビ、ラジオ、コンピュ 

    ータなど情報を入手するための機器の整備 

 (２) 個別事項 

   ア 学校等にあっては、次の措置を採るものとする。 

    (ア) 当該学校等が、所在市町村の定める津波避難対象地区にあると 

      きは、避難の安全に関する措置 

    (イ) 当該学校等に保護を必要とする生徒等がいる場合、これらの者 

      に対する保護の措置 

   イ 社会福祉施設にあっては、重度障がい者、高齢者等移動することが 

    不可能又は困難な者の安全の確保のための必要な措置 

 

４ 災害応急対策の実施上重要な建物に対する措置 

   ア 災害対策本部等がおかれる庁舎等の管理者は、前３の（１）に掲げ 

    る措置を採るほか、次に掲げる措置を採るものとする。また、災害対 

    策本部等を市が管理する施設以外の施設に設置する場合は、その施設 

    の管理者に対し、同様の措置を採るよう協力を要請する。 

    (ア) 自家発電装置、可搬式発電機等による非常用電源の確保 

    (イ) 無線通信機等通信手段の確保 

    (ウ) 災害対策本部等の開設に必要な資機材及び緊急車両等の確保 

   イ 市は、地震防災対策推進計画に定める避難場所又は応急救護所の開 

    設に必要な資機材の搬入、配備への協力を求める。 

   ウ 市は、屋内避難に使用する建物の選定について、県有施設の活用等 

    を依頼しておく。 

 

５ 工事中の建築物等に対する措置 

  工事中の建築物その他の工作物又は施設については、原則として工事を中 

 断する。 

  なお、特別の理由により、津波被害の防災対策を行う場合は、従業員等の 

 安全確保のため津波からの避難に要する時間に配慮する。 
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 第９節 迅速な救助 

 

１ 救助・救急のための体制や車両・資機材の確保 

  地震発生後の迅速な救助・救急の体制、救命・救助に必要となる車両や資 

 機材の確保・充実を推進する。 

  なお、本節に定めるほか、同編第２部第４章第２節「活動体制の確立」、 

 同編第３部第３章第４節「救出救助」、同編第３部第３章第５節「救急医療 

 活動」及び同編第３部第３章第６節「消防活動」による。 

 

２ 自衛隊・海上保安部・警察・消防等実動部隊の応援と連携 

  自衛隊・海上保安部・警察・消防等実動部隊の応援体制等具体的な活動要 

 領や連携方策は、別に定める受援計画による。 

 

３ 消防団における人員確保と車両・資機材や教育・訓練の充実 

  消防団等の育成・強化、救助等のために必要な車両や資機材の充実を推進 

 する。 

  なお、本節に定めるほか、同編第２部第３章第２節「防災訓練」及び同編 

 第２部第３章第３節「防災教育」、同編第２部第３章第４節「消防団・ボラ 

 ンティアの育成、強化」による。 
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 第 10節 「南海トラフ地震に関連する情報」が発表された際の 

     対応 

１ 「南海トラフ地震に関連する情報」の発表 

  気象庁は、以下の場合に「南海トラフ地震に関連する情報」を発表する。 

情報名 情報発表条件 

南海トラフ地震に

関連する情報 

（臨時） 

〇 南海トラフ沿いで異常な現象（※１）が観測され、そ 

 の現象が南海トラフ沿いの大規模な地震と関連するかど 

 うか調査を開始した場合又は調査を継続している場合 

〇 観測された現象を調査した結果、南海トラフ沿いの大 

 規模な地震発生の可能性が平常時と比べて相対的に高ま 

 ったと評価された場合 

〇 南海トラフ沿いの大規模な地震発生の可能性が相対的 

 に高まった状態ではなくなったと評価された場合 

南海トラフ地震に

関連する情報 

（定例） 

〇 「南海トラフ沿いの地震に関する評価研究会」の定例

会合において評価した調査結果を発表する場合 

※１：南海トラフ沿いでマグニチュード７以上の地震が発生した場合や東海地 

   域に設置されたひずみ計に有意な変化を観測した場合などを想定 

２ 「南海トラフ地震に関連する情報」が発表された際の対応 

  気象庁が南海トラフ沿いで異常な現象が観測された旨の「南海トラフ地震 

 に関連する情報」(臨時)を発表した際は、速やかに本編第３部第２章第２節 

 「動員配備」における災害対策連絡室を設置し、情報収集に当たる。 

  その後、気象庁が南海トラフ沿いの大規模な地震発生の可能性が平常時と 

 比べて相対的に高まった旨の「南海トラフ地震に関連する情報」(臨時)を発 

 表した場合は、国や県、気象台等と連携を図り、状況に応じて災害対策警戒 

 本部又は災害対策本部への移行を検討するとともに、情報収集の継続、迅速 

 な災害対応が可能な連絡体制及び災害応急対策の確認、情報伝達訓練の実施 

 の検討、所管する防災上重要な施設等の点検、住民等への注意喚起及び広報 

 等を行う。 

  なお、住民等への注意喚起及び広報については、混乱が生じることのない 

 よう細心の注意を払うものとする。 

  また、設置した災害対策連絡室等については、気象庁が南海トラフ沿いの 

 大規模な地震発生の可能性が相対的に高まった状態ではなくなったと判断さ 

 れた旨の「南海トラフ地震に関連する情報」を発表した段階で廃止する。 
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第３章 関係者との連携協力の確保 

 

 第１節 資機材、人員等の配備手配 

 

  市、県及び防災関係機関は、災害発生後の応急対策を迅速かつ的確に行う 

 ため、食料、飲料水、生活必需品、応急用・復旧用物資及び資機材等の調達、 

 供給を行うとともに、災害応急対策に関わる措置を行う要員の配備を実施す 

 る。 

 

１ 物資等の調達手配 

  市は、あらかじめ必要な物資、資機材(以下「物資等」という。)の確保状 

況を把握しておき、災害時に不足がある場合は、物資等の供給を依頼し、供給 

 体制の確保を図るとともに、物資等のあっせん、協力要請等の措置を採る。 

 (１) 食料の調達・供給確保に関する事項は、同編第３部第４章第３節「食 

   料供給」による。 

 (２) 飲料水の調達・供給に関する事項は、同編第３部第４章第４節「給水」 

   による。 

 (３) 被服寝具その他生活必需品の調達・給与に関する事項は、同編第３部 

   第４章第５節「被服寝具その他生活必需品給与」による。 

 

２ 人員の配備 

 (１) 市は、人員の配備状況を把握し、必要に応じて、県への市町村等の人 

   員派遣等、広域的な措置を要請する。 

 (２) 災害応急対策の実施に必要な技術者、技能者及び労働者の確保を推進 

   する。なお、本節に定めるほか、同編第３部第２章第 10節「技術者、技 

   能者及び労働者の確保」による。 

 

３ 災害応急対策等に必要な資機材及び人員の配置 

 (１) 市、防災関係機関は、地震が発生した場合において、大分県地域防災 

   計画に定める災害応急対策及び施設等の応急復旧対策を実施するために、 

   必要な資機材の点検、整備及び配備等の準備を行う。 

    なお、機関ごとの具体的な措置内容は、機関ごとに定めるものとする。 

 (２) なお、本節に定めるほか、同編第３部第２章第 14節「応急用・復旧用 

   物資及び資機材調達供給」による。 
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 第２節 他機関に対する応援要請 

 

  甚大な被害が発生し、応援要請の必要がある場合は、同編第３部第２章第 

 ７節「広域的な応援要請」及び同編第３部第２章第 10節「他機関に対する応 

 援要請」による。 

  なお、自衛隊に対する災害派遣要請は、同編第３部第２章第９節「自衛隊 

 の災害派遣体制の確立」による。 

 

 第３節 帰宅困難者への対応 

 

  地震等の発生により、交通機能が停止し、自宅に帰ることが困難な者に対 

 する対応について、同編第３部第２章第 13節「帰宅困難者対策」による。 
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第４章 地震防災上緊急に整備すべき施設等の整備 

 

  地震防災対策上緊急に整備すべき施設等の整備等を計画的に行う。 

  具体的な事業施行等に当たっては、施設全体が未完成であっても、一部の 

 完成により相応の効果が発揮されるよう、整備の順序・方法について考慮す 

 る。 

 

 第１節 耐震化の推進 

  市及び県、防災関係機関は、災害発生時の被害軽減のため、次の建築物、 

 構造物等の耐震化等を計画的に行うものとする。 

 (１) 住宅の耐震診断、耐震改修の推進 

 (２) 公共施設等の耐震診断及び耐震化の推進 

   ア 学校、病院等多数の者が利用する施設の耐震化 

   イ 道路、鉄道、港湾・漁港等主要な施設の耐震化 

 (３) 電気、ガス、上・下水道、通信施設等のライフライン施設の耐震化の 

   推進 

 

 第２節 施設等の整備 

  市及び県、防災関係機関は、地震防災対策及び災害発生後の応急対策を実 

 施する上で、必要な施設等の整備を行う。整備を行う施設等は、次のとおり 

 である。 

 (１) 緊急避難場所等の整備 

    市は、居住者及び観光客等の避難の円滑化と、延焼火災等からの避難 

   者の保護を図るため、緊急避難場所、避難所案内標識等の整備を計画的 

   に行う。 

 (２) 避難路の整備 

    市及び県は、居住者及び観光客等の避難の安全と円滑化を図るため、 

   道路及び緊急避難場所誘導標識の整備を計画的に行う。 

 (３) 津波対策施設の整備 

    市及び県の海岸・河川・港湾施設・漁港等の施設管理者は、津波によ 

   る被害を防止・軽減するため、津波防護施設の耐震点検や補強を実施す 

   るなど、必要な施設整備を計画的に行う。 

 (４) 消防用施設の整備 

    市及び県並びに防災関係機関は、消防用施設及び消防用資機材の整備 

   を計画的に行う。 
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 (５) 緊急輸送を確保するために必要な道路、港湾又は漁港の整備 

    市及び県、防災関係機関は、緊急輸送道路等の整備を計画的に行う。 

 (６) 通信施設の整備 

    市及び県、防災関係機関は、地震防災応急対策を実施するために、次 

   に掲げる通信施設の整備を計画的に行う。 

    なお、本節に定めるほか、同編３部第２章第５節「災害情報・被 

   害情報の収集・伝達」による 

   ア 市防災行政無線 

   イ その他の防災機関等の無線 

 (７) 緩衝地帯として設置する緑地、広場その他の公共空地の整備 

    市は、狭あいな道路など木造密集地域では緩衝地帯として、緑地、広 

   場その他の公共空地の整備を計画的に推進する。 
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第５章 防災訓練 

 

  津久見市、県及び防災関係機関は、関係機関及び自主防災組織等との連携 

 強化を目的として、推進地域に係る南海トラフ地震を想定した防災訓練を、 

 少なくとも年 1回以上実施する。 

  その際、地域の実情に合わせて、より高度かつ実践的なものとするよう努 

 める。 

 

第６章 地震防災上必要な教育及び広報 

 

  市は、県、防災関係機関、地域の自主防災組織等、事業所の自衛消防組織、 

 各種団体等と連携して、地震防災上必要な教育及び広報を推進する。 

  なお、防災教育を推進するに当たっては、同編第２部第３章第３節「防災 

 教育」によるものとし、地域、学校、家庭それぞれにおいて、適切に行うこ 

 とで、被害が最小限となるよう努める。 

  教育方法としては、ホームページ、印刷物、ビデオ等の映像、各種集会の 

 実施など地域の実情に合わせた、より具体的な手法により、実践的な教育を 

 行う。 

 

第７章 津波避難対策緊急事業計画 

 

  南海トラフ地震津波避難対策特別強化地域に指定された市町村は、津波の 

 浸水想定に基づき、津波から避難するために必要な緊急に実施すべき事業を 

 まとめた津波避難対策緊急事業計画を策定することができる。 

  その際、津波避難対策の推進のために必要な事業が重点的かつ効率的に行 

 われるよう、可能な限り具体的かつ明確な目標及びその達成期間を設定する。 
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第８章 南海トラフ地震防災対策計画 

 

  地震防災対策推進地域に指定された地域内で、水深 30ｃｍ以上の浸水が想 

 定される区域（津波防災地域づくりに関する法律第８条第１項に基づき公表 

 した浸水想定において、南海トラフ地震を想定した場合の浸水域及び浸水深 

 を基準とする。）において、「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（平成 15年政令第 324号）第３条各号」に掲げる施 

 設又は事業を管理し、又は運営する者は、次の事項を定めた対策計画を策定 

 する。 

 

１ 津波からの円滑な避難の確保 

 (１) 共通事項 

   ア 津波に関する情報の伝達等 

   イ 避難対策 

   ウ 応急対策の実施要員の確保等 

 (２) 個別事項 

   ア 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 

    施設を管理・運営する者 

    (ア) 津波警報等の顧客等への伝達 

    (イ) 顧客等の避難のための措置 

    (ウ) 施設の安全性を踏まえた措置 

   イ 石油類、火薬類、高圧ガス等の製造、貯蔵、処理又は取扱いを行う 

    施設を管理・運営する者 

   ウ 必要な緊急点検、巡視の実施、充填作業、移替え作業等の停止その 

    他当該施設の損壊防止のために特に必要がある応急的保安措置の実施 

    等 

   エ 鉄道事業その他一般旅客運送に関する事業を運営する者 

    (ア) 津波警報等の旅客等への伝達 

    (イ) 運行等に関する措置 

   オ 学校、社会福祉施設を管理・運営する者 

     避難場所、避難経路、避難誘導方法、避難誘導実施責任者等 

   カ 水道、電気、ガス、通信及び放送事業関係 

２ 防災訓練 

 

３ 地震防災上必要な教育及び広報 
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