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１章 総則
１節

本計画の目的
東南海・南海地震による災害から国民の生命、身体及び財産を保護するため、東南海・南海地震

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）が制定され、第 3 条第 1
項の規定に基づき、平成 15 年 12 月 17 日付けで、西宮市は東南海・南海地震に係る地震防災対策
推進地域として指定された。
その後、平成 23 年 3 月に発生した東日本大震災を受けて、平成 25 年 11 月に、上記東南海・南
海地震の特別措置法は、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法に改正され、
平成 26 年 3 月に南海トラフ地震防災対策推進基本計画が策定されたことに伴い、西宮市は新たに
南海トラフ地震防災対策推進地域（以下「推進地域」という。
）に指定された。
南海トラフ地震は、わが国で発生する最大級の地震であり、今世紀前半にも発生が懸念されてい
る。その大きな特徴として、①被害が極めて広域にわたること、②中でも津波災害が甚大なこと、
③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等があげられる。このため、これら
の特徴を踏まえ、西宮市は国、県、指定公共機関、防災関連機関、地域住民等の様々な主体との連
携を図り、効果的な防災対策を計画的に推進する必要がある。
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の規定に基づき、南海
トラフ地震災害に関して、県、市、指定地方行政機関、自衛隊、その他の防災関係機関の役割と責
任を明らかにするとともに、防災関係機関の業務等についての基本的な事項を示す。これにより津
波災害対策を総合的かつ計画的に推進し、西宮市の地域と市民の生命、身体を災害から保護するこ
とを目的とする。

２節

計画の位置付け
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の第 5 条の規定に基づ

き、西宮市地域防災計画の第５編 津波対策計画に南海トラフ地震防災対策推進計画として、西宮
市防災会議が策定する。

３節

計画の性格

１．計画の性格
この計画は、南海トラフ地震の発生に備えて、西宮市、防災関係機関及び市民がとるべき地震・
津波災害等に係る災害対策の基本的事項を定めるものであり、各防災関係機関はこの計画に基づき、
細部計画を定め、その具体的推進を図るものとする。
なお、本計画の作成には、以下の関連諸計画との整合性を考慮する。
①

南海トラフ地震防災対策推進基本計画（中央防災会議）

②

南海トラフ地震防災対策推進計画（兵庫県防災会議）

③

その他関係法令や西宮市総合計画
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２．その他留意事項
本計画策定に当たっては、南海トラフ地震の特質を考慮し、以下の点に留意する。

（１）地域防災力の向上
災害発生直後は、影響が広域にわたるため、各地域での行政による対応が困難であることが予想
される。そのため、
「自助」
・
「共助」による地域防災力を向上させ、県・市との協働体制を推進する
ことが不可欠となる。

（２）計画的かつすみやかな予防対策の推進
国の地震調査研究推進本部の評価(平成 29 年 1 月公表)では、南海トラフで次に発生する地震（M8
～M9 クラス）の今後 30 年発生確率が 70％～80％と非常に高いため、計画的かつすみやかな予防対
策を推進する必要がある。

（３）南海トラフ地震の時間差発生による災害の拡大防止
過去に発生した南海トラフ地震では、二つの地震が同時に発生する場合の他、数時間から数年の
時間差で発生することもあったため、後発の地震に対する対策が必要になることも想定される。

３．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
市域に係る地震防災に関して、市域の公共的団体その他防災上重要な施設の管理者（以下「防災
関係機関」という。
）の処理すべき事務、又は業務の大綱については、
「１編４章

防災機関等の役

割と処理すべき事務又は業務」に準じる。

４節

被害想定・地震津波想定

１．西宮市の被害想定及び地震津波想定
（１）南海トラフ地震について
南海トラフでは、西南日本弧が位置する大陸プレートにフィリピン海プレートが沈み込んでおり、
そのプレートの境界面がすべることにより、これまでに繰り返し大地震が発生してきた。近年では
昭和 19 年（1944 年）に昭和東南海地震、昭和 21 年（1946 年）に昭和南海地震が発生し、地震動
や津波により甚大な被害が生じた。これらの地震発生から既に 70 年以上が経過し、南海トラフに
おける次の大地震発生の可能性が高まっている。発生時には、東海・東南海・南海地震が連動して
発生する可能性もあり、被害が広範囲に及ぶと予想されている。
南海トラフについては、歴史地震に関する豊富な記録に加えて、地震活動、地殻変動、地殻構造、
変動地形などについて数多くの研究が行われており、大地震の繰り返しの発生履歴が詳しく調べら
れているプレート境界の一つとして知られている。
地震調査研究推進本部（地震防災対策特別措置法に基づく）は、海溝型地震等の発生可能性等（場
所、規模、及び発生確率）を評価し、毎年１月１日時点の発生確率を公表している。
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【南海トラフ地震の発生可能性の評価】
（国の地震調査研究推進本部の評価結果（平成 30 年（2018 年）1 月）より）
地震発生確率

地震区分

間近の

次の地震までの

次の地震までの

（次の地震規

10 年

30 年

50 年

発生時期

間隔＊1

残年数＊2

模）

以内

以内

以内

a

b

c=b－a

72.0 年前

88.2 年

16.2 年後

90％程度
南海トラフ

70%～
30％程度

M8～9

もしくは
80%
それ以上

＊1

時間予測モデルから推定された次の地震までの発生間隔

＊2

地震調査研究推進本部が算定した a，b の年数を兵庫県が算出

（２）南海トラフ地震と津波の想定
「兵庫県 南海トラフ巨大地震津波被害想定（平成 26 年 6 月 3 日公表）」によると、西宮市域に
おける南海トラフ地震と津波の想定は以下のとおりである。

【南海トラフ地震と津波の想定】
項目

内容

地震規模
地震動（震度階）

Ｍ9.1
震度 5 弱～6 弱（長い揺れが１分以上継続）

津波到達時間

112 分（初期水位より 1ｍ上昇する時間）

最高津波水位

T.P.+3.7m※
911ha

浸水面積
浸水想定区域内の建物数

1 万 6,800 棟

浸水想定区域内の夜間人口

9 万 4,800 人

浸水想定区域内の昼間人口

9 万 3,900 人

※T.P.…東京湾平均海面（Tokyo Peil）の略称であり、日本の測量の高さの基準
出典：「兵庫県 南海トラフ巨大地震津波被害想定」

（３）津波浸水想定区域
国の「南海トラフ巨大地震による津波想定（平成 24 年 8 月 29 日発表）
」の検証結果を踏まえ、
兵庫県が発表した「南海トラフ巨大地震の津波浸水想定」に基づき、津波により浸水する可能性が
高い地区を「津波浸水想定区域」とする。当該区域は、東日本大震災並の最大クラスの南海トラフ
地震（M9.1)の浸水想定エリアである。
当該地区は以下のとおりである。
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【津波浸水想定区域】
対象町丁等
川西町、中浜町、堀切町、上葭原町、中葭原町、下葭原町、大浜町、市庭町、社家町、宮前町、荒
戎町、川東町、川添町、建石町、前浜町、泉町、西波止町、六湛寺町、津田町、本町、用海町、浜
松原町、東浜町、東町１丁目～２丁目、石在町、久保町、鞍掛町、浜脇町、浜町、朝凪町、神祇官
町、津門大塚町、津門稲荷町、津門西口町、津門仁辺町、津門宝津町、津門川町、津門住江町、津
門綾羽町、津門呉羽町、甲子園春風町、今津山中町、今津上野町、甲子園浜田町、甲子園砂田町、
甲子園浦風町、今津曙町、今津水波町、甲子園高潮町、甲子園洲鳥町、甲子園網引町、今津久寿川
町、今津社前町、今津大東町、今津二葉町、今津出在家町、今津港町、今津巽町、今津西浜町、今
津真砂町、西宮浜１丁目～４丁目、小松北町２丁目、小松東町１丁目～３丁目、小松町１丁目～２
丁目、小松西町１丁目～２丁目、小松南町１丁目～３丁目、花園町、学文殿町１丁目～２丁目、里
中町１丁目～３丁目、上鳴尾町、甲子園六番町、甲子園七番町、甲子園八番町、甲子園九番町、武
庫川町、池開町、東鳴尾町１丁目～２丁目、笠屋町、上田東町、上田中町、上田西町、高須町１丁
目～２丁目、鳴尾町１丁目～５丁目、古川町、枝川町、甲子園町、南甲子園１丁目～３丁目、浜甲
子園１丁目～４丁目、甲子園浜１丁目～３丁目、鳴尾浜１丁目～３丁目
資料 11-６

「南海トラフ地震津波浸水想定区域」参照

[津波浸水想定の条件]
満潮時に津波が到達するとして、地殻変動、地震による河川・海岸等の構造物の沈下を考慮
し、防潮門扉は耐震性があり、自動で閉鎖可能なものは閉鎖、その他のものは開放、防潮堤は、
津波が越流した場合に破堤する条件で想定されている。
また、この想定は、最悪の条件下において発生した地震を推計したもので、その発生頻度は極
めて低く、次回南海トラフ沿いで起こる地震や津波がこの想定どおりとは限らない。また、これ
よりも大きい津波が起こる可能性も残っている。

（４）南海トラフ地震津波による被害想定
長周期、長時間（数分間）の横揺れにより、家屋倒壊や大規模構造物、海岸・河川構造物の被害、
海岸線を含む低地部での液状化による墳砂や地盤沈下等の被害が懸念される。
また、津波により、沿岸地域では、防潮門扉等が閉鎖できないことや堤防の越流によって、広範
囲に浸水するおそれがある。
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【南海トラフ地震津波による被害想定（西宮市抜粋）】
項目
建物被害

被害数量等
738 棟

全壊棟数

(334 棟)

（うち、津波による内数）

14,824 棟

半壊棟数

(8,324 棟)

（うち、津波による内数）
人的被害

7,664 人

死者数

(7,648 人)

（うち、津波による内数）

4,947 人

負傷者

(4,431 人)

（うち、津波による内数）

ライフライン

災害廃棄物

避難者数（当日）

31,479 人

上水道

断水人口（1 日後）

82,150 人

下水道

支障人口（1 日後）

470,582 人

ガス

供給停止戸数

電力

停電軒数（1 日後）

固定電話

不通回線数（1 日目）

8,814 回線

携帯電話

不通ランク（1 日目）

B（つながりにくい）

0

130 千トン

発生量

インフラ

浸水域の被害箇所数

10 箇所

浸水域外の被害箇所数

72 箇所

道路

鉄道

2,638 軒

新幹線の被害箇所数

2 箇所

在来線等津波浸水域の被害箇所数

5 箇所

在来線等津波浸水域外の被害箇所数

53 箇所

【参照データ】
兵庫県 南海トラフ巨大地震津波被害想定（平成 26 年 6 月 3 日公表）
※人的被害が最も多い冬早朝 5 時の情報

（５）西宮市の被害、状況の推移
地震発生から津波終息までの被害や地域の状況の推移は次のとおりと考えている。
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【西宮市の被害、状況の推移】
地震発生直後・・・・・・・・・・・・・３分・・・・・・・・・・・・・・１５分・・・・・・・・・・・津波到達（112 分）
・・・・・・・・津波警報等解除（1 日程度）
・・・・・・・
市内全域で震度５弱から震度６弱
の揺れが 3 分程度続く

揺れが収まっても、長周期の揺れ
により、高層マンションなどの高い
建物は揺れが継続

津波

約 3 分後：大津波警報発表

約 15 分後：津波警報更新報発表
（予想される津波の高さを発表）

（約 43～65 分後に、淡路島へ津
波が到達）
（約 90 分後に、神戸市へ津波が
到達）

鳴 尾 御 影 線 より 海 側 で 広 く 浸 水
し、繰り返し津波が来襲

・津波警報等の解除
・ゼロメートル地帯を中心に長期
浸水が発生

建物

・地震の揺れや液状化により、耐
震性の低い木造住宅を中心に
全壊・半壊が発生
・商品やＯＡ機器、家具等が落下、
転倒

・高いビルの窓ガラス等の落下が
発生
・急傾斜地の一部で土砂災害が発
生
・エレベーターが緊急停止し、一部
で閉じ込めが発生

一部の倒壊家屋等から火災が発
生するが延焼拡大の可能性は低
い

津波により沿岸部の浸水域で床
上・床下浸水、あるいは一部流出
が発生

余震に伴い、建物被害が拡大

道路

・路面に亀裂や陥没が発生
・走行中の自動車が一斉に停車し
大渋滞が発生
・建物やブロック塀、電柱等の倒
壊により道路閉塞が発生
・液状化によりマンホールが飛び
出す
・踏切が閉じた状態のままになる

停電により信号機が機能せずに
渋滞や混乱が発生

・避難者が一斉に避難することに
より車道、歩道ともに渋滞が発生
・大規模集客施設の周辺を中心
に、歩道に避難者があふれる
・国道 43 号など幹線道路の横断
に支障が生じる

・阪神高速は点検のため封鎖とな
るが、徐々に緊急車両が通行
・浸水による通行不能で大渋滞が
起こり、緊急車両の通行に支障
が発生

阪神高速の出入り口周辺で緊急
車両の渋滞が発生

・多くの地域で停電が発生
・固定電話がつながりにくくなる
・公共交通機関は全て運転停止

・水道の断水が発生
・全域の下水道に支障が発生
・携帯電話、インターネットがつな
がりにくくなる

地震

ライフ
ライン

避難
場所

津波避難ビルや高い建物に人が
避難し始める

震度 4～5 強の余震が継続

・応急給水開始
・避難所等に特設公衆電話や移
動中継局の配備が始まる
・浸水影響のなかった鉄道が徐々
に運転再開
・自宅が被災した避難者は、避難
所へ移動する
・食料、水、毛布等の物資が不足
し、配布方法等の作業も困難と
なる

収容人数の少ない津波避難ビル
などで避難者があふれ、津波避難
ビルを探す避難者が出始める
・沿岸部が浸水する浸水域では船
舶やがれき等が漂流・堆積する。
自動車等から漏れたガソリンで火
災の危険性が高まる
・津波の第 1 波が収まったのを受
けて自宅や職場の状況を見に戻
り、繰り返し来襲する津波に巻き
込まれる人が発生

その他
被害

公共交通機関や道路損傷等によ
り、多くの帰宅困難者が発生

出典：「兵庫県南海トラフ巨大地震・津波被害想定」、
「市町津波避難計画策定の手引き」
（兵庫県）
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～兵庫県での津波の状況（兵庫県地域防災計画）より～
兵庫県で観測された津波の主なものは、次の各表のとおりである。
検潮記録が得られるのは、近年のものに限られるが、古文書による次の記述にみられるように、
ここに掲載した事例を上回るような津波があったことに留意する必要がある。
「日本被害津波総覧」によれば、1854 年 12 月 24 日の安政南海地震津波の被害として「大阪
では木津川・安治川の 26 の橋破壊、水死 341 人、道頓堀で路上に潮溢れ、東堀まで泥水上がる。
堺では川筋に船流れ込み、橋 8 箇所崩壊。尼崎では内川の水面 1 丈余増し、死者 100 余人、流失
家屋 60 棟・・・」の記録があり、また、
「兵庫県災害誌」
（昭和 29 年）によれば、昭和 21 年 12
月 21 日の南海地震で観測された津波の高さは、次表のとおりである。
地

震
津波（最高波高）

発生年月日
昭和 21 年 12 月 21 日

地震名

震

南海地震

源

紀伊半島沖

福良町 250 ㎝

由良町 100 ㎝

灘村

150 ㎝

沼島村 150 ㎝

阿万町 150 ㎝

志筑町 100 ㎝

神戸地方気象台等による検潮記録については、第 3 表に掲げる。
地

番
号

発生年月日

震

津波（最高波高）

地震名

震

源

神戸港

洲本港

記録なし

19 ㎝

1

昭和 27 年 11 月 4 日

カムチャッカ地震

カムチャッカ半島南東沖

2

昭和 35 年 5 月 23 日

チリ地震

チリ沖

56 ㎝

59 ㎝

3

昭和 38 年 10 月 13 日

択捉島沖地震

択捉島南東沖

10 ㎝

3㎝

4

昭和 39 年 3 月 28 日

アラスカ地震

アラスカ南部

23 ㎝

14 ㎝

5

昭和 40 年 2 月 4 日

アリューシャン地震

アリューシャン列島中部

8㎝

4㎝

6

昭和 43 年 4 月 1 日

日向灘地震

日向灘

11 ㎝

5㎝

7

昭和 58 年 5 月 26 日

日本海中部地震

秋田県沖

（津居山

54 ㎝）

8

平成 5 年 7 月 12 日

北海道南西沖地震

北海道南西沖

9

平成 7 年 1 月 17 日

兵庫県南部地震

大阪湾

6㎝

-

10

平成 16 年 9 月 5 日

なし

三重県南東沖

5㎝

-

11

平成 21 年 1 月 4 日

なし

インドネシア・パプア

8㎝

-

12

平成 22 年 2 月 27 日

なし

チリ中部沿岸

21 ㎝

19 ㎝

（舞鶴

70 ㎝）

兵庫県南部地震は欠測時間があり、記録された中での最高波高であり、実際の高さはこの記録よ
り高い可能性がある。
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２章 津波災害予防対策計画
１節

津波災害に対する防災体制を確立する

第1

基本方針
突発的で広域的な被害が想定される津波の場合、緊急連絡による情報伝達や防潮門扉等の閉
鎖、さらに、住民等のすみやかな避難が非常に重要となるため、時間的余裕が少ないことを前
提として市及び関係機関の防災組織及び防災体制を構築することが必要である。
このため、津波発生時における防潮門扉の閉鎖体制の確立を図るとともに、平常時より防災
研修及び防災訓練を通じて迅速な初動体制がとれる組織づくりを目指すこととする。

第２

計画内容

【施策の体系】
１節 津波災害に対する防災体制を確立する
１．物資及び人員等を備蓄配備する

（１）物資等の備蓄
（２）人員の配備

２．情報連絡体制を整備する

（１）情報通信システムの強化、多重化
（２）市民への広報システムの整備

３．防潮門扉等の閉鎖体制を整備する

（１）防潮門扉管理体制の強化・充実
（２）水門等施設管理体制の強化・充実
（３）民間企業所有の防潮門扉管理体制の整備

４．要配慮者（災害時要援護者）への対応体制
を整備する
５．防災研修及び防災訓練を実施する

１．物資及び人員等を備蓄配備する
（１）物資等の備蓄
【市担当局】 防災樹管理局、産業文化局、健康福祉局、こども支援局、保健所、消防局、上下
水道局、環境局
【関係機関】 兵庫県
物資等の備蓄については、
「２編５章８節

非常用物資を備蓄する」による。
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（２）人員の配備
【市担当局】

全局

人員の配備については、
「２編４章１節

災害に強い組織をつくる」による。

２．情報連絡体制を整備する
【市担当局】

総務局、政策局、消防局

市は、津波災害に関する正確な情報を入手し、住民に対する迅速かつ適切な広報活動を行う。ま
た、発生予測が困難な地震津波災害に対して、24 時間即応体制や非常参集体制の整備を進める。

（１）情報通信システムの強化、多重化
情報通信システムの強化、多重化は、
「２編３章２節

情報収集伝達体制を整備する」による。

（２）市民への広報システムの整備
市民への広報システムの整備は、「２編３章２節

情報収集伝達体制を整備する」による。

また、釣り、サーフィン、ヨットなどの海浜等利用者（以下「海浜等利用者」という）や海浜周
辺の関係業者には、平時から兵庫県とも連携し、注意喚起看板等による津波災害の広報・周知を行
い、併せて自らの情報収集についての必要性も啓発する。

３．防潮門扉等の閉鎖体制を整備する
（１）防潮門扉管理体制の強化・充実
【市担当局】
【関係機関】

土木局、総務局
兵庫県

県所管の防潮門扉、水門等（以下、
「海岸保全施設」という）が市内に 35 箇所あり、県は次のよ
うな対策を進めている。
また、その内の３箇所は市が県から管理委託を受けている。
資料８-10

①

「海岸保全施設一覧」参照

海岸保全施設の遠隔操作化・電動化等
県は、津波防災インフラ整備計画に基づき、海岸保全施設（陸閘等）の遠隔操作化・電動化及び

スロープ化を促進し、閉鎖の迅速化と関係機関（以下、
「操作責任者等」という）の負担軽減に努め
る。

②

海岸保全施設における市の閉鎖体制
市は、管理受託の３施設の閉鎖体制だけでなく、県所管施設の閉鎖、閉鎖確認パトロールなどに

ついてもバックアップ体制の確立に努める。また、閉鎖確認等については可能な範囲で住民協力を
求めるものとする。
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③

海岸保全施設閉鎖の励行
操作責任者等の協力を得ながら、夜間、休日等で海岸保全施設を開放する必要がないときは、閉

鎖を徹底するよう啓発に努める。

④

海岸保全施設の管理
県は、陸閘、樋門の機能管理に努めるとともに、関係者が操作方法を熟知できるよう訓練等を実

施する。

⑤

海岸保全施設の閉鎖器具及び閉鎖手順マニュアルの配備
閉鎖に係る協力を求める防災関係機関等に対して、海岸保全施設の閉鎖に必要な器具及び閉鎖手

順マニュアルを配布し、その操作方法等について必要な指導と助言を行う。

（２）水門等施設管理体制の強化・充実
【市担当局】
【関係機関】

総務局、上下水道局
兵庫県

下水ポンプ施設課は、次の市内河川の水門等について、県との協定等に基づき、津波警報及び注
意報が発令された場合における施設操作体制を整備し、降雨状況等を考慮の上、閉鎖あるいは必要
に応じポンプ排水等の操作を行う。

河川

名

水路名

称

形状・寸法
鋼製ローラーゲート

東川

東川水門

高さ 4,7m 巾 13,75m×2
門
鋼製ローラーゲート

新川

新川水門

径間 9,0m 高さ 5,1m×2
門

堀切川

堀切川水門

洗戎川

洗戎川樋門
久寿川

久寿川

第 2 ﾎﾟﾝﾌﾟ場水
門

市下水ポン

今津西浜町

プ施設課

今津巽町
今津真砂町
大浜町

径間 6,60m 高さ 3,1m

芦屋市大東町

鋼製ローラーゲート

浜町

高さ 1,99m 巾 2,58m

前浜町

鋳鉄製ｽﾗｲﾄﾞゲート

今津巽町

高さ 3,26m 巾 2,15m

今津久寿川町

備考

責任者

東浜町

鋼製ローラーゲート

資料６-２
資料６-３

開閉

所在地

県より管理受託

〃

県より管理受託

〃

県より管理受託

〃

〃

県より管理受託
(常時閉鎖)
市施設
(常時閉鎖)

「堀切川排水機場の管理の委託に関する協定書」参照
「東川・新川排水機場の管理の委託に関する協定書」参照
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（３）民間企業所有の防潮門扉管理体制の整備
【実施主体】
【市担当局】
【関係機関】

防潮門扉所有企業
土木局、総務局
兵庫県

市内には、民間企業所有の防潮門扉が１箇所あるため、津波発生時における情報連絡及び閉鎖体
制について、防潮門扉の所有者、県及び関係機関と協議を図る。

４．要配慮者（災害時要援護者）への対応体制を整備する
要配慮者（災害時要援護者）への連絡及び避難体制の整備については、「２編５章４節

要配慮

者（災害時要援護者）を守り支援する」による。

５．防災研修及び防災訓練を実施する
【市担当局】

総務局

想定される津波災害に対しては、閉鎖体制及びその支援体制の確立を目的とした防災研修、実動
及び図上訓練を実施し、課題を検証する。
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２節
第1

被害予防対策を推進する
基本方針
津波発生時には、限られた時間及び要員による迅速な対応が必要であるため、津波による浸
水被害が予想されている地域に対して重点的な体制の整備及び対策の実施を行うことが必要
である。
従来、本市では浸水被害が予想されている地域を「津波重点対策地区」として選定し、この
地区内における避難体制の検討及び周知、津波避難訓練の実施等住民による備えを強化すると
ともに、津波発生時に被害を拡大することが予想される係留船舶等への対策など、事前の被害
予防対策の充実を図るものとしていた。今回、地域が拡大された｢津波浸水想定区域｣内におい
ても同様に避難対策や啓発等を行っていく。
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計画内容

【施策の体系】
２節 被害予防対策を推進する
１．津波に関する各区域について
２．津波防災インフラ整備について
３．津波対応体制を確立する

（１）市職員に対する教育
（２）居住者等に対する啓発
（３）住民等の備え
（４）西宮市津波避難行動指針の周知
（５）各地区に合わせた避難計画・避難マップの策定推
（６）海岸保全施設の閉鎖体制の周知
（７）避難所受入れ態勢の検討
（８）啓発活動及びリーダー育成
（９）津波避難訓練の実施
（10）津波避難ビル等の指定
（11）南海トラフ地震防災対策計画の作成推進
（12）海浜等利用施設の避難計画
（13）係留船舶等の対策
（14）宅地等の安全対策
（15）啓発・注意喚起サインの整備
（16）排水施設の整備
（17）市が管理、運営する施設等に関する対策
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１．津波に関する各区域について
【市担当局】

関係各局

津波災害に対して、啓発･規制目的等のため法律及び県・市において各区域が以下のとおり設定されて
いる。
地区名称

エリア

指定年

防災対策

西宮市(全域)

Ｈ26

根拠法律等
特別措置法※

備考
国民へ危険区域について、周

推進地域

知し警戒を呼びかける

津波重点

西宮市

対策区域

（各地区）

Ｈ13

兵庫県津波災害研究会により

津波注意報及び津波警報時

設定

に閉鎖する門扉の順位設定

(A～D)
津波災害警戒

に用いる
未指定

H23

津波防災地域づくりに関する法律

区域

警戒避難体制を特に整備す
べき区域

※特別措置法＝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

２．津波防災インフラ整備について
【関係機関】

兵庫県

南海トラフ地震の対策として、県は津波防災インフラ整備計画（平成 27 年 6 月）に基づき、最大クラ
スの津波等により甚大な浸水被害が想定される地区として、尼崎西宮芦屋港（鳴尾地区、西宮・今津地区)
を重点整備地区に設定し、兵庫県沿岸部の特性に応じた津波対策を進めている。この津波対策は平成 35
年までに概ね完了させることをめざし、このうち、緊急かつ重要な事業を位置づけ平成 30 年度までに計
画的・重点的に実施する。

【津波防災インフラ整備計画の主な事業内容】
①発生頻度が高い津波への対策

②最大クラスの津波への対策

ア

ウ

津波防御対策
(1)防潮堤等の整備（高さの確保、健全性の保持）

既存施設強化対策
(1) 防潮堤等の越流対策・引波対策（基礎部の洗

(2)陸閘等の迅速かつ確実な閉鎖（自動化・遠隔

掘対策）
(2)防潮堤等の沈下対策（液状化対策としての地

操作化・電動化）

盤改良）
イ

(3)防潮水門の耐震対策（門柱の耐震補強等）

避難支援対策
(1)県民へのリアルタイム情報の提供（港内監視
エ

カメラ画像など）
(2)防災意識の向上・防災学習の普及（海抜表示
シートの設置など）

津波被害軽減対策
(1)津波越流範囲の縮小（防潮水門の下流への移
設）
(2)排水機場の耐水化（電気・機械設備の高所設
置等）
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３．津波対応体制を確立する
（１）市職員に対する教育
【市担当局】

全局

市は、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、次の事項を含む防災教育を行う。

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職員等が果たすべき役割
⑤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今後地震対策として取り組む必要のある課題
⑦家庭内での地震防災対策の内容

（２）居住者等に対する啓発
【実施主体】
【市担当局】
【関係機関】

市民、事業所等
総務局、消防局
関係機関

市は、関係機関と協力して地域の実態に応じて地域単位、自主防災組織単位、職場単位等ごとに、
印刷物、ビデオ等の映像、各種集会の実施、出前講座の活用など地域の実情に合わせた、より具体
的な手法により自助努力を促し地域防災力の向上を図ることにも留意し、次の事項を含む実践的な
啓発を行う。

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大規模地震が数時間から数日間の時間をおいて連続して発生する可能性
④南海トラフ地震発生時の出火防止、近隣の人々と協力して行う救助活動、自動車運転の自粛等、
防災上とるべき行動に関する知識
⑤正確な情報入手の方法
⑥防災関係機関が講ずる災害応急対策等の内容
⑦津波浸水想定区域、土砂災害警戒区域等（急傾斜地の崩壊、地すべり、土石流）の知識
⑧緊急避難場所及び避難路に関する知識
⑨日頃、住民等が実施しうる応急手当、生活必需品の備蓄、家具固定、出火防止、ブロック塀の
倒壊防止等の家庭内対策の内容
⑩避難方法などの住民等が作成する津波避難計画に関する知識
⑪住宅の耐震診断と必要な耐震改修の内容
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（３）住民等の備え
【実施主体】
【市担当局】
【関係機関】

市民、事業所等
総務局
兵庫県

津波避難対象地域（概ね鳴尾御影線以南）の住民等は、西宮市津波避難行動指針や訓練などを通
じて、自らが置かれている状況（住んでいる建物・地域、家族構成等）などに適した津波避難につ
いて考え、津波時の避難場所、避難路、避難方法及び家族との連絡方法等が記載された津波避難計
画の作成に努める。また、作成した計画の内容を訓練などを通じて平常時から確認しておき、津波
が来襲した場合の備えに心掛ける。

（４）西宮市津波避難行動指針の周知
【実施主体】
【市担当局】
【関係機関】

市民、事業所等
総務局
兵庫県

市は、市民や地域団体、事業所、市内在勤者など（以下、「住民等」という）の方々が“命を守
る”ために、地域の状況に応じた適切な津波避難の方法を自ら考えることを目的として、市の地域
特性や被害想定、東日本大震災の教訓を参考にして、平成 29 年 8 月に「西宮市津波避難行動指針」
を策定した。この指針は、これまでＪＲ神戸線以南としていた避難対象地域を概ね鳴尾御影線以南
に改めているほか、避難の考え方「水平避難」「垂直避難」「自宅等待避」について記載している。
市は、この指針を自主防災組織・自治会等を通じ、住民等へ周知を図り、津波避難計画の作成を
推進する。

（５）各地区に合わせた避難計画・避難マップの策定推進
【実施主体】
【市担当局】

自主防災組織等
総務局

市は、南海トラフ地震津波浸水想定区域にて浸水があった場合を想定して、地域住民と協働して
各地区の実情に合わせた避難計画及び避難マップの作成を推進する。

（６）海岸保全施設の閉鎖体制の周知
【市担当局】
【関係機関】

総務局
兵庫県

閉鎖体制について、自主防災組織・自治会等へ周知を図る。

（７）避難所受入れ態勢の検討
【市担当局】

総務局

市は南海トラフ地震津波浸水想定区域以北の避難所や備蓄庫等について南海トラフ浸水区域か
らの避難者に対しての受入れ態勢を検討する。
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（８）啓発活動及びリーダー育成
【市担当局】
【関係機関】

総務局
兵庫県

市は、自主防災組織・自治会等と協働して、各種啓発活動（「３節

１．市民への周知・啓発」参

照）等を実施し、日頃からの津波防災への取り組みや地域における防災活動の核となるべきリーダ
ー育成を推進する。津波に対しては｢早く｣逃げることが重要であり、率先して逃げる｢率先避難者｣
の確保に努める。

（９）津波避難訓練の実施
【実施主体】
【市担当局】
【関係機関】

自主防災組織等
総務局、消防局
兵庫県

市は、県・防災関係機関と協力して、地区内の住民及び事業所と連携した津波避難訓練を実施し、
被害の最小化を目指した津波防災体制を構築する。また、訓練では情報伝達訓練や海岸保全施設閉
鎖訓練等を行い、その結果を検証して関係者の意識と技術の向上を図る。
津波対策の推進に関する法律では、11 月 5 日を｢津波防災の日｣としており、その主旨にふさわし
い行事の実施が求められている。市は、津波避難訓練の実施を含めた啓発を検討する。平成 25 年
1 月 27 日に実施した｢にしのみや津波ひなん訓練｣のように住民主体の訓練を通じて、避難経路や
避難時間等を避難者自らが確認する。併せて、
「西宮市津波避難行動指針」を活用し、住民等自らに
より訓練等で確認した避難場所や避難経路等を記載した最適な津波避難計画の作成に努める。
また、学校園においても、津波警報発令を想定した避難訓練などを導入し、併せて海辺での校外
学習の機会を利用した、津波防災学習や避難訓練を検討する。

（10）津波避難ビル等の指定
【実施主体】
【市担当局】

事業者等
総務局

津波の到達時間までに、津波避難対象地域外に避難することが困難な水平避難困難地域の住民等
は、一時的に津波の危険から生命を守るために耐震性を有した堅固な最寄りビルの３階以上に一時
的に緊急退避する必要がある。そこで、本市では津波避難対象地域にある 3 階建て以上の堅固な建
物である（RC 造か SRC 造で新耐震基準のもの）公共施設、UR、民間マンション等を｢津波避難ビル｣
として指定している（津波避難対象地域外も一部指定を行っている）。なお、津波避難ビルは一時
的な避難場所であり、津波が終息し避難行動の安全性が確保された段階で、避難所等へ避難する。
資料８-２

「緊急避難場所」参照

（11）南海トラフ地震防災対策計画の作成推進
【実施主体】
【市担当局】
【関係機関】

事業者等
総務局
兵庫県

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の第７条の規定に基づき、津波に
より水深 30cm 以上の浸水が想定される区域内の病院、劇場、百貨店等不特定多数の者が出入りす
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る施設、石油等の製造、貯蔵、処理又は取扱いを行う施設、学校、社会福祉施設を管理・運営する
者、一般旅客運送事業者（鉄道事業者等）
、水道、電気、ガス、通信及び放送事業関係者等は、津波
から利用客や従業員などを守るために、南海トラフ地震防災対策計画（以下、
「対策計画」という）
を作成して津波に関する防災対策を講ずる必要がある。
また、対策計画作成において、「西宮市地域防災計画

５編津波対策計画（南海トラフ地震防災

対策推進計画）
」や「西宮市津波避難行動指針」等を参照するとともに、以下の事項を基本とし作成
するものとする。

①

津波からの円滑な避難の確保に関する事項
津波に関する情報が確実に伝達されるよう、伝達経路・方法等を明示するとともに、的確な避難

を実施するための避難場所、避難経路、その他津波からの円滑な避難の確保のため必要な対策や応
急対策の実施要員の確保等を明示する。

②

防災訓練に関する事項
大規模な地震を想定した防災訓練を年１回以上実施するよう努め、その実施内容、方法等につい

て明示する。この場合において、他の事業者等と共同して訓練を実施するよう配慮するとともに、
地域住民等の協力や参加を得るよう留意する。
また、国、県、市等の連携を図りながら、県や市及び防災関係機関の実施する防災訓練への参加
に努めるよう留意する。

③

地震防災上必要な教育及び広報に関する事項
職員等が果たすべき役割等に相応した地震防災上の教育を実施するために、その実施内容、方法

等について明示する。

（12）海浜等利用施設の避難計画
【実施主体】
【市担当局】
【関係機関】

事業者等
総務局
兵庫県

市は、海浜等利用者等が多数利用する施設の管理者と、海浜等利用者等への情報伝達及び避難誘
導対策について協議を行い、施設管理者が避難計画や避難方法を定めるよう指導する。
また、施設管理者が避難計画を作成する際は、「西宮市津波避難行動指針」を参照するものとす
る。

（13）係留船舶等の対策
【実施主体】
【市担当局】
【関係機関】

事業者等
土木局、総務局
兵庫県

津波の来襲により、係留中の船舶等の被害にとどまらず、係留を外れた船舶による二次災害など
も予想されるので、次のような事態に対する安全確保について西宮海上保安署、尼崎港管理事務所
等の関係機関と協力し、事業者に要請する。
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船舶運行事業者における津波避難マニュアル作成の手引きでは、大阪湾において津波来襲時の推
奨避難海域が設定されている。

（14）宅地等の安全対策
【実施主体】
【市担当局】

宅地等所有者
都市局、総務局

地下構築物（半地下駐車場・ピット式駐車場等）の管理者に対して、止水板、土のうの準備など
を指導する。

（15）啓発・注意喚起サインの整備
【市担当局】
【関係機関】

総務局
兵庫県

津波災害に対する注意喚起看板や地盤高表示看板等の整備を図り、日ごろからの啓発及び津波避
難時に利用する。また、津波避難ビルに指定した施設に対しては、明示する看板を表示し、住民に
周知する。

（16）排水施設の整備
【市担当局】

上下水道局

内水排除に係る下水道施設等に関しては、施設の管理上必要な操作を行うための非常用発電装置
の整備、点検その他所要の被災防止措置について検討する。
また、必要であれば設備の改修を行う。

①施設の管理上必要な操作
②非常用発電装置の準備
③点検その他所要の被災防止措置

（17）市が管理、運営する施設等に関する対策
【市担当局】

各局

市が管理する津波重点対策地区内の施設で不特定かつ多数の者が出入りする施設等については、
おおむね次の事項を配慮して対策を検討する。
①

津波警報や南海トラフ地震臨時情報等の入場者等への伝達

②

入場者等の安全確保のための避難等の措置

③

施設の防災点検及び設備、備品等の転倒、落下防止措置

④

出火防止措置、消防用設備の点検、整備
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⑤

テレビ・ラジオ等の情報を入手するための機器の整備

⑥

学校等における、避難の安全に関する措置や保護を必要とする幼児・児童・生徒等に対する
措置

⑦

工事中の建築物等に対する措置
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市民への啓発を行う

第1

基本方針
津波から身を守るためには、一人ひとりが津波の危険性や対処方法などの基礎知識を持ち、
自らが置かれている状況などに適した避難行動を取ることが重要である。
このため、市は、日頃から市民に対して、津波ハザードマップや「西宮市津波避難行動指針」
等を通じて津波の危険性について周知徹底を図るとともに、防災訓練や防災教育を通じて津波
に関する知識を普及するよう努める。

第２

計画内容

【施策の体系】
３節 市民への啓発を行う
１．市民への周知・啓発を行う
２．学校園における津波防災教育を推進する

１．市民への周知・啓発を行う
【市担当局】
【関係機関】

総務局、消防局
兵庫県

市は、以下の事業等を通じ、市域にて啓発活動に努める。
①

「西宮市津波避難行動指針」概要版の配布及び啓発

②

「津波ハザードマップ」等の作成・配布、兵庫県 CG ハザードマップによる視覚的啓発

③

啓発パンフレット等の配布啓発

④

自主防災組織、地区住民を対象とする学習会の開催や住民参加によるハザードマップの作成
配布、災害図上訓練（ＤＩＧ）
、その他住民の発意による事業

⑤

市ホームページ、ケーブルテレビ、コミュニティ FM 等行政情報番組による啓発

⑥

要配慮者（災害時要援護者）に対する周知、啓発

⑦

海抜表示シート、津波避難ビル看板の設置による啓発

⑧

南海トラフ地震津波浸水想定区域内の集客施設等に対する啓発パンフレット等の作成・配布

２．学校園における津波防災教育を推進する
【市担当局】
【関係機関】

教育委員会、総務局、消防局
兵庫県

津波警報時の対応や津波の基礎知識について啓発活動を行う。教員に対しては、①津波災害につ
いての対処方法などを、EduNet 等を活用した、基礎知識の防災学習を進める

②関係機関は、研修

等を通じて課題を検討し、学校安全マニュアルを整備･推進していく。児童･生徒・保護者に対して
は、ハザードマップの作成、災害図上訓練（ＤＩＧ）等、保護者、地域住民と共に取り組み、自分
の家や学校、地域の様子を知り、防災行動力の向上に繋げる。
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３章 津波災害応急対策計画
第1

災害応急対策の内容
節 項

担当局、関係機関

１．災害対策本部を設置する
１節

災害対策本部を設置・運営する

各局
２．災害対策本部を運営する

２節

津波情報等を収集・伝達する

１．津波予警報等の情報を収集・伝達
する
２．市民への広報を行う

３節

海岸保全施設と水門を閉鎖し、監
視対策等を実施する

１．海岸保全施設の応急対策を実施
する（県・市）
２．河川水門施設の応急対策を実施
する（市）
３．その他公共施設の緊急点検及び
被害状況の把握を行う

災対統制局
各局、各関係機関

災対第二技術局
各関係機関

１．津波に備え避難する
２．避難指示（緊急）を発令・解除す
る
３．避難誘導を実施する
４．避難者への対応
４節

避難対策を実施する
５．避難所等を開設・運営する
６．要配慮者（災害時要援護者）の避
難を支援する
７．避難指示（緊急）または津波警報
解除時の対応

災対統制局
災対避難局
災対消防公安局
各災対局
各関係機関

８．避難後の救護
５節

６節

その他の応急対策を実施する

南海トラフ沿いにおける地震の
連続発生等への対応を実施する

各局
１．気象庁の南海トラフ地震臨時情
報の発表

災対統制局

２．時間差発生等における円滑な避
難の確保等を実施する

災対統制局
災対第一技術局
災対第二技術局
災対避難局
災対消防公安局
各災対局
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災害応急対策の流れ
南海トラフ地震の発生（又は発生したと判断した時）
消防庁
大阪管区気象台

津波
情報

連絡

災害対策本部
の設置

関係機関

広報
情報伝達

出動

河川水門施設の
閉鎖

報告

海岸保全施設の
閉鎖

尼崎港管理事務所
（操作責任者）

連絡

津波警報・注意

市民・船舶

市（下水ポンプ施設
課）
（ 水路治水課 ）
（ 道路補修課 ）

出動

市（下水ポンプ施設

公共施設の緊急点検・
被害状況の把握
津波警報・注意

避難所の開設

避難指示（緊急）の発
令
避難誘導

１節

災害対策本部を設置・運営する

１．災害対策本部を設置する
市長は、南海トラフ地震が発生したと判断したときは、災害対策基本法に基づき、直ちに西宮市
災害対策本部を設置し、的確かつ円滑な応急対策を実施する。

（１）設置基準及び廃止基準
災害対策本部の設置基準及び廃止基準は、
「３編１章１節

災害対策（警戒）本部を設置する」に

準じ適切に行う。

（２）設置場所
災害対策本部の設置は、
「３編１章４節

災害対策本部の運営」に準じ適切に行う。ただし、当該

場所に設置することが不可能な場合は、市長が指定する場所に設置する。

２．災害対策本部を運営する
災害対策本部の組織運営、動員及び事務分掌は、「３編１章４節
適切に行う。
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２節

津波情報等を収集・伝達する

１．津波予警報等の情報を収集・伝達する
（１）地震・津波予警報の発表
阪神南地域における地震・津波予警報は大阪管区気象台の発表するところによる。
津波情報の種類と内容は次表のとおりである。（気象庁）

津波情報の種類
津波予報

内容
津波の発生のおそれがある場合に、地震が発生してか
ら約３分を目標に津波警報（大津波、津波）または津
波注意報（津波注意）を発表。
（次の表を参照）

津波の到達予想時刻・予想される

各津波予報区の津波の到達予想時刻や予想される津波

津波の高さに関する情報

の高さをメートル単位で発表

各地の満潮時刻・津波の到達予想

主な地点の満潮時刻・津波の到達予想時刻を発表

時刻に関する情報
津波観測に関する情報

実際に津波を観測した場合に、その時刻や高さを発表

沖合の津波観測に関する情報

沖合で観測した津波の時刻や高さ、及び沖合の観測値
から推定される沿岸での津波の到達時刻や高さを津波
予報区単位で発表

津波に関するその他の情報

津波に関するその他必要な事項を発表
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津波予警報の種類、解説等については次表のとおりである。
津波警報・注意報の種類
気象庁は、地震が発生した時には地震の規模や位置をすぐに推定し、これらをもとに沿岸で予想される
津波の高さを求め、地震が発生してから約３分（一部の地震※については最速２分程度）を目標に津波警報
（大津波、津波）または津波注意報を、津波予報区単位で発表する。
※日本近海で発生し、緊急地震速報の技術によって精度の良い震源位置やマグニチュードが迅速に求め
られる地震
この時、予想される津波の高さは、通常は５段階の数値で発表する。ただし、地震の規模が８を超える
ような巨大地震に対しては、精度のよい地震の規模をすぐに求めることができないため、その海域におけ
る最大の津波想定等をもとに津波警報・津波注意報を発表する。その場合、最初に発表する大津波警報や
津波警報では、予想される津波の高さを「巨大」や「高い」という言葉で発表して、非常事態であること
を伝える。
このように予想させる津波の高さを「巨大」などの言葉で発表した場合は、その後、地震の規模が精度よく
求められた時点で津波警報を更新し、予想される津波の高さも数値で発表する。
数値での発表（津波の高 巨大地震の
想定される被害と
種類
解説
さ予想の区分）
場合の発表
取るべき行動
10ｍ超
木造家屋が全壊・流失し、人は
(10ｍ＜予想高さ)
津波による流れに巻き込まれま
予想される津波の
す。ただちに海岸や川沿いから
大津波
10ｍ
高さが高いところ
巨大
離れ、高台や避難ビルなど安全
警報
(5ｍ＜予想高さ≦10ｍ)
で 3ｍを超える場合
な場所へ避難してください。
5ｍ
(3ｍ＜予想高さ≦5ｍ)
標高の低いところでは津波が襲
予想される津波の
い、浸水被害が発生します。人
津波
高さが高いところ
3ｍ
は津波による流れに巻き込まれ
高い
警報
で 1ｍを超え、3ｍ
(1ｍ＜予想高さ≦3ｍ)
ます。ただちに海岸や川沿いか
以下の場合
ら離れ、高台や避難ビルなど安
全な場所へ避難してください。
予想される津波の
海の中では人は速い流れに巻き
高さが高いところ
込まれ、また、養殖いかだが流
で 0.2ｍ以上、1ｍ
失し小型船舶が転覆します。た
津波
1ｍ
(表記
以下の場合であっ
だちに海から上がって、海岸か
注意報
(0.2ｍ≦予想高さ≦1ｍ)
しない)
て、津波による災
ら離れてください
害のおそれがある
場合

資料 2-11

「津波予報警報の種類、解説」参照

注１）津波による災害のおそれがなくなったと認められる場合、津波警報等の解除を行う。このう
ち、津波の観測状況等により、津波がさらに高くなる可能性は小さいと判断した場合には、
津波の高さが津波注意報の発表基準未満となる前に、海面変動が継続することや留意事項を
付して解除を行う場合がある。
注２）
「津波の高さ」とは、津波によって潮位が高くなった時点における潮位と、その時点に津波が
なかったとした場合の潮位との差であって、津波によって潮位が上昇した高さをいう。
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（２）津波情報の収集・伝達経路図
地震・津波に係る情報の収集と伝達は次図のとおりである。
防災行政無線 J-ALERT

防

西宮・甲子園警察

兵庫県警察本部

庁

西宮市災害対策本部
各局

地

市

方

民

気
象

FAX

・兵庫県衛星通信ﾈｯﾄﾜｰｸ
・
防災システム
・ひょうご防災ネット

船

台

・兵庫県災害対策課
・阪神南県民センター
・尼崎港管理事務所

本部長

戸
警報
のみ

㈱NTT ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞｱｸﾄ
福岡 104 ｾﾝﾀ

災対統制局

災対消防公安局

神
大阪管区気象台

㈱気象工学研究所

関係機関

消

舶

気象庁予報部

テレビ・ラジオ

第五管区海上保安本部

神戸海上保安部
西宮海上保安署

（３）津波情報の収集・連絡手段
津波情報の収集・連絡手段は、「３編３章２節

災害情報を収集・伝達する」に準じて適切に行

う。

（４）防災関係機関相互の情報伝達
市は、阪神南地域より津波が早く到達する地域の情報を的確に把握するため、阪神南県民センタ
ー（災害対策阪神南地方本部）
、県災害対策本部及び防災関係機関との緊密な情報共有を行う。
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（５）船舶に対する情報伝達
津波発生時の海上船舶への情報伝達及び船舶によって関連する２次災害防止などの安全確保の
ため、西宮海上保安署等との緊密な情報共有を行う。海上保安本部は次図のような周知方法で船舶
利用者等に情報伝達を行う。

参考図

津波避難勧告の一斉周知(海上)

２．市民への広報を行う
（１）津波災害情報の緊急広報
住民の安全確保や二次災害防止等を図るため、市は関係機関と協議の上、津波発生後すみやかに
津波情報等の広報を行う。その内容は概ね次の事項を中心とするが、適宜必要となる情報を判断し、
その提供に努める。
・発生した地震、津波、余震、今後の地震・津波に関する情報
・避難指示（緊急）、避難所に関する情報
・その他、住民、事業所、海浜等利用者が急ぎとるべき措置に関する情報

（２）広報の手段
津波情報の市民への広報手段は、「３編４章１節

市民への広報を行う」に準じて適切に行う。

なお、県は、災害対策基本法第 57 条の規定に基づく無線局運用規則第 138 条の２に定める緊急
警報信号を使用した放送（緊急警報放送）を NHK 神戸放送局に要請し、併せて次に掲げる各報道機
関との協定に基づき、災害に関する通知、要請、伝達又は警告等の放送を要請も行う。市において、
前記の放送要請を行う必要が生じた場合は、やむを得ない場合を除き、県を通じて実施することと
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する。
広報車等は渋滞により帰還できないことも考えられることから、利用エリア･広報する時間を設
定した上で、使用する。広報は以下のような内容を基本とし、状況によって対応する。文案につい
ては、東日本大震災の事例を交えて避難に対してより効果的なものを検討し、広報する。

【津波注意報時】；防災行政無線は沿岸部で鳴動
【津波警報時】；防災行政無線は全域で鳴動
１． 避難呼びかけ(避難行動、避難エリア)
２． 津波情報、津波予報
３． 震源・震度に関する情報
４． その他、必要な情報

【協定を締結している報道機関】
ア．日本放送協会神戸放送局
イ．株式会社サンテレビジョン
ウ．株式会社ラジオ関西
エ．兵庫エフエムラジオ放送株式会社
オ．株式会社毎日放送
カ．朝日放送株式会社
キ．関西テレビ放送株式会社
ク．読売テレビ放送株式会社
ケ．大阪放送株式会社
コ．株式会社 FM802
市は、ケーブルテレビ、コミュニティ FM との間で締結している災害情報等に関する放送の実施
に関する協定書等に基づき、緊急放送を要請するものとする。
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海岸保全施設と水門を閉鎖し、監視対策等を実施する
津波発生時には、短時間のうちに防潮門扉等の海岸保全施設と水門を閉鎖する必要があり、特に

夜間等通常勤務時間外では閉鎖体制が不十分となることが予想されるため、限られた時間と要員で、
的確な防潮対策を講じる必要がある。
このため、海岸保全施設全３５施設（市が管理受託している３施設及び県が管理の３２施設）と
５河川水門施設（市施設の１水門及び市が管理受託している４水門）について、気象庁発表により
津波予報区「兵庫県瀬戸内海沿岸」に対して津波注意報、警報が発表された場合は、この節で定め
られた閉鎖体制に基づき、迅速に応急対策活動を実施する。

１．海岸保全施設の応急対策を実施する（県・市）
（１）津波発生時の海岸保全施設閉鎖
県津波警報及び注意報が発表されたときは、県水防計画等に従って直ちに海岸保全施設を閉鎖す
る。尼崎港管理事務所は、この閉鎖が遅滞なく行われるよう、閉鎖関係機関（以下、
「操作責任
者等」という）への徹底を図る。
市津波警報及び注意報が発表されたとき、または尼崎港管理事務所等から閉鎖の指示があったと
きは、管理受託の３施設を閉鎖する。
勤務時間外の場合、消防局指令課は直ちに防災担当職員に連絡する。また、あらかじめ決めら
れた消防署は、出来る限り３施設に出動して閉鎖等の支援を行う。

（２）パトロール等の実施
県尼崎港管理事務所及び操作責任者等は、それぞれ分担して所管する海岸保全施設をパトロール
するとともに、閉鎖等を行う。
市尼崎港管理事務所等と協議し、可能な限り海岸保全施設をパトロールする。

（３）非常配備体制
県尼崎港管理事務所は、県水防活動要綱により津波の来襲が予想されるときは、勤務時間外の体
制も考慮して、県水防本部長の発令を待たず水防非常配備体制、高潮非常配備体制を取り、県
水防本部及び管内水防管理者と密接な連絡をとる。
市３編１章１節「災害対策（警戒）本部を設置する」により対応する。

（４）操作責任者等との連携
県①操作責任者等は、津波警報の発表を知ったときは、あらかじめ定める優先閉鎖施設の優先度
及び閉鎖基準に従い、尼崎港管理事務所の閉鎖指示を待たずとも、各自所管する海岸保全施設
を直ちに閉鎖する。
②操作責任者等は、操作機能異常等により海岸保全施設の閉鎖が出来ないときは、携帯電話、
無線等あらゆる手段により、尼崎港管理事務所または各市役所（各市災害対策本部）に直ちに
連絡する。
市操作責任者等から海岸保全施設の閉鎖が出来ない旨の連絡を受けたときは、直ちに必要な措置
を行う。
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（５）災害時応援協定業者等との連携
県①尼崎港管理事務所は、管理事務所職員及び市職員のみの対応では海岸保全施設の迅速な閉鎖
が困難と判断されるときは、尼崎港管理事務所が県水防計画であらかじめ操作業務を委託して
いる緊急対応協力業者に対して防潮対策のために必要な協力を要請する。
②尼崎港管理事務所は、特に機械力等を緊急に要する場合には、緊急対応協力業者に出動要請
を行い、現地での作業指示が必要な場合には各現場担当をすみやかに派遣する。
市市の管理受託施設を始め全海岸保全施設の迅速な閉鎖が困難と判断されるときは、災害時応援
協定業者に対して必要な協力の要請を行い、現地での作業指示が必要な場合には関係職員をす
みやかに派遣する。

（６）防災関係機関、自主防災組織との連携
県阪神南県民センター（防災担当）及び尼崎港管理事務所は、市とともに必要に応じて津波重点
対策地区を管轄する消防署、消防団、警察署等関係機関並びに自主防災組織に対して協力を求
め、閉鎖活動を的確に行うよう努める。
市必要に応じて関係組織に対する閉鎖活動の協力について、県民局等と協議して依頼等の対応を
行う。

（７）閉鎖状況等の報告
県操作責任者等は、県水防活動要綱に定める「施設操作報告・確認要領」に従い、閉鎖状況につ
いて尼崎港管理事務所に携帯電話、無線等あらゆる手段により、遅滞なく報告する。
市閉鎖状況について尼崎港管理事務所に対し、携帯電話、無線等あらゆる手段により確認し、確
認できない時は操作責任者等に直接確認、もしくは市職員を派遣して閉鎖状況の確認に努める。

２．河川水門施設の応急対策を実施する（市）
（１）水門の閉鎖
下水ポンプ施設課は、津波注意報、警報等が発表された場合、施設操作体制に基づき、降雨状況
等を考慮の上、閉鎖あるいは必要に応じポンプ排水等の操作を行う。

（２）閉鎖状況の報告と巡視
下水ポンプ施設課は、閉鎖状況をすみやかに災害対策本部に報告し、必要に応じて巡視を行う。

３．その他公共施設の緊急点検及び被害状況の把握を行う
市は、海岸保全施設等の閉鎖終了後、すみやかに堤防、水門、陸閘、通信施設等、その他特に防
災活動の拠点となる公共施設等及び避難場所に指定されている施設について、施設管理者と連携し
緊急点検・巡視等を行い、当該施設の被災状況等の把握に努める。
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閉鎖状況 確認

(業務管理課長)

市パトロ ール班

★水路治 水課
(

土木局道路

東川排水機場

掘切川排水機場

(大浜ポンプ場併設)

閉鎖状況 確認

出動・閉

出動・閉 鎖

(

)

)

･

出動 閉鎖

西宮警 察署
（交通課 ）

出動・閉 鎖

新川排水機場

★…勤務 時間外 は課員 に直 接連絡

連絡

勤務時間 外

(上下水道局下水道部)
連絡

河川施設(※河川法)

★災害対 策課
災害対策 本部
災害警戒 本部
連絡
消防局指 令課
２４時間体 制

部

連絡

★道路補 修課

土木管理 課

西宮地区 操作責 任者

☆下水浄化センター

県西宮・ 芦屋パ トロー ル２ 班

5-31

閉鎖指示
閉鎖報告

県尼崎パ トロー ル班２ 班

市内の海岸保全施設・水門

連絡
連絡
閉鎖指示 ・閉鎖 報告

閉鎖指示 ・閉鎖 報告

閉鎖指示 ・閉鎖 報告

連絡

連絡

№35

№22
・
№54

№22
・
№35
・
№54
以外
全部

尼崎港管理事務所
兵庫県
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緊急閉鎖に係る情報伝達体制（勤務時間外を含む）
津波注意報・津波警報・大津波警報

西宮市

尼管と同様に閉鎖報告･確認

(委託業者 24 時間体制)
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４節

避難対策を実施する

１．津波に備え避難する
（１）津波避難対象地域
兵庫県が設定した津波浸水想定区域に基づき、原則として津波浸水想定区域を含む町を「避難対
象地域」とする。なお、津波浸水の想定は、推定や予測の上で限界があるため、安全側に考え、避
難対象地域は広めに設定している。
瀬戸内海沿岸に津波警報または大津波警報が発表された場合、市は、この避難対象地域を基本に
避難指示（緊急）を発令する。その際、避難対象地域の居住者等はすみやかに避難行動をとる。

【津波避難対象地域】
町名（五十音順）
上鳴尾町、朝凪町、荒戎町、池開町、石在町、泉町、市庭町、今津曙町、今津上野町、今津
大東町、今津久寿川町、今津社前町、今津巽町、今津出在家町、今津西浜町、今津二葉町、
今津真砂町、今津水波町、今津港町、今津山中町、上田中町、上田西町、上田東町、枝川
町、大浜町、学文殿町１～２丁目、笠屋町、上葭原町、川添町、川西町、川東町、久保町、
鞍掛町、甲子園六番町、甲子園七番町、甲子園八番町、甲子園九番町、甲子園網引町、甲子
園浦風町、甲子園洲鳥町、甲子園高潮町、甲子園町、甲子園浜１～３丁目、甲子園浜田町、
甲子園春風町、甲子園六石町、小松北町２丁目、小松町１～２丁目、小松西町１～２丁目、
小松東町１～３丁目、小松南町１～３丁目、里中町１～３丁目、下葭原町、社家町、染殿
町、高須町１～２丁目、建石町、津門川町、津門呉羽町、津門住江町、津門西口町、津門仁
辺町、津門宝津町、中浜町、中葭原町、鳴尾町１～５丁目、鳴尾浜１～３丁目、西宮浜１～
４丁目、西波止町、花園町、浜甲子園１丁目～４丁目、浜町、浜松原町、浜脇町、東鳴尾町
１～２丁目、東浜町、東町１～２丁目、古川町、掘切町、本町、前浜町、南甲子園１～３丁
目、宮前町、武庫川町、用海町
資料 11-６
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避難対象地域図

[津波浸水想定の条件]
満潮時に津波が到達するとして、地殻変動、地震による河川・海岸等の構造物の沈下を考慮し、防潮
門扉は耐震性があり、自動で閉鎖可能なものは閉鎖、その他のものは開放、防潮堤は、津波が越流した
場合に破堤する条件で想定されている。
また、この想定は、最悪の条件下において発生した地震を推計したもので、その発生頻度は極めて低
く、次回南海トラフ沿いで起こる地震や津波がこの想定どおりとは限らない。また、これよりも大きい
津波が起こる可能性も残っている。
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（２）避難方法の種類
津波から“命を守る”ためには、より早く安全な場所へ避難することが何よりも大事であるが、
適切な避難方法は避難者自らが置かれている状況（住んでいる建物・地域、家族構成等）や地域特
性によって異なる。そのため、これらを考慮して、津波到達時間 112 分までに避難を終えるよう、
次のいずれかの避難行動をとる。

【津波から“命を守る”ための 3 つの避難方法】
避難方法

行動
鳴尾御影線より北側へ避難する

水平避難

津波が到達しないと想定されている場
所（避難対象地域外）まで、徒歩または
自転車で避難する。

津波避難ビルなどの“3 階以上”へ避難する
垂直避難

津波避難ビルや鉄筋コンクリート造な
どの建物の 3 階以上へ、一時的に避難す
る。

鉄筋コンクリート造などの“3 階以上”に居る場合は、その場に
とどまる
自宅等待避

地震による建物の損傷・火災や周辺の火災がない
など、その建物の安全が確保できた場合は、その
場にとどまる。

（３）水平避難の考え方と注意点
水平避難は、津波が届かない場所まで避難することで想定外の津波に対しても、一定柔軟に対応
できること、また、津波終息後の行動の容易さを考えると、最も有効な避難行動といえる。

①

水平避難の目標地点

水平避難の目標地点は、津波避難対象地域の範囲、現地での分かりやすさ等を考慮して「鳴尾
御影線」と設定する。水平避難を行う避難者は、避難目標地点である「鳴尾御影線」より北側を
目指して避難を行う。

②

水平避難が困難な地域

南海トラフ地震による津波が西宮市に到達するまで（避難可能時間）に、避難目標地点である
鳴尾御影線へ通じる主な幹線道路を通って、徒歩で避難対象地域外へ到達可能な範囲を設定し、
この範囲から外れる地域を、水平避難が困難な地域として「水平避難困難地域」と設定する。水
平避難困難地域内の住民等は、津波避難ビルや鉄筋コンクリート造などの 3 階以上への垂直避難
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または自宅等待避を考える必要がある。

【水平避難困難地域】
町名（五十音順）
甲子園浜１丁目、甲子園浜２丁目、鳴尾浜１丁目、鳴尾浜２丁目、鳴尾浜３丁目

水平避難困難地域図
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③

津波発生時の避難経路

住んでいる場所や自らが置かれている状況に応じて、最適な避難経路は異なる。そのため、津
波発生時の避難経路は、幅員の広い道路を目安として、避難先までの経路を避難者自らが選択す
る。市は警察及び各道路管理者と連携し、道路損傷状況等の情報を収集しながら、避難路に対す
る情報の広報を行う。
資料８-７

④

「主な避難路位置図」参照

移動方法

原則、徒歩か自転車で避難を行う。車での避難は、地震による家屋の倒壊や道路損傷などによ
り渋滞が発生し、立ち往生した車が津波に襲われる危険性があり、また狭い道路で車が立ち往生
した場合は、徒歩等で避難している人の妨げになる可能性もある。
資料８-１

「避難所」参照

資料８-２

「緊急避難場所」参照

（４）垂直避難の考え方と注意点
垂直避難は、水平避難困難地域や、自力での徒歩避難が困難な者、また、逃げ遅れた者に有効
な避難行動といえる。
ただし、垂直避難には、建物自体が火災にあう、避難の長時間化や孤立などさまざまなリスク
がある。

（５）自宅等待避の注意点
津波発生時、マンションなどの 3 階以上に住んでいる方やその場に居る方は、その場にとどま
ることも避難の一つとなるが、津波避難ビルなどの垂直避難と同様、建物自体が火災にあう、津
波が引いた後に孤立するなど、さまざまなリスクがある。

①

自宅等待避の避難先

自宅等待避は、鉄筋コンクリート造または鉄骨鉄筋コンクリート造の建物のみが対象となる。
しかし、新耐震基準を満たした建物であっても、地震発生後の安全確認によっては、その建物か
ら立ち退く必要がある。

（６）津波避難行動の流れ
次に示すフロー図は、地震発生から津波終息までの避難行動の流れについてまとめたものであ
る。
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【津波避難行動フロー】

出典：「兵庫県南海トラフ巨大地震・津波被害想定」
（平成 26 年 6 月）
、「市町津波避難計画策定の手引き」（兵庫県：平成 28 年 2 月）
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２．避難指示（緊急）を発令・解除する
（１）避難指示（緊急）の発令
市長は、３編第 13 章第１節「避難勧告等を発令と伝達」により、津波避難対象地域、及びその
他津波被害の恐れがあり特に避難が必要な地域に対して、避難指示（緊急）を行う。

（２）避難指示（緊急）の発令の目安
①

津波警報発表時の対応

地震発生後、気象庁本庁（又は大阪管区気象台)より、兵庫県瀬戸内海沿岸への津波警報または
大津波警報の発表があったときには、市長は、すみやかに、津波避難対象地域に対して避難指示
（緊急）を発令する。
なお、各種の情報収集伝達ルートを通じて津波警報が伝達された場合にも、同様の措置をとる。

②

津波注意報発表時の対応
地震発生後、兵庫県瀬戸内海沿岸への津波注意報の発表があったときには、市長は、海浜にいる

者、海岸付近の市民等に直ちに海浜から退避し、急いで安全な場所に避難するように呼びかける。
なお、津波の発生状況によっては、避難指示（緊急）の発令も判断する。

（３）避難指示（緊急）の解除
避難指示（緊急）の解除は、気象庁本庁（又は大阪管区気象台)による津波注意報または津波警報
の解除が発表され、津波による被害発生の恐れがないと判断された時点とする。

（４）避難指示（緊急）等の伝達方法
避難指示（緊急）等の伝達方法は、「３編第４章第１節 市民への広報を行う」に準じて行うが、
併せて自主防災組織・自治会等の連絡網による伝達も行う。ただし、連絡により避難が遅れること
も考えられることから、最小限に止め、避難を行う。県警察本部、西宮海上保安署等関係機関にも
周知協力を求め、避難指示（緊急）等の周知徹底を図る。

（５）警戒区域の設定
警戒区域の設定は、「３編 13 章３節

警戒区域を設定する」に準じ適切に行う。

３．避難誘導を実施する
（１）避難誘導のための情報提供
市は、津波に対する避難誘導を混乱なく実施できるように、地震、津波による災害の状況、地域
の被害、緊急避難場所や避難所の開設等の情報をすみやかに収集し、避難者･各関係機関に対して
適切に提供する。

（２）観光客・乗客等に対する避難誘導
観光客・乗客等が多数利用する施設あるいは設備者又は管理者は、あらかじめ協議した津波発生
時の避難誘導対策に基づき、警察官、消防吏員等関係防災機関の協力を得て、情報伝達及び避難誘
導を行う。ただし、相当な人数が避難することから混乱が生じることも想定される。誘導を行って

5-38

３章

５編 津波対策計画
津波災害応急対策計画

いるものが、逃げ遅れないように活動期間を設け、近隣の津波避難ビル等へ避難を行う。

４．避難者への対応
市職員あるいは避難所施設の管理者等は、避難所等を開設し、避難者の受け入れ準備を行う。ま
た、避難所・避難者の状況によっては避難対象地域外の屋外の緊急避難場所で避難者を一時待機さ
せるなどの対応を行いながら市外を含む広域避難の必要性・方法等を検討する。

５．避難所等を開設・運営する
（１）津波避難ビルを開設・運営する
瀬戸内海沿岸に津波警報または大津波警報が発表された場合、概ね鳴尾御影線以南の津波避難ビ
ルの施設管理者等は、当該施設の安全性を確認した後、迅速に開設し避難者を受け入れるものとす
る。施設側による避難誘導は困難であり、避難者は自主的に避難を行う必要がある。
また、施設管理者等が迅速に開設できない、又は常駐していない津波避難ビルについては、避難
の緊急性から、原則として避難者自らが施設の安全性を確認し避難するものとする。
資料８-２

「緊急避難場所」参照

【津波避難ビル利用条件(協定書抜粋)】
（使用用途）
第2条

この協定による施設使用の用途は、一時避難施設とする。

（使用範囲）
第4条

一時避難施設として使用範囲は次のとおりとする。(予め、使用可能な範囲を指定し、避難

者の収容可能人員を算出。基本的に民間マンションでは共用部等)
（利用の開始）
第６条

一時避難施設としての利用は、下記のいずれかの場合により開始する。

(1)施設側が津波警報(兵庫県瀬戸内海沿岸部)又は洪水による避難勧告を覚知した場合。
(2)地域住民等が津波警報(兵庫県瀬戸内海沿岸部)又は洪水による避難勧告を覚知し、施設側に対
し施設利用の要請があった場合。
(3)その他、西宮市から施設側に対し施設利用の要請を通知した場合。
（使用期間）
第7条

兵庫県瀬戸内海沿岸に津波警報が発表又は洪水による避難勧告が発令されたときから、津

波警報又は避難勧告の解除等により津波、洪水の恐れがなくなったときまでとする。
２

西宮市は津波、洪水の恐れがなくなったと判断したときは、施設内に一時避難している地域住
民等を施設から退去させる責任を負う。

5-39

５編
３章

津波対策計画
津波災害応急対策計画

（２）避難所等を開設・運営する
津波災害時の緊急避難場所及び避難所の開設・運営に対しては、
「３編 13 章４節 避難所等を開
設する」及び「３編 13 章５節 避難所を運営する」に準じて行う。また、地震・津波災害時の避難
所の開設においては、避難所の応急危険度判定を優先的に実施するため、あらかじめ準備している
以下の判定資機材を活用する。
①応急危険度判定時に最低必要なもの
登録証（標準）、腕章（標準）、ヘルメット用シール、判定マニュアル（又は判定士手帳）、ク
ラックスケール、判定ステッカー、判定調査表
②その他
ヘルメット、判定街区マップ、筆記用具、振り下げ、ガムテープ（状況によっては、雨具、
防寒具、水筒、マスク）
、その他必要と認める資機材

また、各避難所との連絡のため、防災行政無線等の連絡手段の整備や、避難所台帳作成を迅
速に行えるよう各種マニュアル等を活用する。

６．要配慮者（災害時要援護者）の避難を支援する
要配慮者（災害時要援護者）の避難にあたっては、
「３編 13 章１節

避難勧告等を発令と伝達」

に記載されているとおり、
「避難準備・高齢者等避難開始」発令時が基準となる。風水害等、あらか
じめ災害が予想できる場合は、避難情報の発令を待って、避難支援者（団体）等は、避難行動要支
援者を避難所等安全な場所へ避難させる。しかし、地震災害等、突発的な災害時には、避難支援者
（団体）自らの安全を確保した上で、地震の場合は、揺れが収まってから、津波の場合は、避難時
間の確保できる範囲で避難行動要支援者の安否確認や救助活動を行う。
また、要配慮者（災害時要援護者）や避難支援者（団体）等への災害情報の伝達に関しては、
「３
編 12 章２節

要配慮者（災害時要援護者）に情報を伝達する」に準じ適切に行う。

具体的な避難支援については、
「３編 12 章３節

安否確認・避難支援を行う」に準じて適切に行

う。
さらに、避難行動要支援者の避難支援を円滑に行うために、自治会や自主防災組織等は、市等か
らの協力を得ながら、あらかじめ要配慮者（災害時要援護者）個々の特性を把握し、個別避難支援
計画を作成するよう努めるものとする。
外国人に対しては、日本語の理解が十分でないことを考慮し、外国語が理解できる避難支援者等
の確保や避難場所・避難経路の案内に外国語を併記する等の配慮が必要である。
市は、自治会、自主防災組織、避難支援者（団体）
、要配慮者（災害時要援護者）本人等を含めた
防災訓練、DIG（図上訓練）を実施するなど、平常時から要配慮者（災害時要援護者）の避難に対す
る支援に努めるものとする。

７．避難指示（緊急）または津波警報解除時の対応
(１)人命救助隊の活動
津波の来襲する恐れがなくなった場合に、警察・消防・自衛隊等と連携して活動に当たる。その
際に、津波避難ビルから退去しない避難者がいれば、市の避難所へ誘導する。
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(２)浸水被害による孤立避難者救助
津波により市内各所で浸水が認められている場合は、活動が困難となる。津波避難ビルや自宅等
待避を行っている避難者の中には、負傷者がいることも考えられる。孤立避難者に対しては、兵庫
県･自衛隊等へ救助ヘリ要請を行う。その際には、UTM ポイント（自衛隊）
、N コード（消防）を活用
し正確な位置の伝達に努める。

８．避難後の救護
市は、津波から避難した避難者のうち要配慮者（災害時要援護者）等救護を要する者に対しては、
津波の恐れがない区域で「３編 12 章４節
び「３編 12 章５節

要配慮者（災害時要援護者）のニーズを把握する」及

避難所での生活を支援する」に準じ適切な救護を行う。
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５節

その他の応急対策を実施する
その他必要に応じ、以下の応急活動を実施する。
「応援要請・受入れ」については、３編２章のとおりとする。
「被害状況把握のための情報収集」ついては、３編３章のとおりとする。

「消防活動の実施」「緊急消防援助隊による支援」については、３編６章に準じて行うこととす
るが下記の点について活動方針を定める。
①津波警報等の情報の的確な収集及び伝達
「３編３章２節災害情報を収集・伝達する」に準じて、津波警報等の情報を収集・伝達する。
②津波からの避難誘導
｢震災津波消防計画｣に示した内容に沿って避難誘導を行う。
③津波到達予想時間等を考慮した退避ルールの徹底
消防機関及び水防団員の安全を確保するため、活動は消防局が作成した｢震災津波消防計画｣で
設定した時間を遵守し、速やかに安全な場所に移動する。

・「要配慮者（災害時要援護者）対策」については、３編 12 章のとおりとする。
・「帰宅困難者への対応」については、３編 13 章のとおりとする。
・「生活物資の供給」については、３編 14 章のとおりとする。
・「災害ボランティアの受入れ」については、３編 15 章のとおりとする。
・「こころのケア対策」については、３編 16 章のとおりとする。
・「交通規制」については、３編 17 章のとおりとする。
・
「緊急輸送及び交通規制の実施」については、３編 17 章に準じ行うこととするが、活動時間の
設定等について、関係機関との調整の上、決定する。
・「災害警備の実施」については、３編 18 章のとおりとする。
・「公共施設の応急対策の実施」については、３編 19 章のとおりとする。
・
「捜索活動・遺体収容の実施」については、３編 20 章に準じ行うこととするが、津波災害では
遺体の長期保存が必要になる場合がある。避難所となる学校の体育館への収容も想定される
ことから、避難所運営時には配慮が必要である。
・
「廃棄物対策・保健衛生対策の実施」については、３編 21 章に準じ行うこととするが、浸水規
模によっては大量にガレキが発生する。沿岸部の集積場は液状化及び浸水被害により使用で
きないことも考えられるため、代替用地の選定や広域連携による取りまとめをする必要があ
る。
・「文教対策の実施」については、３編 22 章のとおりとする。
・「被災建築物及び宅地の危険度判定」については、３編 23 章のとおりとする。
・
「被災者の生活再建支援」については、３編 24 章に順次行うこととするが、災害規模によって
は被害認定迅速化のため国から指針や通達が通知されることがあるため、適宜ホームページ
や事務連絡をチェックする。
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南海トラフ沿いにおける地震の連続発生等への対応を実施

する
１．気象庁の南海トラフ地震臨時情報の発表
気象庁は、南海トラフ地震の発生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に、
南海トラフ地震臨時情報として次の情報を発表する。

(１)南海トラフ地震臨時情報（調査中）
南海トラフの想定震源域及びその周辺で速報的に解析された M6.8 程度以上の地震が発生、また
はプレート境界面で通常とは異なるゆっくりすべり等を観測した場合、気象庁が大規模地震発生と
の関連性について調査を開始する旨を示す情報

(２)南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）
南海トラフ沿いの想定震源域内のプレート境界で M8.0 以上の地震が発生したと評価が出された
場合、後発地震の発生の可能性が平常時と比べて相対的に高まっている旨を示す情報

(３)南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）
南海トラフ沿いの想定震源域内のプレート境界で M7.0 以上 M8.0 未満又はプレート境界以外や想
定震源域の海溝軸外側 50km 程度までの範囲で M7.0 以上の地震（ただし、太平洋プレートの沈み込
みに伴う震源が深い地震は除く）が発生若しくは、南海トラフ沿いの想定震源域内のプレート境界
面で通常と異なるゆっくりすべりが観測されたと評価した場合、後発地震の発生の可能性が平常時
と比べて相対的に高まっている旨を示す情報

２．時間差発生等における円滑な避難の確保等を実施する
(１)南海トラフ地震臨時情報等の伝達等
市は、南海トラフ地震臨時情報等が発表された場合の情報の収集・伝達について、津波警報・注
意報発令時の伝達系統に準じて実施することとする。

(２)南海トラフ地震臨時情報（調査中）等が発表された場合における災害応急対策に係る措
置
市は、南海トラフ地震臨時情報（調査中）等が発表された場合、その後の南海トラフ地震臨時情
報（巨大地震警戒、巨大地震注意）等の発表に備え、それぞれの役割やその実施体制等について確
認を行うこととする。

(３)南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表された場合における災害応急対策に
係る措置
①災害警戒本部の設置
市は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）が発表された場合は、必要に応じて災害警戒本
部を設置することとする。
②災害応急対策をとるべき期間等
市は、
南海トラフ沿いの想定震源域内のプレート境界における M8.0 以上の地震発生から１週間、
後発地震（南海トラフの想定震源域及びその周辺で速報的に解析された M6.8 程度以上の地震が発
生、またはプレート境界面で通常とは異なるゆっくりすべり等を観測した後に発生する可能性が平
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常時に比べて相対的に高まったと評価された南海トラフ地震、以下同じ。）に対して警戒する措置
をとるものとする。また、当該期間経過後１週間、後発地震に対して注意する措置をとるものとす
る。
③消防機関等の活動
南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表された場合、災対消防公安局は火災の防止及
び負傷者の救出救護を実施し、市民が津波から円滑に避難できるための措置をとるものとする。
④給水関係
市は、必要な飲料水を供給する体制を確保するものとする。
⑤市が管理又は運営する施設等に関する対策
市は、自らが管理する公共施設等における津波避難に関わる対策として、津波警報や南海トラフ
地震臨時情報等の入場者等への伝達、施設の防災点検、設備・備品等の転倒・落下防止措置等必要
な措置を講じるものとする。

(４)南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）等が発表された場合における災害応急対策に
係る措置
①災害警戒本部の設置
市は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）が発表された場合、必要に応じて災害警戒本部
を設置することとする。
②災害応急対策をとるべき期間等

市は、南海トラフ沿いの想定震源域内のプレート境界において

M7.0 以上 M8.0 未満又はプレート境界以外や想定震源域の海溝軸外側 50km 程度までの範囲で M7.0
以上の地震（ただし、太平洋プレートの沈み込みに伴う震源が深い地震は除く）が発生するケース
の場合は１週間、南海トラフ沿いの想定震源域内のプレート境界面で通常と異なるゆっくりすべり
が観測されたケースの場合はプレート境界面で通常と異なるゆっくりすべりの変化が収まってか
ら、変化していた期間と概ね同程度の期間が経過するまでの期間、後発地震に対して注意する措置
をとるものとする。
③市のとるべき措置
市は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）等が発表された場合において、地域住民等に対
し、日頃からの地震への備えを再確認する等防災対応をとる旨を呼びかけるものとする。また、市
が管理又は運営する施設等について、点検等を行うこととする。
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