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第１部 津波災害予防

第１章 津波災害予防の基本的な考え方

市は，津波災害対策の検討にあたり，科学的知見を踏まえ，あらゆる可能性を考慮した

最大クラスの津波を想定し，その想定結果に基づき対策を推進する。

第１ 総合的な津波対策のための基本的な考え方

津波災害対策の検討にあたっては，以下の二つのレベルの津波を念頭におく必要がある。

（１）発生頻度は極めて低いものの，発生すれば甚大な被害をもたらす最大クラスの津波

（２）最大クラスの津波に比べて発生頻度が高く，津波高は低いものの大きな被害をもた

らす津波

最大クラスの津波に対しては，住民等の生命を守ることを最優先として，住民等の避

難を軸に，そのための住民の防災意識の向上及び海岸保全施設等の整備，浸水を防止す

る機能を有する交通インフラ等の活用，土地の嵩上げ，指定緊急避難場所・津波避難ビ

ルや避難路・避難階段等の整備・確保等の警戒避難体制の整備，津波浸水想定を踏まえ

た土地利用・建築制限等ハード・ソフトの施策を柔軟に組み合わせて総動員する「多重

防ぎょ」による地域づくりを推進するとともに，臨海部の産業・物流機能への被害軽減

等，地域の状況に応じた総合的な対策を講じる。

比較的発生頻度の高い一定程度の津波に対しては，人命保護に加え，住民財産の保護，

地域の経済活動の安定化，効率的な生産拠点の確保の観点から，海岸保全施設等の整備

を進める。

第２ 過去に遡った津波の想定

市及び県は，津波の想定にあたっては，古文書等の資料の分析，津波堆積物調査，海

岸地形等の調査等の科学的知見に基づく調査を通じて，できるだけ過去に遡って津波の

発生等をより正確に調査するものとする。

第３ 津波想定に係る留意点

市及び県は，被害の全体像の明確化及び広域的な防災対策の立案の基礎とするため，

具体的な被害を算定する被害想定を行うものとする。その際，今後の防災対策の推進に

よる被害軽減効果をできるだけ定量的に示すことができるよう検討するとともに，地域

性の考慮，複数の被害シナリオの検討等に留意する。

また，自然現象は大きな不確定要素を伴うことから，想定やシナリオには一定の限界

があることに留意する。

とりわけ，津波被害は，波源域の場所や地形の条件等によって，発生する津波高，範

囲等に大きな相違が生じうる地域差の大きな災害であることを念頭に置く必要がある。

また，地震を原因とする津波だけではなく，火山の噴火，大規模な地すべり等によっ

て生じる津波もありうることにも留意する。
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第２章 津波災害に強い地域づくり

津波災害に際して，被害の軽減を図るためには，各種防災事業を推進し，被害を未然に

防止したり，被害の及ぶ範囲を最小限に止められるよう整備しておくことが基本となる。

本章では，このような津波災害に強い地域づくりに係る対策を定める。

第１節 津波災害防止対策の推進〔実施責任者：防災安全課〕

市は，従来より推進されている各種海岸保全施設等の整備事業を継続して実施すると

ともに，津波発生に備え，危険予想地域の把握・指定，応報体制及び避難体制の整備，

並びに津波知識の意識啓発の推進等による総合的な津波対策を計画的に実施し，津波災

害危険を解消するための事前対策を推進する。

第１ 津波に強いまちづくり

１ 津波に強いまちの形成

（１）市は，津波からの迅速かつ確実な避難を実現するため，徒歩による避難を原則とし

て，地域の実情を踏まえつつ，できるだけ短時間で避難が可能となるようなまちづく

りを目指す。特に，津波到達時間が短い地域では，おおむね５分程度で避難が可能と

なるようなまちづくりを目指す。ただし，地形的条件や土地利用の実態等，地域の状

況によりこのような対応が困難な地域については，津波到達時間等を考慮して津波か

ら避難する方策を十分に検討する。

（２）市及び県は，浸水の危険性の低い地域を居住地域とするような土地利用計画，でき

るだけ短時間で避難が可能となるような指定緊急避難場所・津波避難ビル等及び避難

路・避難階段等の整備等，都市計画と連携した避難関連施設の計画的整備や民間施設

の活用による避難関連施設の確保，建築物や公共施設の耐浪化等により，津波に強い

まちの形成を図る。

津波災害防止対策の推進

津波に強いまちづくり

津波災害の防止対策

津波災害危険予想地域の把握

津波災害に対する広報・避難体制の整備

津波災害に関する訓練及び意識啓発の推進
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（３）市及び県は，地域防災計画，都市計画等の計画相互の有機的な連携を図るため，関

係部局による共同での計画作成，まちづくりへの防災専門家の参画等，津波防災の観

点からのまちづくりに努める。また，都市計画等を担当する職員に対して，ハザード

マップ等を用いた防災教育を行い，日常の計画行政の中に防災の観点を取り入れるよ

う努める。

（４）市及び県は，津波による危険の著しい区域については，人的災害を防止するため，

今後において，津波災害特別警戒区域や災害危険区域の指定について検討を行い，必

要な措置を講ずるものとする。

（５）市及び県は，行政関連施設，要配慮者に関わる施設等については，できるだけ浸水

の危険性の低い場所に立地するよう整備するものとし，やむを得ず浸水のおそれのあ

る場所に立地する場合には，建築物の耐浪化，非常用電源の設置場所の工夫，情報通

信施設の整備や必要な物資の備蓄等により施設の防災拠点化を図るとともに，中長期

的には浸水の危険性のより低い場所への誘導を図る。また，庁舎，消防署，警察署等

災害応急対策上重要な施設の津波災害対策については，特に万全を期するものとする。

（６）市は，津波防災地域づくりを総合的に推進するための計画（推進計画）を作成し，

海岸保全施設等，海岸防災林や避難施設の配置，土地利用や警戒避難体制の整備等に

ついての総合ビジョンを示すことに努める。

（７）市は，津波災害警戒区域の指定のあったときは，市地域防災計画において，当該区

域ごとに，津波に関する情報，予報及び警報伝達に関する事項，指定緊急避難場所及

び避難経路に関する事項，津波避難訓練に関する事項，主として防災上の配慮を要す

る者が利用する社会福祉施設，学校，医療施設の名称及び所在地等について定める。

（８）市は，市地域防災計画において，今後，津波災害警戒区域が設定された場合，津波

災害警戒区域内の主として防災上の配慮を要する者が利用する社会福祉施設，学校，

医療施設については，津波発生時に当該施設の利用者の円滑かつ迅速な避難の確保が

図られるよう，津波に関する情報，予報及び警報の伝達方法を定める。

（９）市は，津波に関する情報の伝達方法，指定緊急避難場所及び避難経路，円滑な警戒

避難を確保する上で必要な事項について住民に周知するため，これらの事項を記載し

た印刷物の配布その他の必要な措置を講じるよう努めるものとする。

（10）市は，避難訓練の実施に関し必要な助言又は勧告等を行い，施設所有者又は管理者
による取組の支援に努める。

（11）市及び県は，最大クラスの津波に対して，住民等の生命を守ることを最優先としつ
つ，生活や産業への被害を軽減する観点からのまちづくりを進めるものとする。

（12）市及び県は，河川堤防の整備等を推進するとともに，水門等の自動化・遠隔操作化
や内水排除施設の耐水機能の確保に努めるものとする。

（13）市及び県は，緊急輸送ルートの確保を早期に確実に図るため，主要な市街地等と高
速道路のアクセス強化，ネットワーク機能の向上，道路情報ネットワークシステム，

道路防災対策等を通じて安全性，信頼性の高い道路網の整備を推進するものとする。
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２ 避難関連施設の整備

（１）市は，指定緊急避難場所の整備にあたり，これらを津波からの緊急避難先として使

用できるよう，できるだけ浸水の危険性が低く，かつ，避難後においても孤立せず，

津波の襲来状況によってはさらなる避難が可能となるような場所に整備するよう努め

るものとする。また，専ら避難生活を送る場所として整備された指定緊急避難場所を

津波からの緊急避難場所と間違わないよう，両者の違いについて住民への周知徹底を

図る。

（２）市は，指定緊急避難場所として利用可能な道路盛土等の活用について検討し，活用

できる場合には，道路管理者等の協力を得つつ，避難路・避難階段の整備に努める。

（３）市及び県は，住民が徒歩で確実に安全な場所に避難できるよう，避難路・避難階段

を整備し，その周知に努めるとともに，その安全性の点検及び避難時間短縮のための

工夫・改善に努める。なお，避難路の整備にあたっては，地震の揺れによる段差の発

生，避難車両の増加，停電時の信号滅灯等による交通渋滞や事故の発生等を十分考慮

するとともに，地震による沿道建築物の倒壊，落橋，土砂災害，液状化等の影響によ

り避難路等が寸断されないよう耐震化対策を実施し，安全性の確保を図る。

３ 建築物の安全化

市，県及び施設管理者は，不特定多数の者が使用する施設，学校，行政関連施設等の

応急対策上重要な施設，要配慮者に係る社会福祉施設，医療施設等について，津波に対

する安全性の確保に特に配慮する。

第２ 津波災害の防止対策

１ 海岸保全施設の耐震化・液状化対策の推進

市及び県は，従来の台風，高潮等を念頭にした海岸保全施設整備事業に加え，津波や

地震災害に備え，老朽化した海岸保全施設の耐震診断・老朽度の点検を行い，特に重要

な施設から改修等を計画的に推進する。また，護岸施設の液状化対策の検討や，情報伝

達手段の設備等の防災機能に優れた海岸保全施設の整備を推進する。

第３ 津波災害危険予想地域の把握

１ 津波被害予測調査結果等の周知及び津波危険の把握

市は，県地震被害予測調査や国の機関等の津波関連調査の成果を踏まえた津波災害危

険の把握を推進するものとする。

第４ 津波災害に対する広報・避難体制の整備

１ 避難指示等の伝達，広報体制の整備

津波に関する避難指示等が出されたとき，沿岸住民や旅行者，海水浴客等に伝達でき

るよう，防災行政無線（屋外同報系等による），全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ），

Ｌアラート（災害情報共有システム），テレビ，ラジオ，携帯電話（緊急速報メール含む。），
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ワンセグ放送等の広報手段を事前に整備しておくとともに，防災行政無線や広報車等の

広報手段の運用要領や広報案文を整備しておく等の事前措置を講じておく。

具体的な内容等については，一般災害対策編第２部第２章第６節「避難の勧告・指示，

誘導」を準用する。

２ 津波災害危険に対応した避難体制の整備

地震発生後数分程度で津波が来襲する区域もあるとの県地震被害予測調査（平成７～

８年）の結果に対応できるよう，市は，地震・津波時の避難指示の伝達と沿岸住民の自

主的な避難が可能な即応体制を整備しておく。

特に，沿岸地域の指定避難所以外の津波地震時用の避難所等を指定・確保しておく。

また，避難するに際して，津波到達時間内に避難できるような経路を指定し，指定避

難所の標高等の配置状況及び安全性に関する調査等を踏まえて，適宜見直しを行う。

具体的な内容等については，一般災害対策編第１部第２章第５節「避難体制の整備」

を準用する。

第５ 津波災害に関する訓練及び意識啓発の推進

１ 各種広報媒体を活用した津波広報等

市及び県は，広報誌，パンフレット，防災マップ，テレビ，ラジオ，新聞，ビデオ，

映画等の多種多様な広報媒体を活用し，市民等に対して津波に関する基礎知識，津波災

害危険の実態，津波からの避難の考え方や対策内容の普及・啓発を行い，周知に努める。

（防災意識啓発の推進方策は，第４章第１節「防災知識の普及啓発」参照）

２ 津波災害に関する防災訓練・講習会等の実施

市は，津波の発生を想定した，住民参加の訓練をするほか，釣り客や海水浴客等も加

えた実践的な防災訓練の実施に努めるものとする。
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第２節 土砂災害・液状化等の防止対策の推進〔実施責任者：防災安全課・建設課〕

具体的な内容等については，地震災害対策編第１部第１章第１節「土砂災害・液状化

等の防止対策の推進」を準用する。

第３節 防災構造化の推進〔実施責任者：建設課・都市政策課・消防組合〕

具体的な内容等については，一般災害対策編第１部第１章第３節「防火構造化の推進」

を準用する。

第４節 建築物災害の防止対策の推進〔実施責任者：公共施設管理者・都市政策課・

消防組合〕

具体的な内容等については，一般災害対策編第１部第１章第４節及び地震災害対策編

第１部第１章第３節「建築物災害の防止対策の推進」を準用する。

第５節 公共施設の災害防止対策の推進〔実施責任者：水道課〕

具体的な内容等については，一般災害対策編第１部第１章第５節「公共施設の災害防

止対策の推進」を準用する。

第６節 危険物災害等の防止対策の推進〔実施責任者：防災安全課〕

具体的な内容等については，地震災害対策編第１部第１章第５節「危険物災害等の防

止対策の推進」を準用する。

第７節 津波防災研究等の推進〔実施責任者：防災安全課〕

市，県及び関係機関等は，関係研究機関との協力により，津波や地震防災に関する調

査研究を実施し，その成果の活用に努めるものとする。

１ 重要防災基幹施設等の防災性能の調査研究

津波等による被害を軽減し，各種救援活動の拠点としての機能を確保するため，公共

建築物・構造物，港湾等の耐震性や液状化，津波等による機能障害の予測等に関する調

査研究に努める。

２ 地域危険度の調査研究

市は，防災アセスメントを実施することにより，地域の災害危険性を総合的かつ科学

的に把握し，地区別防災カルテ，防災マップ等の作成に努める。
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第３章 迅速かつ円滑な津波災害応急対策への備え

津波災害に際して，迅速かつ円滑な津波災害応急対策を実施するためには，事前に応

急対策の実施体制（要領）や個々の対策に必要な物資・資機材等を整備しておく必要が

ある。

本章では，このような津波災害対策への事前の備えについて定める。

また，海溝型巨大地震が発生した場合，甚大かつ広域的な被害が予想されると同時に，

これまでの大災害で経験したことのないような広域的な停電や断水の発生，防災拠点の

被災，市の行政機能の喪失，交通インフラの被災による応急対策活動への支障の発生，

ガソリン等の燃料を含む各種物資の著しい不足等を含め，事前の想定を超える事態が発

生するおそれがあることに十分留意しつつ，災害応急対策を行う必要がある。

第１節 防災組織の整備〔実施責任者：防災安全課〕

津波が発生した場合，広範囲にわたる人的・物的被害が発生することが予想されるた

め，被害の拡大を防ぎ，被災者の救援に全力を挙げて対応できるよう，市，県及び各防

災関係機関は，それぞれの計画に基づき，迅速かつ的確な災害応急対策を万全に遂行す

るための防災組織の整備を推進する。

また，防災会議の委員について，多様な視点が反映できる構成とし，防災に関する施

策・方針決定過程及び防災の現場における女性の参画拡大や，男女共同参画の視点を取

り入れた防災体制を確立等，地域における生活者の多様な視点を反映した防災対策の実

施による地域の防災力向上を図る。

具体的な内容等については，一般災害対策編第１部第２章第１節「防災組織の整備」

を準用する。

第２節 通信・広報体制（機器等）の整備〔実施責任者：防災安全課〕

大規模な津波が発生した場合，通信機器等の損壊等による通信の途絶や輻輳等が予想

される。

このため，被害の拡大を防ぎ，被災者の救援に全力を挙げて対応するため，市，県及

び防災関係機関は，災害に強い複数の通信回線の確保や長時間の停電に対応可能な非常

用発電機の整備，通信機器等の保管設置場所の嵩上げや複数化等，通信・広報体制（機

器等）の整備を推進する。また，効果的・効率的な防災対策を行うため，IoT，SNSの活
用等，災害対応業務のデジタル化を促進する必要がある。デジタル化に当たっては，災

害対応に必要な情報項目等の標準化や，システムを活用したデータ収集・分析・加工・

共有の体制整備を図る必要がある。

具体的な内容等については，一般災害対策編第１部第２章第２節「通信・広報体制（機

器等）の整備」を準用する。
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第３節 津波等観測体制の整備〔実施責任者：防災安全課〕

津波による災害を未然に防止し，あるいは軽減するため，津波をもたらす地震の震度

や波高・潮位等の観測・監視施設の整備を図る必要がある。

このため，観測施設を有する機関は，当該施設及び観測体制の整備を推進するととも

に，これらの施設による観測資料の活用・提供等に積極的に協力するものとする。

具体的な内容等については，一般災害対策編第１部第２章第３節「気象観測体制の整

備」を準用する。

第４節 消防体制の整備〔実施責任者：防災安全課・消防組合〕

津波や地震の発生に際して，消防活動が迅速かつ的確に実施できるよう，消防活動の

組織，方法及び関係機関との協力体制を確立しておく必要がある。このため，消防本部

等のほか，消防団，地域住民及び事業所による消防活動体制，並びに消防水利，装備，

資機材等の整備を推進する。

具体的な内容等については，一般災害対策編第１部第２章第４節「消防体制の整備」

を準用する。

第５節 避難体制の整備〔実施責任者：全部〕

津波災害においては，住民の避難を要する地域が数多く出ることが予想される。

このため，津波避難に関する計画や津波災害時における市長等の避難指示権者が行う

避難の指示等の基準，防災マップ及び海抜表示板等を作成し，その周知に努める等，関

係住民の適切・安全な避難体制を推進する。なお，避難に際しては，特に，高齢者，障

害者その他の要配慮者の安全な避難について留意する。

避難体制の整備

安全に避難するための計画の策定

指定避難所の指定・確保，安全性の点検

地域における避難体制の整備

指定避難所の収容・運営体制の整備

各種施設における避難体制の整備
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第１ 安全に避難するための計画の策定

１ 津波避難計画の策定

市は，津波発生時の避難を円滑に行うため，次の点に留意の上，地域の実情を考慮し

た具体的な避難計画を策定するよう努める。

（１）津波避難計画の策定の検討にあたっては，津波到達時間を想定し，避難のシミュレ

ーションを実施する等の評価を行った上で，地形や指定緊急避難場所の整備状況等，地

域の実情を踏まえる。

（２）津波避難計画の検討にあたっては，住民，自主防災組織，消防機関，警察等の様々

な主体の参画を得て実施する。

（３）地域における生活者の多様な視点を反映した対策を実現するため，女性の視点を取

り入れることにも配慮する。

（４）津波避難計画は，津波避難訓練で明らかになった課題や津波防災対策の実施，社会

条件の変化等に応じて必要な見直しを行う。

（５）津波避難計画において定めるべき事項は，概ね次のとおりとする。

ア 津波浸水予想地域，津波到達時間

イ 避難対象地域

ウ 避難先（避難目標地点，指定緊急避難場所，避難ビル）及び避難経路（避難路，

避難経路）

エ 避難困難地域

オ 初動体制

カ 津波情報の収集・伝達

キ 高齢者等避難・避難指示等の発令

ク 津波防災教育・啓発

ケ 津波避難訓練の実施

コ その他留意点

（参考：資料編「付録 1 鹿児島県津波避難計画策定指針」）

２ 避難手段の考え方

津波発生時の避難にあたっては，徒歩避難を原則とする。

ただし，歩行困難者が避難する場合や想定される津波に対して徒歩で避難が可能な距

離に適切な指定緊急避難場所がない場合のように，自動車避難を検討せざるを得ない場

合には，自動車避難に伴う危険性を軽減するための努力をするとともに，自動車による

避難には限界があることを認識した上で検討を行う。

３ 避難誘導体制

（１）市及び県は，消防職員，消防団員（水防団員），警察官，市職員等，防災対応や避難

誘導・支援にあたる者の危険を回避するため，津波到達時間内での防災対応や避難誘

導・支援に係る行動ルールや退避の判断基準を定め，住民等に周知するものとする。

また，避難誘導・支援の訓練を実施することにより，避難誘導等の活動における問

題点を検証し，行動ルール等を必要に応じて見直す。
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（２）市は，高齢者や障害者等の要配慮者を適切に避難誘導し，安否確認を行うため，地

域住民，自主防災組織，民生委員・児童委員，介護保険事業者，障害福祉サービス事

業者，ボランティア団体等の多様な主体の協力を得ながら，平常時から避難行動要支

援者に関する情報を把握の上，関係者との共有に努めることとする。また，要配慮者

への対応を強化するため，情報伝達体制の整備，避難誘導体制の整備，避難訓練の実

施に努める。

（３）市は，小学校就学前の子供たちの安全で確実な避難のため，災害発生時における幼

稚園・保育所・認定こども園等の施設と市町村間，施設間の連絡・連携体制の構築に

努める。

（４）市及び県は，要配慮者が津波からの避難後に命の危険にさらされる事態を防ぐため，

防災，医療，保健，福祉等の各専門分野が連携した支援方策の検討に努める。

第２ 指定避難所の指定・確保，安全性の点検

１ 避難予定場所の指定

市は，県地域防災計画及び市地域防災計画等を踏まえて，津波，液状化，斜面崩壊等

の危険度や予測される避難者数等を考慮し，地区ごと，災害種別ごとに，学校及び社会

教育施設等の公共建物の他，企業等が有する建物を含め具体的な避難予定場所を定め，

その所在，標高，名称，概況，収容可能人員等の把握に努める。

また，要配慮者が，相談等の必要な生活支援が受けられる等，安心して避難生活でき

る体制を整備した福祉避難所を指定しておく。

なお，避難予定場所として学校等を指定する場合は，あらかじめ指定避難所として求

められる施設設備等を明確にするとともに，避難者の範囲や規模，運営方法，管理者へ

の連絡体制等についても学校・教育委員会（県立学校については県教育委員会）と共有

しておく。

市は，避難予定場所，避難経路については，適時総合的に検討を加え，必要がある場

合は変更の上住民に対し周知徹底しておくものとする。

自治会及び自主防災組織等は，指定避難所への避難が困難な場合があるため，事態切

迫時に一時的に危険を回避できる場所を確保するよう努めるものとする。

２ 指定避難所の確保と整備

具体的な内容等については，一般災害対策編第１部第２章第５節第１の２「指定避難

所の確保と整備」を準用する。

３ 指定避難所・避難路の安全点検

避難予定場所の指定や指定避難所の確保については，津波，液状化，斜面崩壊等の危

険性を考慮して行い，耐震診断や耐震改修に努め，安全点検を行う。

避難路については，液状化，斜面崩壊，ブロック塀の倒壊等の障害のない安全なルー

トを複数選定しておく。

また，避難路沿いに標高や指定避難所までの距離・時間を示した標識等の整備に努め

る。
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第３ 地域における避難体制の整備

１ 避難の指示・誘導体制の整備

具体的な内容等については，一般災害対策編第２部第２章第６節「避難の指示，誘導」

を準用する。

ただし，津波の場合は，直ちに避難の指示を行い，また遠地地震による津波のように

津波到達まで時間がある場合は，状況に応じ，高齢者等避難や避難指示を活用する。

２ 避難指示等の伝達方法の周知

具体的な内容等については，一般災害対策編第１部第２章第５節第２の３「避難指示

等の伝達方法の周知」を準用する。

３ 災害時要援護者の避難体制の強化

具体的な内容等については，一般災害対策編第１部第２章第５節第２の４「要配慮者

の避難体制の強化」を準用する。

第４ 各種施設における避難体制の整備

具体的な内容等については，一般災害対策編第１部第２章第５節第３「各種施設におけ

る避難体制の整備」を準用する。

第５ 指定避難所の収容・運営体制の整備

具体的な内容等については，一般災害対策編第１部第２章第５節第４「指定避難所の収

容・運営体制の整備」を準用する。

第６節 救助・救急体制の整備〔実施責任者：防災安全課・関係機関〕

津波や地震時には，浸水，建物倒壊，火災等の被害の可能性が危惧され，多数の救助

救急事象が発生すると予想される。

このため，災害発生に際して，救助・救急を行うのに必要な体制や防災資機材等の整

備を計画的に推進する。

具体的な内容等については，一般災害対策編第１部第２章第６節「救助・救急体制の

整備」を準用する。
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第７節 交通確保体制の整備〔実施責任：防災安全課・建設課・関係機関〕

津波や地震時には，道路，橋梁等の交通施設に被害が発生することが予想されるので，

交通の混乱を防止し，緊急輸送路を確保することが必要である。

このため，交通の混乱を防止し，緊急輸送路を確保するための交通確保体制の整備を

計画的に推進する。

具体的な内容等については，一般災害対策編第１部第２章第７節「交通確保体制の整

備」を準用する。

第８節 輸送体制の整備〔実施責任：防災安全課・建設課〕

津波や地震災害時には，被害者の避難並びに災害応急対策及び災害救助を実施するの

に必要な要員及び物資の輸送を迅速かつ的確に行うことが必要である。

このため，各計画が効率的に実施されるように，必要な車両，船艇，労務の確保を図

る等，輸送体制の整備を計画的に推進する。

具体的な内容等については，一般災害対策編第１部第２章第８節「輸送体制の整備」

を準用する。

第９節 医療体制の整備〔実施責任：健康増進課・消防組合〕

津波や地震災害時には，多数の負傷者が発生し，また，医療機関が被害を受け混乱が

予想される。

このため，発災時に備え，必要な医療用資機材・医薬品等の整備及び救護班の編成基

準等，医療体制の整備を計画的に推進する。

具体的な内容等については，一般災害対策編第１部第２章第９節「医療体制の整備」

を準用する。

第１０節 その他の津波災害応急対策事前措置体制の整備〔実施責任：全部〕

市は，その他の津波災害応急対策事前措置体制について，整備を計画的に推進する。

なお，大規模な災害が発生した場合の被害等を想定し，孤立が想定される等の地域の

地理的条件等も踏まえて，必要とされる食料，飲料水，生活必需品等の物資について，

あらかじめ備蓄・調達体制等の整備に努める。

具体的な内容等については，一般災害対策編第１部第２章第 10節「その他の災害応急
対策事前措置体制の整備」を準用する。
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第４章 住民の防災活動の促進

津波災害に際して，効果的な防災対策を行うためには，平素より住民や職員の防災知識

の普及・啓発，防災訓練を実施しておくほか，自主防災組織や防災ボランティアの育成強

化，要配慮者対策等を推進し，住民の防災意識と対応能力の強化を図っておくことが必要

である。

本章では，このような住民の防災活動の促進について，その対策を定める。

第１節 防災知識の普及啓発〔実施責任者：防災安全課・学校教育課・社会教育課〕

津波災害に際して的確な行動がとれるよう，住民及び職員に対し，災害予防又は災害

応急対策等に関し，防災知識の普及啓発を図っておく必要がある。

このため，災害予防又は災害応急対策の実施の任にある担当部署は，それぞれ防災知

識の普及・啓発を促進する。なお，防災知識の普及・啓発の推進にあたっては，その内

容が性別による固定的な役割にとらわれることのないよう留意する。

具体的な内容等については，一般災害対策編第１部第３章第１節「防災知識の普及啓

発」を準用する。

第２節 防災訓練の効果的実施〔実施責任者：防災安全課〕

災害時において，災害応急対策計画に定められている各種の応急措置を迅速確実に行

えるよう，関係機関と協力して，訓練を行う必要がある。

このため，災害応急対策の実施責任者を有する機関は，各々目標を設定し，効果的な

防災訓練の実施を推進する。

訓練にあたっては，定期的な防災訓練を，夜間等様々な条件に配慮し，居住地，職場，

学校等においてきめ細かく実施し，又は行うよう指導し，住民の津波発生時の避難行動，

基本的な防災用資機材の操作方法等の習熟を図るものとする。

特に，津波災害を想定した訓練の実施にあたっては，津波到達時間の予測は比較的正

確であることを考慮しつつ，最大クラスの津波やその到達時間を踏まえた具体的かつ実

践的な訓練を行うよう努める。

具体的な内容等については，一般災害対策編第１部第３章第２節「防災訓練の効果的

実施」を準用する。
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第３節 自主防災組織の育成強化〔実施責任者：防災安全課・消防組合〕

災害を未然に防止又は軽減するためには，市及び防災関係機関の防災対策の推進はも

とより，「自らの身の安全は自らが守る」という自覚のもとに，住民一人ひとりが災害か

ら自らを守るとともに，地域の人々が互いに助け合うという意識を持って行動すること

が重要である。

このため，住民の隣保協同の精神に基づく自主防災組織の育成・強化を図り，消防団

とこれらの組織との連携等を通じて地域コミュニティの防災体制の充実を図るとともに，

多数の者が出入りし又は利用する施設，危険物を製造若しくは保有する事業所において

も自衛消防隊等を編成し，大規模な災害，事故等に備えるものとする。

市は，自主防災組織の活動の活性化・育成強化のための研修・訓練，情報提供に努め

る。

具体的な内容等については，一般災害対策編第１部第３章第３節「自主防災組織の育

成強化」を準用する。

第４節 防災ボランティアの育成強化〔実施責任者：防災安全課・南九州市社会福祉

協議会・消防組合〕

津波災害時等においては，個人のほか，専門分野のボランティア等の組織が，救助，

救急等の災害応急活動に従事するとともに，被災者個人の生活の維持・再建を支援する

等，発災直後から復旧過程に至る各段階において大きな役割を果たす。

このため，津波や地震災害時におけるボランティア活動が効果的に生かされるよう，

平常時から，個人あるいは地域や事業所の自主防災組織のほか，幅広いボランティアの

育成強化のための対策を推進する。

具体的な内容等については，一般災害対策編第１部第３章第５節「防災ボランティア

の育成強化」を準用する。


