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第１節 推進計画の目的

この計画は、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、南海トラフ地震によ

る被害を軽減するため、地震防災上緊急に整備すべき施設等の整備関する事項、円滑な避難の確

保及び迅速な救助に関する事項等を定め、町域内における地震防災対策の推進を図ることを目的

とする。
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第２節 南海トラフ地震防災対策推進地域

本町は、南海トラフ特措法第３条第１項の規定に基づき、南海トラフ地震防災対策推進地域と

して指定されている。
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第３節 基本方針

南海トラフ地震は、我が国で発生する最大級の地震であり、その大きな特徴として、①極めて

広域にわたり、強い揺れが発生すること、②時間差をおいて複数の巨大地震が発生する可能性が

あること、③これらのことから、その被害は広域かつ甚大となること、④南海トラフ巨大地震と

なった場合には、被災の範囲は超広域にわたり、その被害はこれまで想定されてきた地震とは全

く様相が異なること等が挙げられる。このため、これらの特徴を踏まえ、これまでの地震対策の

延長上では十分な対応が困難となる場合を考慮しつつ、防災関係機関、地域住民等、様々な主体

が連携をとって計画的かつ速やかに防災対策を推進することを基本的考えとして、この計画を作

成するものである。

この計画で定める地震防災対策の柱は、次の８点である。

１ 各般にわたる甚大な被害への対応

（１）南海トラフ巨大地震では、地震の揺れとそれに伴う火災による建物等の被害が、これまで

の記録に残る地震災害とは次元の異なる甚大な規模であり、救急・救命活動、避難者への対

応、経済全体への影響など、対応を誤れば社会の破綻を招きかねないため、人的、物的両面

にわたって被害の絶対量を減らすという観点から、事前防災の取組が極めて重要である。

（２）人的・物的被害双方の軽減につながる耐震化を推進する。

この場合、建築物全体の耐震化に加え、居住空間内の「揺れへの強靱さ」という観点での

対策も推進する。

また、「揺れ」に伴う火災に対しても、火災が発生した場合の消火活動の困難さを考慮し、

「火災を発生させない」、「火災が発生しても延焼を拡大させない」ことを目的とする事前の

対策を推進する。

経済活動の継続を確保する観点からも、工場や事業所等における揺れや火災への対策を推

進する。

（３）ライフラインやインフラの事業者は、あらゆる応急対策の前提として、ライフラインやイ

ンフラの被災量を減らし、早期復旧を図るための対策を推進する。

２ 超広域にわたる被害への対応

（１）南海トラフ巨大地震では、従来の応急対策やこれまであった国の支援システム、地方公共

団体間の応援システムが機能しなくなるということを考える必要がある。

このため、災害応急対策を行うに当たっては、人的・物的資源が、国、県及び民間を通じ

て絶対的に不足するとともに、発災直後には、被害情報が全く不足することを前提に、優先

順位を付けて対処する。

（２）大量に発生する避難者に対応するため、指定避難所に入る避難者の優先順位付けの検討な

ど、各種対策を講じるとともに、町中心部や孤立地域など様相の異なる地域ごとの被災形態

や対応策の検討、自活のため、３日分程度、可能な限り１週間分程度の備蓄の備えなどへの

理解を進めることにも取り組む。

３ 国内外の経済に及ぼす甚大な影響の回避

復旧・復興を早め、経済への二次的波及を減じるため、ライフライン事業者やインフラ事業

者等は、交通ネットワークの強化若しくはライフライン施設又はインフラ施設の早期復旧を図

る。

また、企業等は、業務継続計画の策定、国内外のサプライチェーンの複数化、流通拠点の複

数化、経済中枢機能のバックアップ強化、重要なデータやシステムの分散管理等の対策を、企

業間や業種を超えた連携についても検討しつつ推進する。

４ 時間差発生等への対応

南海トラフ沿いでは、１８５４年の安政東海地震・安政南海地震では、３２時間の間隔を置

いて発生し、１９４４年の東南海・１９４６年の南海地震は約２年間の間隔を置いて発生して

いる。

このため、先に発生した地震で大きな被害を受けた後、時間差を置いて再び大きな揺れが生



熊野町南海トラフ地震防災対策推進計画 第３節

4

じた場合を想定し、複数の時間差発生シナリオの検討を行い、複数回にわたる被災に対して臨

機応変に対応できるよう、応急活動、建築物、急傾斜地等の危険度判定、避難生活保護者、復

旧活動における注意換気塔の対策の検討を行う。

５ 外力レベルに応じた対策

（１）南海トラフ地震は、発生間隔が数十年から百数十年に一度程度の規模の地震（以下「レベ

ル１の地震」という。）から、発生頻度が極めて低いものの科学的に想定し得る最大規模の地

震（以下「レベル２の地震」という。）までの様々なタイプが想定されており、発生頻度等を

鑑み、防災・減災の目標を定めて対策を講じるべきである。

（２）地震動による揺れへの対策は、レベル２の地震は震度６弱から震度７の強い揺れが広範囲

に及ぶということであり、各施設管理者は、施設分野ごとの耐震基準を基に耐震化等の対策

を着実に進める。なお、施設分野によっては、長周期地震動や液状化等に対して新たな対応

を検討する。

（３）災害応急対策について、オールハザードアプローチの考え方に立ち、様々なタイプの地震

を想定して、甚大な被災に対しても被害を最小に抑える対応ができるよう備えを強化する。

（４）経済的な被害への対策について、町、国、企業等は、南海トラフ巨大地震が発生した場合

でも被害の拡大を少しでも抑えることができるよう、各々が対応できることを見極め、備え

ておく。

（５）対策の検討・実施に当たっては、その費用や効果、実現性等を勘案する。

６ 戦略的な取組の強化

（１）防災・減災目標を達成するため、産学官民の連携、国と地方公共団体との連携、地方公共

団体の広域連携、住民、自主防災組織、企業等との連携等により、地域全体で自助、共助、

公助により災害対策に取り組む。

また、防災対策が有効に実施されるためには、住民一人一人が主体的に行動することが重

要であり、今後、地域防災の主体を担うこととなる小・中学校の児童・生徒が災害や防災・

減災に関する基本的な知識を系統的に学び、災害に関する情報を理解し判断できる能力を持

つことができるようにするとともに、防災訓練の習熟によって、生涯にわたって災害から命

を守り、生きることの大切さを育む文化を醸成する。

（３）職員に対して、地震災害の知識、人命を守るための対策、関係者や関係機関との調整等に

関して資質向上を図り、人材育成を強化する。

（４）町、ライフライン事業者等は、所管する施設の整備に当たって、個々の施設のみでなく、

災害時に発生する事象、施設の機能、相互の施設の関連性等を認識した上で整備を進めると

ともに、発災時の施設運用、情報伝達体制の整備、避難計画の策定、復旧のための事前検討・

調査等のソフト対策は、施設の現状、将来計画、発災時に得られる情報等を前提として実施

する。

７ 訓練等を通じた対策手法の高度化

（１）防災体制を実効性のあるものとし、地域全体の災害対応力を高めるため、町・地域住民・

事業者等が一体となって実践的に行う防災訓練により、組織体制の機能や連携の確認を行う。

また、その結果ＰＤＣＡサイクルにより防災計画に反映させ、更なる高度化を図る。

８ 科学的知見の蓄積と活用

町、県、国、研究機関等は、地震に関する理学分野、施設設計やまちづくり、災害時の状況

把握手法等に関する工学分野、過去に発生した地震被害の様相の整理・伝承、震災時の人間行

動や情報伝達、社会経済的な波及、経済復興や住民の生活復興等に関する社会科学分野といっ

た様々な分野の調査研究について、連携を図りながら、防災対策を高度化する観点から推進す

る仕組みを検討する。

また、安価で効果的な住宅の耐震技術、液状化対策、造成宅地の地盤強化対策、建築物等の

不燃化技術、被災時の通電やガス漏れによる出火防止技術、被害シミュレーション等の災害応

急対策に資する技術等の被害軽減対策のための研究、蓄電池や燃料電池等の停電に強い技術の

開発・普及及び早期復旧技術の開発を推進する。
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第４節 南海トラフ地震の概要

１ 地震の概要

南海トラフは、日本列島が位置する陸のプレート（ユーラシアプレート）の下に、海のプレ

ート（フィリピン海プレート）が南側から年間数㎝の割合で沈み込んでいる場所である。この

沈み込みに伴い、２つのプレートの境界には、徐々にひずみが蓄積されており、このひずみが

限界に達したときに蓄積されたひずみを解放する大地震が発生している。

南海トラフでは津波を伴った地震が１６０５年慶長地震をはじめ、１７０７年宝永地震、１

８５４年安政南海地震、１９４６年昭和南海地震等、１００～１５０年の間隔で繰り返し起こ

り、西日本はその都度大きな地震災害に見舞われてきた。

２ 今後の地震発生確率

国の地震調査研究推進本部（文部科学省に設置）地震調査委員会が公表する南海トラフ地震

の長期評価の地震発生確率の値は、時間の経過とともに高くなっている。

平成３０年１月１日を起点にした南海トラフ地震の発生確率については、次のとおりである。

３ 想定結果

東日本大震災（平成２３年３月）を踏まえた、最新の科学的知見に基づき、広島県地震被害

想定の見直しが行われた。

（１）地震動予測

南海トラフ巨大地震の地震動等については、内閣府の「南海トラフの巨大地震モデル検討

会」が示した「基本ケース」、「陸側ケース」、「東側ケース」、「西側ケース」の４つの

強震断層モデルと、これを補完するための「経験的手法」及びこれらの震度の最大値の「重

ね合わせ」の内、「重ね合わせ」を除き、広島県の人的被害に直結する揺れによる建物全壊

棟数が最も多い想定結果となった「陸側ケース」を用いて被害想定が行われている。

なお、揺れによる全壊棟数が同数の場合は、液状化による建物全壊棟数が多くなるケース

を用いて被害想定が行われている。

南海トラフ巨大地震による被害想定実施ケース

（２）想定シーン

人々の行動や火気器具の使用状況は、季節・時刻によって変化する。このため、地震が発

生する季節や時刻に応じて、人的被害や火災による被害の様相が異なる特徴的な次の３シー

ンが想定された。

なお、火災による建物被害や人的被害は、風速によって被害想定結果が異なるため、広島

評価時点 10 年以内 30 年以内 50 年以内

南海トラフ地震

（M8～M9 クラス）

平成30 年

1 月 1 日
30％程度 70％～80％

90%程度もしくは

それ以上

地震

基本

ケース

東側

ケース

西側

ケース

陸側

ケース

経験的

手法

重ね合

わせ

熊野町 - - - ○ - -

地震ケース

基 本：基本となるケース

東 側：強震動生成域をやや東側の場所に設定

西 側：強震動生成域をやや西側の場所に設定

陸 側：強震動生成域を可能性がある範囲で最も陸側に設定

経験的手法：震源からの距離にしたがい地震の揺れの強さがどの程度減衰するかを示す経験的な

式を用いて震度を簡便に推定

重ね合わせ：上記4 ケースと経験的手法による震度の各地点における最大値
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県の過去の風速を参考に、夏冬の平均的な風速及び平均的な１日の最大風速※で被害想定が

行われた。

※ 平均的な１日の最大風速：日最大風速の平均に標準偏差σを加えたもの（2σを加える

ことで正規分布の 95.45%値となる）

想定シーンと想定される被害の特徴

想定シーン 想定される被害の特徴

冬 深夜

平均：風速 8ｍ/ｓ

最大：風速 11ｍ/ｓ

・多くが自宅で就寝中に被災するため、家屋倒壊による死者が発生す

る危険性が高い。

・道路の利用者が少ない。

夏 12 時

平均：風速 7ｍ/ｓ

最大：風速 11ｍ/ｓ

・自宅外で被災する場合が多い。

・木造建物内滞留人口は、１日の中で最も少ない時間帯であり、老朽

木造住宅の倒壊による死者は冬の深夜と比べて少ない。

冬 18 時

平均：風速 8ｍ/ｓ

最大：風速 11ｍ/ｓ

・住宅、飲食店などで火気使用が最も多い時間帯で、出火件数が最も

多くなる。

・ほぼ帰宅ラッシュ時に近い状態であり、交通被害による人的被害や

交通機能支障による影響が大きい。
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（４）被害想定項目と想定単位

各地震における被害想定項目と想定単位は以下のとおりとした。

被害想定項目（定量評価）（１／２）

想定項目 想定する値・被害量 想定単位

自然現象
地震動

震度、最大速度、最大加速度、

ＳＩ値
250ｍメッシュごと

液状化 ＰＬ値、沈下量 250ｍメッシュごと

土砂災害 危険度ランク 危険箇所ごと

津波

最高津波水位、最大波到達時

間、津波影響開始時間、浸水

深別面積、浸水開始時間、流

速

10ｍメッシュごと

建物被害等 揺れ 全壊・半壊棟数 250ｍメッシュごと

液状化 全壊・半壊棟数 250ｍメッシュごと

土砂災害 全壊・半壊棟数 250ｍメッシュごと

津波（破堤に伴う浸水を含む） 全壊・半壊棟数 10ｍメッシュごと

地震火災 ＊ 焼失棟数 250ｍメッシュごと

屋外転倒物・屋外落下物 飛散物、非飛散物 250ｍメッシュごと

人的被害
建物倒壊 ＊

死者数、負傷者数、重傷者数、

軽傷者数
市町ごと

土砂災害 ＊
死者数、負傷者数、重傷者数、

軽傷者数
市町ごと

津波 ＊
死者数、負傷者数、重傷者数、

軽傷者数

市町ごと（10ｍメッシ

ュごとの結果を集計）

地震火災 ＊
死者数、負傷者数、重傷者数、

軽傷者数
市町ごと

ブロック塀・自動販売 ＊

機の転倒、屋外落下物

死者数、負傷者数、重傷者数、

軽傷者数
市町ごと

屋内収容物移動・転倒 ＊

、屋内落下物

死者数、負傷者数、重傷者数、

軽傷者数
市町ごと

揺れに伴う建物被害 ＊

に伴う要求助者（自

力脱出困難者）

自力脱出困難者数 市町ごと

津波被害に伴う要救助 ＊

者・要捜索者
要救助者数、要捜索者数 市町ごと
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被害想定項目（定量評価）（２／２）

＊：条件により被害量が異なる想定項目

想定項目 想定する被害量 想定単位

ライフライン
上水道 被害箇所数、断水人口

10ｍメッシュ(津波)、

250ｍメッシュごと

下水道
管渠被害延長、機能支

障人口

10ｍメッシュ(津波)、

250ｍメッシュごと

電力 ＊
電柱被害本数、停電軒

数

10ｍメッシュ(津波)、

250ｍメッシュごと

通信 ＊

電柱被害本数、固定電

話の普通回線数、携帯

電話の不通ランク

10ｍメッシュ(津波)、

250ｍメッシュごと

ガス 供給停止戸数 250ｍメッシュごと

交通施設
道路 被害箇所数

直轄国道、直轄国道以

外

鉄道 被害箇所数 新幹線、在来線

港湾
港湾岸壁施設等の被害

箇所数
港湾施設ごと

生活への影響
避難者 ＊

避難者数（避難所、避

難所外）
市町ごと

帰宅困難者 ＊
帰宅困難者数、滞留者

数
市区町ごと

物資不足量（食料、飲料水 ＊

、毛布、仮設トイレ）

食料、飲料水、毛布、

仮設トイレの不足量
市町ごと

医療機能支障 ＊
要転院患者数。医療需

要過不足数
二次医療圏ごと

災害廃棄物等
災害廃棄物、津波堆積物 ＊

災害廃棄物発生量、津

波堆積物発生量
市町ごと

その他の被害
エレベータ内閉じ込め

エレベータ停止台数・

閉込め者数
市町ごと

道路閉塞
幅員 13ｍ以下道路リ

ンク閉塞率
250ｍメッシュごと

災害時要配慮者
災害時要配慮者数（避

難所）
市町ごと

危険物施設・コンビナート施設 被災箇所数 市町ごと

文化財 ＊ 被害件数 文化財ごと

孤立集落 孤立集落数 孤立集落ごと

ため池の決壊 危険度ランク ため池ごと

漁船・水産関連施設
漁船被害数・かき筏被

害数
漁業施設ごと

重要施設 ＊

災害対策拠点施設、避

難拠点施設、医療拠点

施設の機能支障の程度

重要施設ごと

経済被害 直接被害 ＊ 被害額 市町ごと

間接被害 ＊ 被害額 県域
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被害想定項目

想定項目 想定単位

建物被害 津波火災 県域

交通施設被害 空港の使用可能性 空港単位

生活への影響

物資不足（生活必需品）、燃料不足

県域

医療機関の機能及び医療活動

保健衛生、防疫、遺体処理等

その他の被害

長周期地震動

道路上の自動車への落石・崩土

交通人的被害（道路）

交通人的被害（鉄道）

震災関連死

宅地造成地

大規模集客施設等

地下街・ターミナル駅

災害応急対策等

地盤沈下による長期堪水

複合災害

時間差での地震発生

治安
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（４）想定結果

南海トラフ巨大地震（陸側ケース、津波ケース１）

県内の地盤が弱く６強以上となる地域の割合は 0.8%であり、平地部を中心に６弱以上とな

る地域の割合は 9.8%である。さらに県南部の大半の地域は震度５強以上の揺れとなる。津波

の発生によって沿岸部の低地では、浸水深 1cm 以上の浸水がある面積が 12,474ha あり、そ

の内、浸水深 30cm を超える地域の割合が約 86%となる。地震による揺れ、液状化、土砂災害、

津波により 69,210 棟の建物が全壊し、死者は冬の深夜が最大となり 14,759 人で、その約 9

割が津波によるものである。避難を必要とする人は約 59 万人となる。ライフライン被害、経

済被害等については、他の想定地震と比較しても圧倒的に被害量が大きく、地震発生直後に

おいては、断水人口が 1,069,382 人、停電が 119,836 軒に及ぶ。経済被害は直接被害だけで

約 8.9 兆円となる。

なお、本町では、震度５強の割合 84.7％、震度５弱の割合が 15.3％となっている。また、

建物被害としては、全壊 64 棟、半壊 260 棟であり、人的被害としては負傷者 17 名となって

いる。
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想定地震位置図（南海トラフ巨大地震）

内閣府（2012）：南海トラフの巨大地震モデル検討会資料

震度分布（南海トラフ巨大地震）
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津波による最大水深分布図（構造物が機能しない場合）

南海トラフ巨大地震による市町ごとの最高津波水位等

※１ 「最高津波水位」は、海岸線における最高の津波水位を標高で表示

※２ 「津波影響開始時間」は、海域を伝播してきた津波により、おおむね海岸線において、地

震発生後に初期潮位から±20ｃｍの変化が生じるまでの時間

市町名

最高津波水位（※１）
最大波到達時間

（分）

津波影響開始時間

（分）（※２）
うち津波の高さ

（ｍ）

広島市 3.65 1.5 246 37

呉市 3.6 1.6 240 12

竹原市 3.1 1.3 347 20

三原市 3.2 1.4 332 20

尾道市 3.5 1.4 312 20

福山市 3.3 1.2 270 13

大竹市 3.4 1.4 219 26

東広島市 3.2 1.3 370 25

廿日市市 3.6 1.6 218 26

江田島市 4.0 1.9 251 31

海田町 3.6 1.5 246 57

坂町 3.6 1.5 243 49

大崎上島町 3.1 1.2 372 29
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第５節 関係者との連携協力確保に関する計画

第１項 相互応援協力計画

１ 方針

地震が発生し、被害が広範囲に及び、各防災関係機関のみでは十分な応急措置ができない場

合、他の防災関係機関や他の都道府県等の協力を得て応急措置を実施する。

２ 実施内容

町、県、県警察、防災関係機関は、必要に応じて他の機関に協力を要請し、応急措置等を迅

速かつ円滑に遂行する。

（１）町

ア 知事等に対する応援要請

町長は、町の災害応急対策を実施するため必要があると認めるときは、県に対し、原則

として次の事項を示し、応援を求め、又は災害応急対策の実施を要請する。なお、原則と

して文書により行うこととするが、そのいとまがないときは、口頭または電話等、迅速な

方法で行い、事後速やかに文書を提出する。

（ア）災害の状況及び応援を必要とする理由

（イ）応援を必要とする職種別人員

（ウ）応援を必要とする資機材、物資等の品名・数量等

（エ）応援を必要とする場所及び応援場所への経路

（オ）応援を必要とする期間

（カ）その他必要な事項

イ 他の市町に対する応援要請

町長は、町の災害応急対策を実施するため必要があると認めるときは、県内全市町によ

る災害時の相互応援に関する協定等に基づき他の市町長に応援を求める。

ウ 緊急消防援助隊等消防の応援要請

町長は、大規模災害により、町の消防力及び県内応援隊だけでは対応できず、緊急消防

援助隊等消防の応援を受ける必要があると判断したときは、「緊急消防援助隊広島県受援計

画」に基づき、速やかに県知事に応援要請を行う。

（２）県

ア 他の都道府県に対する応援要請

知事は、災害応急対策を実施するため必要があると認めるときは、災害時の相互応援に

関する協定（「全国都道府県における災害時の広域応援に関する協定」、「中国五県災害等発

生時の広域支援に関する協定」、「中国・四国地方の災害等発生時の広域支援に関する協定」）

に基づき応援を要請する。

イ 市町に対する支援

（ア）知事は、県内において大規模災害が発生した場合、直ちに、被災した市町の災害対策

本部に連絡員を派遣して情報を収集し、市町から災害応急対策を実施するための応援を

求められた場合又は 応援を行う必要が認められる場合は、県の災害応急対策の実施と

の調整を図りながら、必要な支援を行う。

（イ）知事は、被災市町の行う災害応急対策の的確かつ円滑な実施を確保するため、他の市

町長に対し、原則として次の事項を示して被災市町の災害応急対策の実施状況を勘案し

ながら、被災市町に対する応援について必要な指示又は調整を行う。

ａ 災害の状況及び応援を必要とする理由

ｂ 応援を必要とする職種別人員

ｃ 応援を必要とする資機材、物資等の品名・数量等

ｄ 応援を必要とする場所及び応援場所への経路

ｅ 応援を必要とする期間

ｆ その他必要な事項

ウ 指定行政機関等に対する災害応急対策の実施の要請

知事は、県内における災害応急対策が的確かつ円滑に行われるようにするため、必要が

あると認めるときは、原則として次の事項を明らかにして、指定行政機関の長若しくは指



熊野町南海トラフ地震防災対策推進計画 第５節

14

定地方行政機関の長に対し応急措置の実施を要請する。なお、原則として文書により行う

こととするが、そのいとまのないときは、口頭又は電話等、迅速な方法で行い、事後速や

かに文書を提出する。

（ア）災害の状況及び応援を必要とする理由

（イ）応援を必要とする職種別人員

（ウ）応援を必要とする資機材、装備、物資等の品名・数量等

（エ）応援を必要とする場所及び応援場所への経路

（オ）応援を必要とする期間

（カ）その他必要な事項

第２項 自衛隊災害派遣計画

１ 方針

陸上自衛隊第１３旅団長及び海上自衛隊呉地方総監等（以下「旅団長等」という。）は、自衛

隊法（昭和２９年法律第１６５号）第８３条及び災害対策基本法第６８条の２の規定により、

知事等（以下「要請者」という。）から部隊等の派遣要請があり、事態やむを得ないと認める場

合、又はその事態に照らし特に緊急を要し、要請を待ついとまがないと認められる場合は、速

やかに部隊等を派遣して、災害救助活動を実施する。

２ 自主派遣の基準

自主派遣の基準は、次のとおりである。

（１）災害に際し、関係機関に対して当該災害に係る情報を提供するため、自衛隊が情報収集を

行う必要があると認められること。

（２）災害に際し、知事等が自衛隊の災害派遣に係る要請を行うことができないと認められる場

合に、直ちに救援の措置をとる必要があると認められること。

（３）航空機の異常を探知する等、災害に際し、自衛隊が実施すべき救援活動が明確な場合に、

当該救援活動が人命救助に関するものであること。

（４）その他災害に際し、前記（１）から（３）に準じ、特に緊急を要し、知事等からの要請を

待ついとまがないと認められること。

この場合においても、部隊等の長は、できる限り早急に知事等に連絡し、密接な連絡調整

のもとに、適切かつ効率的な救援活動を実施するよう努めるものとする。

３ 災害派遣部隊の活動

災害派遣部隊は、緊急性、公共性を重視して関係機関と緊密な連携のもと、相互に協力して

次の救援活動を実施する。

（１）被害状況の把握及び通報

空中等からの偵察により、被災状況を的確に把握し、必要に応じて防災関係機関に通報す

る。

なお、震度５弱以上の地震に際し、部隊等は、航空機等により当該災害の発生地域等の情

報収集を行うとともに、その情報を必要に応じ、県に伝達する。県は、自衛隊に対して、的

確な災害情報の提供に努める。

（２）遭難者等の遭難救助

行方不明者、負傷者が発生した場合は、原則として他の救援活動等に優先して捜索、救助

を行う。

（３）人員及び救援物資の緊急輸送

特に要請があった場合、又は旅団長等若しくは派遣部隊の長が必要と認める場合は、救援

活動に必要な人員及び救援物資の緊急輸送を実施する。

特に緊急を要すると認められるものについては、航空機による輸送を行う。

（４）炊飯及び給水支援

特に要請があった場合、又は旅団長等若しくは派遣部隊の長が必要と認める場合は、給食

及び給水支援を行う。

（５）道路及び水路の啓開

緊急交通路及び避難場所等への道路及び水路を重点に、障害物を除去し道路及び水路の確
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保に当たる。

（６）水防活動

堤防、護岸等の決壊に対しては、土のう作成、運搬、積み込み等の水防活動を行う。

（７）その他

その他臨機の必要に応じ、避難者の誘導、通信、医療、消防等の支援について、自衛隊の

能力で対処可能な範囲で、所要の活動を行う。

４ 災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官の権限

災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官は、災害が発生し、又はまさに発生しようとしている

場合において、町長、警察官及び海上保安官がその場にいない場合に限り、次の町長の職権を

行うことができる。この場合において、町長の職権を行ったときは、直ちにその旨を町長に通

知しなければならない。

（１）警戒区域の設定、立ち入り制限・禁止、退去命令

（２）町域内の他人の土地等の一時使用等

（３）現場の被災工作物等の除去等

（４）町域内の住民等を応急措置の業務に従事させること。

５ 災害派遣要請の手続等

（１）派遣要請の手続

要請にあたっては、自衛隊法施行令（昭和２９年政令第１７９号）第１０６条の規定に基

づく、所定事項を記載した文書によって要請するものとする。ただし、緊急を要するときは、

電話等迅速な方法で行い、文書の提出はその後において行うことができる。

要請文書には、次の事項を記載する。

ア 災害の情況及び派遣を要請する事由

イ 派遣を希望する期間

ウ 派遣を希望する区域及び連絡方法

エ その他参考になるべき事項

（２）派遣要請先、要請者連絡先及び連絡方法

ア 要請先及び連絡方法

（ア）陸上自衛隊第１３旅団長

陸上自衛隊第１３旅団司令部 安芸郡海田町寿町２－１

第３部（防衛班）

電話 ０８２－８２２－３１０１ 内線２４１０

（夜間・土・日・祝祭日等）

内線２４４０（当直幕僚）

（イ）海上自衛隊呉地方総監

海上自衛隊呉地方総監部防衛部 呉市幸町８－１

オペレーション

電話 ０８２３－２２－５５１１ 内線２８２３、２２２２（当直）

（ウ）航空自衛隊西部航空方面隊司令官

航空自衛隊西部航空方面隊 福岡県春日市原町３－１－１

司令部防衛部運用課

電話０９２－５８１－４０３１ 内線２３４８

（課業時間外）内線２２０３（ＳＯＣ当直）

イ 要請者連絡先及び連絡方法

（ア）県危機管理監危機管理課 広島市中区基町１０－５２

電話０８２－２２８－２１１１ 内線２７８３～２７８６

０８２－２２８－２１５９ （直通）

０８２－５１１－６７２０ （直通）

（イ）大阪航空局広島空港事務所 三原市本郷町善入寺６４－３４

電話０８４８－８６－８６５０

（３）災害派遣の要請の要求等

ア 町長は、応急措置を実施するため必要があると認めるときは、知事に自衛隊の災害へ県
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の要請をするよう求めることができる。

イ 町長は、前記アの要求ができない場合には、その旨及び災害の情況を防衛大臣又はその

指定するもの（陸上自衛隊第１３旅団長、海上自衛隊呉地方総監等）に通知することがで

きる。この場合において、当該通知を受けた防衛大臣等は、その事態に照らし特に緊急を

要し、要請を待ついとまがないと認められるときは、自主派遣等をすることができる。

ウ 町長は、前記イの通知をしたときは、速やかに知事に通知しなければならない。

（４）生活関連支援活動に係る協定

倒壊家屋の処理等の生活感染支援活動において、被災者の財産検討にかかわる支援活動に

ついては、地震発生後、要請者と旅団長等が事前に協議し、協定書等を締結するものとする。

６ 災害派遣部隊の受け入れ

（１）自衛隊の災害派遣が決定したときは、町長は、派遣部隊の受け入れ体制を整備するととも

に、必要に応じて派遣部隊と連絡にあたる職員を現地に派遣する。

（２）町は、派遣部隊の受け入れに必要な次の事項について万全を期すこととする。

ア 派遣部隊到着前

（ア）派遣部隊受け入れ担当連絡部署（職員）の指定及び配置（平常時からの指定及び配置

を含む。

（イ）派遣部隊指揮所及び県連絡員が町及び関係機関と緊密な連絡をとるために必要かつ適

切な施設（場所）の提供

（ウ）派遣部隊の宿営地及び駐車場等の準備（平常時からの宿営地候補地の検討を含む。）

（エ）派遣部隊が到着後速やかに救援目的の活動を開始できるよう、必要な資機材等の準備

（オ）臨時ヘリポートの設定

イ 派遣部隊到着後

（ア）派遣部隊を迅速に目的地に誘導する。

（イ）他の関係機関の救援活動との重複を避け、最も効果的な救援活動が分担できるよう、

派遣部隊指揮官と協議する。

（ウ）派遣部隊指揮官、編成装備、到着日時、活動内容及び作業進捗状況等を知事等に報告

する。

７ 派遣に要する経費の負担

部隊等が派遣された場合、次の各号に掲げる経費は自衛隊において負担し、それ以外の経費

は、町が負担する。

（１）部隊の輸送費（民間の輸送力を利用する場合及び有料道路の通行を除く。）

（２）隊員の給与

（３）隊員の食糧費

（４）その他の部隊に直接必要な経費

８ 災害派遣部隊の撤収要請

（１）要請者は、自衛隊の派遣の必要がなくなったと認めた場合は、自衛隊の撤収を要請する。

（２）災害派遣命令者は、前項の要請があった場合又は派遣の必要がなくなったと認める場合は、

速やかに部隊等の撤収を命ずる。
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第３項 救援物資の調達・供給活動計画

被災者の生活の維持のため必要な食料、飲料水、燃料、毛布等の生活必需品等を調達・確保

し、ニーズに応じて供給・分配を行えるよう努めるものとする。

なお、被災地で求められる物資は、時間の経過とともに変化することを踏まえ、時宜を得た

物資の調達に留意するものとする。また、夏季には扇風機等、冬季には暖房器具、燃料等も含

めるなど被災地の実情を考慮するとともに、男女のニーズの違いや、要配慮者等のニーズに配

慮するものとする。

１ 食料供給関係

（１）地震災害に備え、緊急用食料の備蓄に努めるものとする。

（２）防災関係機関や販売業者等と密接に連携して、それらからの供給可能な数量、その保管場

所等をあらかじめ把握しておく。

２ 給水関係

（１）町長及び水道用水供給事業者は、地震災害時に備えて水道施設の耐震性の向上や、応急給

水拠点の整備等水道システム全体の安定性の向上に努めるとともに、応急給水や応急復旧の

ための手順・方法を明確にした計画の策定や訓練の実施等の緊急対応体制、大規模災害に備

えた広域的な相互応援対策等の確立に努めるものとする。

なお、医療機関等に対する緊急時の給水等については、十分配慮しておくものとする。

（２）知事は、地震災害時に備え、平素から町長が実施する耐震化施策等について

必要な指導・支援を行う。

（３）遊休井戸等の緊急時に活用できる水源の確保・管理に努める。

３ 生活必需品等供給関係

被災者に対し、衣服、寝具その他の生活必需品（以下「生活必需品等」という。）を円滑に供

給するため、平素から物資の備蓄に努めるとともに、区域内の卸売業者、大規模小売店等にお

ける生活必需品等の放出可能量の把握、確認に努め、災害時において速やかに調達できるよう

体制の確立に努める。

４ 救援物資の調達・配送関係

地震により、県内で大規模な災害が発生し、町単独では必要な物資の確保が困難な場合に備

え、県は、民間事業者のノウハウを活用した救援物資の調達方法や救援物資輸送拠点の運営方

法、国や関係機関と連携した救援物資輸送車両等への燃料確保の仕組み等の整備に努める。

第４項 帰宅困難者対策計画

地震等により、公共交通機関が運行を停止し、自力で帰宅することが困難な帰宅困難者が大

量に発生する場合に備えて、町民や企業等に対し、「むやみに移動を開始しない」という基本原

則や、従業員等が一定期間事業所内に留まることができる備蓄の必要性等の周知を図る。

また、必要に応じて、一時滞在施設の確保等に努めるものとする。
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第６節 防災訓練に関する計画

１ 防災訓練

（１）町は、国、県、防災関係機関、自主防災組織、企業及び住民等の協力により、総合的、広

域的かつ実践的な訓練を実施する。

訓練想定は、南海トラフ地震とし、次の内容を中心とした訓練を実施する。

① 災害対策本部の設置・運営

② 災害広報

③ 避難誘導

④ 消火活動

⑤ 交通規制

⑥ 救護活動

⑦ 非常無線通信

⑧ 消防広域応援

⑨ 自衛隊派遣要請

⑩ 行方不明者の捜索活動

⑪ 食料供給・給水活動

⑫ 緊急道路の確保

⑬ 緊急物資の輸送

⑭ 通信施設・電力施設・ガス施設・水道施設の応急復旧

⑮ 緊急地震速報の利活用

また、訓練の実施目的ごとに、図上訓練、実働訓練及び両者を組み合わせた訓練の企画・

運営を検討する。

（２）各防災関係機関は、それぞれ防災業務計画に基づき、防災訓練を行う。

（３）災害予防責任者は、訓練実施結果について評価・検討を行い防災体制の改善に反映させる

ものとする。

２ 職員の動員体制

町及び防災関係機関は、地震災害発生時における初動体制の確保応急対策の万全を期するた

め、職員の動員訓練を適宜実施する。

３ 通信運用訓練

町及び防災関係機関は、地震災害時における通信の円滑な運用を確保し、各種地震情報の受

伝達、災害発生時の被害状況の把握及び応急対策の指令等を迅速かつ適切に行えるよう、通信

運用訓 練を実施する。

４ 防災訓練に対する協力等

（１）町及び県は、防災関係機関等が実施する防災訓練について、必要な指導助言を行うととも

に、積極的に協力する。

（２）各防災関係機関は、町や県が実施する防災訓練に積極的に協力する。

５ 実施方法

それぞれの災害予防責任者において、自主的に計画を樹立して、最も効果のある時期、場所、

参加団体等を決定して実施する。

防災会議は、自ら次の総合防災訓練を主催するとともに、必要により災害予防責任者が実施

する防災訓練の調整を行う。

（１）大規模災害発生時における防災関係機関、町民、企業及び行政相互の連絡協力体制の確立

と地域住民の防災意識の高揚を図るための総合防災訓練

（２）大規模災害発生時における町災害対策本部、県災害対策本部・支部及び防災関係機関との

連携強化を図るための図上訓練
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第７節 地震防災上必要な教育及び広報に関する計画

町は、県、防災関係機関、自主防災組織、事業所等の自衛消防組織等と協力して、地震防災上

必要な教育及び広報を推進するものとする。

１ 町職員に対する教育

災害応急対策業務に従事する職員を中心に、地震が発生した場合における災害応急対策の円

滑な実施を図るため、必要な防災教育を行うものとし、その内容は少なくとも次の事項を含む

ものとする。

（１）南海トラフ地震に伴い発生すると予想される地震動及び津波に関する知識

（２）地震及び津波に関する一般的な知識

（３）南海トラフ地震が発生した場合に具体的にとるべき行動に関する知識

（４）南海トラフ地震が発生した場合に職員等が果たすべき役割

（５）南海トラフ地震防災対策として現在講じられている対策に関する知識

（６）南海トラフ地震対策として今後取り組む必要のある課題

２ 住民等に対する教育・広報

町及び県は、防災関係機関や企業、大学等と連携して、南海トラフ地震発生時に町民等が的

確な判断に基づいた行動ができるよう、あらゆる機会を通じて、広島県地震被害想定と防災・

減災対策による被害軽減効果のほか、地震についての正しい知識や耐震化などの防災・減災対

策の普及・啓発を行い、意識の高揚を図る。

また、公民館等の社会教育施設を活用するなどして、自主防災組織など地域コミュニティや

家庭・家族単位での防災に関する普及促進を図る。

（１）啓発内容

① 南海トラフ地震に伴い発生すると予想される地震動及び被害と防災・減災対策による被害

軽減効果

② 地震に対する地域住民への周知

③ 様々な条件下で地震発生時にとるべき行動、緊急地震速報利用の心得など

〈地震のときの心得〉

ａ 家の中にいるときに大きな揺れを感じたら、まず丈夫なテーブルや机の下に隠れて身の

安全を確保し、あわてて外へ飛び出さないこと。

ｂ 火の始末はやけどをしないように落ち着いて行うこと。

ｃ テレビ、ラジオ、インターネット、防災行政無線等により、気象台等が発表する緊急地

震速報や地震に関する情報を入手すること。

ｄ 野外で大きな揺れを感じたら、看板の落下、ビルの窓から割れたガラスの落下、ブロッ

ク塀や自動販売機などの倒壊に注意すること。

ｅ 切り立ったがけのそばや地盤の軟弱な傾斜地などで大きな揺れを感じたら、山崩れ、が

け崩れのおそれがあるので注意すること。

ｆ 車での避難は、渋滞に見舞われ防災活動や避難の妨げとなるおそれがあるので、持ち物

は最小限にして徒歩で避難すること。

ｇ 避難時には、自宅のブレーカーを切り、ガスの元栓を締めること。

ｈ 地震のあと、余震がしばらく続く場合があるので注意すること。また、災害時には、未

確認の情報が風評となり、混乱を招く場合があるので、正しい情報を入手して行動するよ

うにすること。

ｉ 地震は突然襲ってくるため、常日頃から避難方法・避難場所や医療機関などを確認して

おくこと。また、携帯ラジオ、懐中電灯などの防災用品、３日分程度、可能な限り１週間

分程度の食料・生活必需品を普段から備蓄し、点検しておくこと。

④ 地震に対する一般知識

⑤ 非常用食料、飲料水、身の回り品等非常持出品や救急医薬品の準備

⑥ 建築物等の耐震診断と補強、家具の固定、ガラスの飛散防止

⑦ 災害情報の正確な入手方法

⑧ 災害時の家族内の連絡体制の事前確保
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⑨ 出火の防止及び初期消火の心得

⑩ ビル街、百貨店、地下街等外出時における地震発生時の対処方法

⑪ 自動車運転時の心得

⑫ 救助・救援に関する事項

⑬ 安否情報の確認に関する事項

⑭ 避難対策に関する事項

⑮ 避難場所等への避難が困難な場合における建物の上階への垂直移動の考え方

⑯ 水道、電力、ガス、電話などの地震災害時の心得

⑰ 高齢者、障害者などへの支援

⑱ 避難行動要支援者に対する避難支援

⑲ 各防災関係機関が行う地震災害対策

⑳ その他必要な事項

（２）啓発方法

① ホームページ、パンフレット、リーフレット、ポスターの作成・配付

② テレビ、ラジオ、有線施設等放送施設の活用

③ 新聞、広報紙、インターネット、その他の広報媒体の活用

④ 映画、スライド等の活用

⑤ 防災に関する講習会、講演会、展示会等の開催

⑥ その他の方法

３ 児童、生徒に対する教育

町及び県は、児童生徒に対して、学校教育等を通じて、南海トラフ巨大地震に関する知識や

避難の方法等などの防災教育の推進を図る。

４ 自動車運転者に対する教育

町、県及び県警察は、運転免許更新時の講習や各種広報紙等により、地震発生時における自

動車運転者が措置すべき事項に係る教育の推進を図る。

５ 相談窓口の設置

町及び県は、南海トラフ地震防災対策の実施上の相談を受けるため必要な窓口を設置すると

ともに、その旨周知徹底を図るものとする。
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