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令和２年度 岡山市地域防災計画 新旧対照表 地震・津波災害対策編 

頁数 現行 修正 

 第１章 総則  

14 第３節 各機関の実施責任と処理すべき事務又

は業務の大綱 

７ 指定公共機関 

中国電力株式会社（岡山営業所） 

第２章 各機関の実施責任と処理すべき事務又

は業務の大綱 

７ 指定公共機関 

中国電力ネットワーク株式会社（岡山ネットワー

クセンター） 

21 第５節 地震・津波被害想定 

１ 方針 

 しかし、その後、平成 23 年３月 11 日に発生

した東北地方太平洋沖地震による東日本大震災 

は、我が国に未曾有の被害をもたらし、大規模地

震に対する備えの重要性が改めて認識されとな 

った。 

第５節 地震・津波被害想定 

１ 方針 

 しかし、その後、平成 23年３月 11 日に発生し

た東北地方太平洋沖地震による東日本大震災は、

我が国に未曾有の被害をもたらし、大規模地震に

対する備えの重要性が改めて認識されることと

なった。 

22 ２ 平成 25 年度岡山県断層型地震の被害想定調

査の実施概要 

（１）断層型地震の概要 

②12 断層の概要 

断層規模（延長・深度） 

③震度分布等概要 

長者ヶ原－芳井断層 

長尾断層（※） 

宍道断層 

２ 平成 25 年度岡山県断層型地震の被害想定調

査の実施概要 

（１）断層型地震の概要 

②12 断層の概要 

断層規模（長さ・幅） 

③震度分布等概要 

長者ヶ原－芳井断層（※） 

長尾断層帯（※） 

宍道断層（※） 

25 ３ 平成 25 年度岡山県断層型地震の被害想定調

査の実施結果 

（２）断層型地震に対する今後の取り組み 

（略）そのため、基本的には本市においては、最

も警戒すべき地震は、南海トラフ巨大地震であ

る。ただし、断層型地震においては、局所的には

強い揺れが生じ、山間部等での孤立の集落が発生

や、交通断絶に伴う初動期の救助・救援活動や物

資の搬送に支障が生じるおそれもある。（略） 

３ 平成 25 年度岡山県断層型地震の被害想定調

査の実施結果 

（２）断層型地震に対する今後の取り組み 

（略）そのため、基本的には本市においては、最

も警戒すべき地震は、南海トラフ巨大地震であ

る。ただし、断層型地震においては、局所的には

強い揺れが生じ、山間部等での孤立集落の発生

や、交通断絶に伴う初動期の救助・救援活動や物

資の搬送に支障が生じるおそれもある。（略） 

26 第６節 南海トラフ巨大地震の被害想定 

２ 想定地震 

（略）これを踏まえ、内閣府では、「南海トラフ

の巨大地震モデル検討会」を設置し、過去に南海

トラフのプレート境界で発生した地震に係る科

学的知見に基づく各種調査について防災の観点

から幅広く整理・分析し、想定すべき最大クラス

の対象地震の設定方針が検討を行っている。以下

に当検討会において検討された想定震源域、想定

津波波源域を示す。 

第６節 南海トラフ巨大地震の被害想定 

２ 想定地震 

（略）これを踏まえ、内閣府では、「南海トラフ

の巨大地震モデル検討会」を設置し、過去に南海

トラフのプレート境界で発生した地震に係る科

学的知見に基づく各種調査について防災の観点

から幅広く整理・分析し、想定すべき最大クラス

の対象地震に対する設定方針の検討を行ってい

る。以下に当検討会において検討された想定震源

域、想定津波波源域を示す。 
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令和２年度 岡山市地域防災計画 新旧対照表 地震・津波災害対策編 

頁数 現行 修正 

 第２章 地震・津波災害予防計画  

32 第１節 自立型の防災活動の促進 

第１項 防災知識の普及啓発計画 

１ 方針 

（略）災害初期段階においては「自らの身は自ら

守る」との基本理念と、正しい防災知識を市民一

人ひとりが持ち、住宅の耐震化、３日間分（でき

れば１週間分）の食料、飲料水、携帯トイレ・簡

易トイレ、トイレットペーパー等の備蓄、非常持

出品（救急箱、懐中電灯、ラジオ、乾電池等）の

準備、負傷の防止や避難路の確保の観点からの家

具、ブロック塀等の転倒防止対策、飼い主による

家庭動物への所有明示や同行避難、指定避難所で

の飼養についての準備等の家庭の予防・安全対策

など災害に対する備えを心がけるとともに、発災

時には自らの身の安全を守るよう行動すること

が重要である。 

第１節 自立型の防災活動の促進 

第１項 防災知識の普及啓発計画 

１ 方針 

（略）災害初期段階においては「自らの身は自ら

守る」との基本理念と、正しい防災知識を市民一

人ひとりが持ち、住宅の耐震化、３日間分（でき

れば１週間分）の食料、飲料水、携帯トイレ・簡

易トイレ、トイレットペーパー等の備蓄、非常持

出品（救急箱、懐中電灯、ラジオ、乾電池等）の

準備、自動車へのこまめな満タン給油、負傷の防

止や避難路の確保の観点からの家具、ブロック塀

等の転倒防止対策、飼い主による家庭動物への所

有明示や同行避難、指定避難所での飼養について

の準備等の家庭の予防・安全対策など災害に対す

る備えを心がけるとともに、発災時には自らの身

の安全を守るよう行動することが重要である。 

34 第１項 防災知識の普及啓発計画 

２ 対策 

（１）実施主体 

［市］ 

④市は、防災知識の普及・啓発活動を通じて、隣

人等に対する救助意識や相互支援について指導

する。 

第１項 防災知識の普及啓発計画 

２ 対策 

（１）実施主体 

［市］ 

④市は、防災知識の普及の際には、高齢者、障害

者、外国人、乳幼児、妊産婦等の要配慮者等に十

分配慮し、地域において要配慮者等を支援する体

制が整備されるよう努めるとともに、被災時の男

女のニーズの違い等、男女双方の視点に十分配慮

するよう努める。 

38 第３項 自主防災組織の育成及び消防団の活性化

計画 

２ 対策 

（１）市の対応 

⑥（新設） 

第３項 自主防災組織の育成及び消防団の活性化

計画 

２ 対策 

（１）市の対応 

⑥市は、平常時において感染症対策を踏まえて活

動を行うこと及び災害時においても感染症対策

を踏まえた避難行動、避難所運営・生活等を行う

ことを周知・啓発する。 
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令和２年度 岡山市地域防災計画 新旧対照表 地震・津波災害対策編 

頁数 現行 修正 

48 第９項 食料、飲料水、生活必需品の確保計画 

１ 物資の備蓄・調達 

市及び県は、大規模な災害が発生した場合の被

害及び外部支援の時期を想定し、孤立が想定され

るなど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、燃料その他の物

資についてあらかじめ備蓄・調達・輸送体制を整

備し、それら必要な物資の供給のための計画を定

めておく。 

 

 

 

第９項 食料、飲料水、生活必需品の確保計画 

１ 物資の備蓄・調達 

市及び県は、大規模な災害が発生した場合の被

害及び外部支援の時期を想定し、孤立が想定され

るなど地域の地理的条件や過去の災害等を踏ま

えて、必要とされる食料、飲料水、生活必需品、

燃料、ブルーシート、土のう袋その他の物資につ

いてあらかじめ備蓄・調達・輸送体制を整備し、

それら必要な物資の供給のための計画を定めて

おくとともに、物資調達・輸送調整等支援システ

ムを活用し、あらかじめ、備蓄物資や物資拠点の

登録に努める。 

48 第９項 食料、飲料水、生活必需品の確保計画 

２ 体制の整備 

（略）なお、市は、緊急輸送ネットワーク、県が

開設する広域物資輸送拠点や市の備蓄拠点の設

定状況等を考慮して、市内の地域内輸送拠点につ

いてあらかじめ検討しておくなど、物資の緊急輸

送活動が円滑に行われるようあらかじめ体制を

整備する。また、災害の規模等にかんがみ、被災

市自ら物資の調達・輸送を行うことが困難な場合

にも被災者に物資を確実かつ迅速に届けられる

よう、物資の要請体制・調達体制・輸送体制等、

供給の仕組みの整備を図る。 

（略） 

第９項 食料、飲料水、生活必需品の確保計画 

２ 体制の整備 

（略）なお、市は、緊急輸送ネットワーク、県が

開設する広域物資輸送拠点や市の備蓄拠点の設

定状況等を考慮して、市内の地域内輸送拠点につ

いてあらかじめ検討しておくなど、物資の緊急輸

送活動が円滑に行われるようあらかじめ、運送事

業者等と物資の保管、荷捌き及び輸送に係る協定

を締結するなど体制の整備に努める。この際、市

は、災害時に物資の輸送拠点から指定避難所等ま

での輸送手段を含めた体制が速やかに確保でき

るよう、あらかじめ，適切な物資の輸送拠点を選

定しておくよう努める。また、災害の規模等に鑑

み、被災し自ら物資の調達・輸送を行うことが困

難な場合にも被災者に物資を確実かつ迅速に届

けられるよう、物資の要請体制・調達体制・輸送

体制等、供給の仕組みの整備を図るため、平時か

ら、訓練等を通じて、物資の備蓄状況や運送手段

の確認を行うとともに災害協定を締結した民間

事業者等の発災時の連絡先、要請手続等の確認を

行うよう努める。 

（略） 

51 

 
第３ 生活必需品の確保 

２ 対策 

［住民］ 

住民及び自主防災組織は、「自らの身は自らで

守るのが防災の基本である」という考えに基づい

て、平常時より食料のほかに救急箱・懐中電灯・

ラジオ・乾電池等を備え、非常持ち出しの準備を

しておく。 

また、病院・社会福祉施設・企業・事務所等も、

入所者等の特性に応じた備蓄を実施する。 

第３ 生活必需品の確保 

２ 対策 

［住民］ 

住民及び自主防災組織は、「自らの身は自らで

守るのが防災の基本である」という考えに基づい

て、平常時より食料のほかに救急箱・懐中電灯・

ラジオ・乾電池等を備え、非常持ち出しの準備を

しておく。ペットの飼い主は、ペットフード、ペ

ット用トイレシート、ケージ及び常備薬等も準備

をしておく。 

また、病院・社会福祉施設・企業・事務所等も、

入所者等の特性に応じた備蓄を実施する。 
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令和２年度 岡山市地域防災計画 新旧対照表 地震・津波災害対策編 

頁数 現行 修正 

53 第 10 項 津波災害予防計画 

第１ 津波に係る防災知識の普及 

（４）家庭内での備蓄等 

３日間分（できれば１週間分）の食料・飲料水、

携帯トイレ・簡易トイレ、トイレットペーパー等

の備蓄、非常持出品（救急箱、懐中電灯、ラジオ、

乾電池等）の準備、負傷の防止や避難路の確保の

観点からの家具、（略） 

第 10 項 津波災害予防計画 

第１ 津波に係る防災知識の普及 

（４）家庭内での備蓄等 

３日間分（できれば１週間分）の食料・飲料水、

携帯トイレ・簡易トイレ、トイレットペーパー等

の備蓄、非常持出品（救急箱、懐中電灯、ラジオ、

乾電池等）の準備、自動車へのこまめな満タン給

油、負傷の防止や避難路の確保の観点からの家

具、（略） 

55 第２節 迅速かつ円滑な地震・津波対策への備え 

第１項 災害応急体制整備計画 

１ 方針 

（略） 

発災後の円滑な応急対応、復旧・復興のため、

退職者（自衛隊等の国の機関の退職者も含む。）

の活用や民間の人材の任期付き雇用等の人材確

保方策をあらかじめ整えるように努める。 

第２節 迅速かつ円滑な地震・津波対策への備え 

第１項 災害応急体制整備計画 

１ 方針 

（略） 

市、県及びライフライン事業者は、発災後の円

滑な応急対応、復旧・復興のため、災害対応経験

者をリスト化するなど、災害時に活用できる人材

を確保し、即応できる体制の整備に努める。また、

市は、退職者（自衛隊等の国の機関の退職者も含

む。）の活用や民間の人材の任期付き雇用等の人

材確保方策をあらかじめ整えるように努める。 

市及び県は、土木・建築職などの技術職員が不

足している市町村への中長期派遣等による支援

を行うため、技術職員の確保及び災害時の派遣体

制の整備に努める。 

55 第２節 迅速かつ円滑な地震・津波対策への備え 

第１項 災害応急体制整備計画 

２ 対策 

（２）訓練の実施 

（略）また、関係機関が連携した実践的な訓練や

研修を実施する。 

第２節 迅速かつ円滑な地震・津波対策への備え 

第１項 災害応急体制整備計画 

２ 対策 

（２）訓練の実施 

（略）また、関係機関が連携し、過去の災害対応

の教訓の共有を図るなど、実践的な訓練や計画的

かつ継続的な研修を実施する。 

58 第１項 災害応急体制整備計画 

２ 対策 

（11）防災関係機関相互の連携 

①（略） 

国は、県及び市町村等と協力し、被災市区町村

応援職員確保システム（総括支援チームによる支

援を含む。）に基づき、全国の地方公共団体によ

る被災市町村への応援に関する調整を実施する。  

（略）災害発生時に各主体が迅速かつ効果的な災

害応急対策等が行えるよう努めるものとし、協定

締結などの連携強化に当たっては、実効性の確保

に留意する。 

 

（略） 

第１項 災害応急体制整備計画 

２ 対策 

（11）防災関係機関相互の連携 

①（略） 

国は、県及び市町村等と協力し、被災市区町村

応援職員確保システム（総括支援班による支援を

含む。）に基づき、全国の地方公共団体による被

災市町村への応援に関する調整を実施する。 

（略）災害発生時に各主体が迅速かつ効果的な災

害応急対策等が行えるよう努めるものとし、協定

締結などの連携強化に当たっては、訓練等を通じ

て、発災時の連絡先、要請手続等の確認を行うな

ど、実効性の確保に留意する。 

（略）なお、燃料については、あらかじめ、石油

販売業者と、燃料の優先供給について協定の締結

を推進するとともに、平時から受注機会の増大な

どに配慮するよう努める。 
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令和２年度 岡山市地域防災計画 新旧対照表 地震・津波災害対策編 

頁数 現行 修正 

59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 

第１項 災害応急体制整備計画 

２ 対策 

（11）防災関係機関相互の連携 

①～③（略） 

④市及び県は、相互応援協定の締結に当たって

は、近隣の地方公共団体に加えて、大規模な災害

等による同時被災を避ける観点から、遠方に所在

する地方公共団体との間の協定締結も考慮する。 

 

 

 

 

 

⑤～⑮（略） 

⑯（新設） 

 

 

⑰（新設） 

 

 

⑱（新設） 

 

 

 

 

 

⑲（新設） 

 

 

 

⑳（新設） 

第１項 災害応急体制整備計画 

２ 対策 

（11）防災関係機関相互の連携 

①～③（略） 

④市及び県は、災害時に自らのみでは迅速かつ十

分な対応が困難な場合に、他の地方公共団体から

の物資の提供、人員の派遣、廃棄物処理等、相互

に連携・協力し速やかに災害対応を実施できるよ

う、相互応援協定の締結に努める。その際、市及

び県は、近隣の地方公共団体に加えて、大規模な

災害等による同時被災を避ける観点から、遠方に

所在する地方公共団体との間の協定締結も考慮

する。 

⑤～⑮（略） 

⑯市及び県は、随意契約の活用による速やかな災

害応急対策ができるよう、建設業団体等との災害

協定の締結を推進するものとする。 

⑰市及び県は、災害応急対策への協力が期待され

る建設業団体等の担い手の確保・育成に取り組む

ものとする。 

⑱市及び県は、国や他の地方公共団体等からの応

援職員等を迅速・的確に受け入れて情報共有や各

種調整等を行うための受援体制の整備に努める

ものとする。特に、庁内全体及び各業務担当部署

における受援担当者の選定や応援職員等の執務

スペースの確保を行うものとする。 

⑲市及びは、訓練等を通じて、被災市区町村応援

職員確保システムを活用した応援職員の受け入

れについて、活用方法の習熟、発災時における円

滑な活用の促進に努める。 

⑳市は、ペット医療の応援について岡山県獣医師

会との連携を図る。 

62 第２項 情報の収集連絡体制整備計画 

２ 対策 

（１）防災関係機関の通信手段 

オ（略） 

(ｱ)無線通信ネットワークの整備・拡充、相互接

続等によるネットワーク間の連携の確保 

第２項 情報の収集連絡体制整備計画 

２ 対策 

（１）防災関係機関の通信手段 

オ（略） 

(ｱ)防災行政無線等の無線通信ネットワークの整

備・拡充、相互接続等によるネットワーク間の連

携の確保 

63 第２項 情報の収集連絡体制整備計画 

２ 対策 

（２）非常通信協議会との連携 

非常災害時の通信手段を確保するため、非常通

信の運用について非常通信協議会との連携を図

る。 

第２項 情報の収集連絡体制整備計画 

２ 対策 

（２）非常通信協議会との連携 

 非常災害時の通信手段を確保するため、非常通

信の運用について非常通信協議会とも連携し、訓

練等を通じて、実行性の確保に努める。 
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令和２年度 岡山市地域防災計画 新旧対照表 地震・津波災害対策編 

頁数 現行 修正 

66 第２ 傷病者の搬送 

２ 対策 

［消防機関］ 

消防機関は、災害時におけるトリアージ技術や

応急手当の方法等の研修を実施し、救急隊員等の

資質の向上を図る。 

第２ 傷病者の搬送 

２ 対策 

［消防機関］ 

消防機関は、災害時におけるトリアージ技術や

応急手当の方法、感染防止等の研修を実施し、救

急隊員等の資質の向上を図る。 

73 第１ 避難方法 

（１）避難計画 

［市］ 

（略） 

第１ 避難方法 

（１）避難計画 

［市］ 

（略） 

加えて、市は、指定緊急避難場所や指定避難所

に避難したホームレスについて、住民票の有無等

に関わらず適切に受け入れられるよう、地域の実

情や他の避難者の心情等について勘案しながら、

あらかじめ受け入れる方策について定めるよう

努める。 

74 第２ 避難所の設置 

２ 対策 

（１）避難所予定施設の事前指定・周知 

（略） 

さらに、指定避難所設置予定施設として指定し

た施設については、その施設の管理者と使用方法

等について事前に協議するとともに、換気・照明

等、避難生活の環境を良好に保つため設備の整備

に努めるものとする。 

 

 

 

 

（略） 

第２ 避難所の設置 

２ 対策 

（１）避難所予定施設の事前指定・周知 

（略） 

さらに、指定避難所設置予定施設として指定し

た施設については、その施設の管理者と使用方法

等について事前に協議するとともに、換気・照明

等、避難生活の環境を良好に保つため設備の整備

に努める。新型コロナウイルス感染症を含む感染

症対策については、感染症患者が発生した場合の

対応を含め、平常時から防災担当部局と保健福祉

担当部局が連携して、必要な場合には、ホテルや

旅館等の活用等を含めて検討するよう努める。 

（略） 
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令和２年度 岡山市地域防災計画 新旧対照表 地震・津波災害対策編 

頁数 現行 修正 

75 第２ 避難所の設置 

２ 対策 

（２）指定避難所の施設設備の整備 

（略） 

指定避難所となる施設において、あらかじめ、

必要な機能を整理し、備蓄場所の確保、通信設備

の整備等を進めるとともに、停電時の電力供給手

段として電気自動車等の活用を検討する。 

また、女性専用の物干し場、更衣室、授乳室の

設置等女性や子育て家庭のニーズに配慮した設

備の整備や要配慮者に配慮したスロープ等の施

設の整備、必要に応じて被災者が飼養する犬・猫

等の家庭動物（特定動物を除く）（以下「被災ペ

ット」という。）のためのスペースの確保に努め

るとともに、テレビ・ラジオ等、被災者による災

害情報の入手に資する機器の整備を図る。 

なお、緊急の際の避難所への協定締結先等の「緊

急資機材等納入業者名簿」を作成しておくととも

にともに、指定された避難所又はその近傍で地域

完結型の備蓄施設を確保し、食料、飲料水、炊き

出し用具、毛布等避難生活に必要な物資の備蓄に

努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

第２ 避難所の設置 

２ 対策 

（２）指定避難所の施設設備の整備 

（略） 

指定避難所となる施設において、あらかじめ、

必要な機能を整理し、備蓄場所の確保、通信設備

の整備等を進めるとともに、停電時の電力供給手

段として電気自動車等の活用を検討し、必要に応

じ指定避難所の電力容量の拡大に努める。 

また、男女別の物干し場、更衣室、授乳室の設

置や生理用品、女性用下着の女性による配布、巡

回警備や防犯ブザーの配布等、女性や子どもの指

定避難所における安全確保等、様々なニーズに配

慮した指定避難所の運営管理に努め、必要に応じ

て被災者が飼養する犬・猫等の家庭動物（特定動

物を除く）（以下「被災ペット」という。）のため

のスペースを確保する。ただし、ペットが苦手な

人や動物アレルギーを持っている人に配慮して、

避難者の居住スペースから離れた場所にペット

飼育スペースを確保する。加えて、ペットとの同

行避難の際には、所有者の責任において適切に飼

育するよう周知・啓発する。市及び各指定避難所

の運営者は、指定避難所の良好な生活環境の継続

的な確保のために、専門家等との定期的な情報交

換に努めるとともに、テレビ・ラジオ等、被災者

による災害情報の入手に資する機器の整備を図

る。 

なお、ペットとの避難は同行避難を原則とする

が、状況に応じて同伴可能な指定避難所の設置に

努める。ただし、身体障害者補助犬については避

難者と同様に扱う。 

緊急の際の避難所への協定締結先等の「緊急資

機材等納入業者名簿」を作成しておくとともにと

もに、指定された避難所又はその近傍で地域完結

型の備蓄施設を確保し、食料、飲料水、マスク、

消毒液、炊き出し用具、毛布等避難生活に必要な

物資の備蓄に努める。 

（略） 

75 第２ 避難所の設置 

２ 対策 

（３）指定避難所における生活物資の確保 

 指定した指定避難所又はその近傍で必要とな

る、食料・水・非常用電源・医薬品・炊き出し用

具・毛布等、避難生活に必要な物資等について、

市備蓄計画における最小限の備蓄と合わせ、「流

通備蓄」による確保策の整備について努めること

とする。 

第２ 避難所の設置 

２ 対策 

（３）指定避難所における生活物資の確保 

指定した指定避難所又はその近傍で必要とな

る、食料・水・非常用電源・医薬品・マスク・消

毒液・炊き出し用具・毛布等、避難生活に必要な

物資等について、市備蓄計画における最小限の備

蓄と合わせ、「流通備蓄」による確保策の整備に

ついて努めることとする。 
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令和２年度 岡山市地域防災計画 新旧対照表 地震・津波災害対策編 

頁数 現行 修正 

80 第 10 項 緊急輸送活動計画 

（６）その他環境整備等 

［市・県］ 

物資の調達・輸送に必要となる情報項目・単位

の整理による発注方法の標準化、物資の輸送拠点

となる民間施設への非常用電源や非常用通信設

備の設置に係る支援、緊急通行車両等への優先的

な燃料供給等の環境整備を図る。 

第 10 項 緊急輸送活動計画 

（６）その他環境整備等 

［市・県］ 

物資の調達・輸送に必要となる情報項目・単位

の整理による発注方法の標準化、物資の輸送拠点

となる民間施設への非常用電源、燃料貯蔵設備及

び非常用通信設備の設置に係る支援、緊急通行車

両等への優先的な燃料供給等の環境整備を図る。 

83 第 12 項 広域的応援体制整備計画 

２ 対策 

（４）応援活動の相互調整 

③消防防災ヘリ、警察ヘリ、ドクターヘリなど、

災害時のヘリコプターの効率的な運用調整及び

安全な運航の確保について、岡山県航空運用調整

会議であらかじめ協議しておくとともに、災害時

において、情報収集や救助・救急活動等を複数機

関のヘリコプター等、航空機により行うため、必

要がある場合は、県災害対策本部内に関係機関の

職員で構成する航空運用調整グループを設置し、

航空機の運用に関する連絡調整及び情報共有を

行うものとする。 

第 12 項 広域的応援体制整備計画 

２ 対策 

（４）応援活動の相互調整 

③消防防災ヘリ、警察ヘリ、ドクターヘリなど、

災害時のヘリコプターの効率的な運用調整及び

安全な運航の確保について、岡山県航空運用調整

会議であらかじめ協議しておくとともに、災害時

において、情報収集や救助・救急活動等を複数機

関のヘリコプター等、航空機により行うため、必

要がある場合は、県災害対策本部内に関係機関の

職員で構成された航空運用調整班へ、航空機の運

用に関する連絡調整及び情報共有を行うものと

する。 

86 第 14 項 津波避難計画 

１ 現状と課題 

（略） 

本市の場合、特に被害甚大が想定されている南

海トラフの震源からも距離があり、地震発生後津

波到達までに２時間 50 分程度の時間があるとい

う特徴を踏まえ、自分たちはどこにどう避難する

か等各人が避難に関する基本的なことを把握し

ておく必要がある。なお、地震や津波は必ずしも

想定どおりの態様で発生するとは限らないため、

津波災害から人命を守るためには、津波到達時間

の想定に関わらず、揺れを感じたら津波を意識

し、直ちに避難行動を開始するという心掛けが極

めて重要である。 

第 14 項 津波避難計画 

１ 現状と課題 

（略） 

本市の場合、特に被害甚大が想定されている南

海トラフの震源からも距離があるが、地震発生後

津波到達までの時間はあくまでも推計値であり、

地震や津波は必ずしも想定どおりの態様で発生

するとは限らないため、津波災害から人命を守る

ためには、津波到達時間の想定に関わらず、揺れ

を感じたら津波を意識し、直ちに避難行動を開始

するという心掛けが極めて重要である。 

89 第 15 項 公的機関等の業務継続性の確保 

３ 対策 

（略） 

第 15 項 公的機関等の業務継続性の確保 

３ 対策 

（略） 

病院、要配慮者に関わる社会福祉施設等の人命

に関わる重要施設の管理者は、発災後 72 時間の

事業継続が可能となる非常用電源を確保するよ

う努める。 

95 第３節 地震・津波に強いまちづくり 

第２項 公共施設等災害予防計画 

５ ダム 

（２）対策 

［国・県・中国電力株式会社］ 

第３節 地震・津波に強いまちづくり 

第２項 公共施設等災害予防計画 

５ ダム（２）対策 

［国・県・中国電力株式会社及び中国電力ネット

ワーク株式会社］ 
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頁数 現行 修正 

98 第３項 ライフライン（電気・ガス・水道等）施

設等予防計画 

第３項 ライフライン（電気・ガス・水道、下水

道等）施設等予防計画 

100 ３ 下水道施設 

（２）対策 

⑦（新設） 

３ 下水道施設 

（２）対策 

⑦災害時用マンホールトイレの整備 

指定避難所として指定している小学校等にお

いて、し尿処理対策を効果的に実施するため、下

水道総合地震対策計画に基づき、下水道を利用し

たマンホールトイレを整備する。 

101 ４ 工業用水道施設 

（２）対策 

①（略） 

②浄水施設 

浄水施設は、土木構造物に加えて計装機器、化

学施設等が錯綜しているため、地震時にはこれら

の接合部が弱点となる。このため、単品・単体の

耐震性の強化にとどまらず、特に接合部の強化に

重点を置くような対策を講ずる。 

③導水・送水・配水施設 

地震による被害が、最も大きいと思われるのが

管路である。その原因として、地盤の状況があげ

られるので、あらかじめ地盤状況を調査し、その

確認を行うとともに、耐震性の高い管路とするな

どの対策を講ずる。 

④（略） 

４ 工業用水道施設 

（２）対策 

①（略） 

②削除 

 

 

 

 

 

②導水・送水・配水施設 

地震による被害が、最も大きいと思われるのが

管路であることから、耐震性の高い管路への更新

を進める。 

 

 

③（略） 

101 ５ 電気施設 

［中国電力株式会社岡山営業所・岡山東営業所・

倉敷営業所］ 

５ 電気施設 

［中国電力ネットワーク株式会社（岡山・岡山東・

倉敷ネットワークセンター）］ 

106 第４項 廃棄物処理体制整備計画 

１ 方針 

市は、発災時における混乱を避け、災害時に発

生する廃棄物を適正かつ迅速に処理するため、国

の「災害廃棄物対策指針」に基づき、災害廃棄物

処理計画をあらかじめ策定する。策定に当たって

は、被害が広域かつ甚大な災害に対処するため、

自らが被災するだけでなく、支援する側になるこ

とも想定して検討を行う。 

 

 

 

 

 

（略） 

第４項 廃棄物処理体制整備計画 

１ 方針 

市は、発災時における混乱を避け、災害時に発

生する廃棄物を適正かつ迅速に処理するため、国

の「災害廃棄物対策指針」に基づき、災害廃棄物

処理計画をあらかじめ策定する。策定に当たって

は、被害が広域かつ甚大な災害に対処するため、

自らが被災するだけでなく、支援する側になるこ

とも想定して検討を行う。加えて、ボランティア、

ＮＰＯ等の支援を得て災害廃棄物等の処理を進

める場合には、社会福祉協議会、ＮＰＯ等と連携

し、作業実施地区や作業内容を調整、分担するな

どして、効率的に災害廃棄物等の搬出を行うもの

とする。 

（略） 
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令和２年度 岡山市地域防災計画 新旧対照表 地震・津波災害対策編 

頁数 現行 修正 

110 第５項 危険物施設等災害予防計画 

（３）火薬類施設災害予防計画 

①法令に基づく検査・指導 

［中国四国産業保安監督部、県］ 

中国四国産業保安監督部及び県は火薬類取締法

に基づき、次の事項を実施する。 

②（略） 

③火薬類の輸送対策 

［県警察］ 

火薬類の輸送に係る事故対策を強化するため、

火薬類輸送車両合同取締等を実施する。 

第５項 危険物施設等災害予防計画 

（３）火薬類施設災害予防計画 

①法令に基づく検査・指導 

［中国四国産業保安監督部、県、消防機関］ 

中国四国産業保安監督部、県及び消防機関は火薬

類取締法に基づき、次の事項を実施する。 

②（略） 

③火薬類の輸送対策 

［消防機関、県警察］ 

消防機関及び県警察は、火薬類の輸送に係る事

故対策を強化するため、火薬類輸送車両合同取締

等を実施する。 

113 第８項 地盤災害予防計画 

２ 対策 

（２）液状化危険地域の予防計画 

①液状化危険地域の把握 

（略）また、大規模盛土造成地の位置や規模を示

した大規模盛土造成地マップ及び液状化被害の

危険性を示した液状化ハザードマップを作成・公

表するよう努める。 

第８項 地盤災害予防計画 

２ 対策 

（２）液状化危険地域の予防計画 

①液状化危険地域の把握 

（略）また、大規模盛土造成地の位置や規模を示

した大規模盛土造成地マップ及び液状化被害の

危険性を示した液状化ハザードマップを作成・公

表するとともに、宅地の安全性の把握及び耐震化

を実施するよう努める。 

114 第９項 津波災害予防計画 

１ 方針 

（略） 

今後は、想定される地震に伴う津波の発生につ

いて、関係機関の津波に対する研究成果や南海ト

ラフの大規模地震発生後津波到達時間が２時間

50 分程度の時間があるという本市の特性を踏ま

えながら、津波による被害が生じるおそれのある

地域における住民の生命を守るため、津波防災の

地域づくりを進めるとともに、海岸保全施設の整

備を行うなど、ソフト対策及びハード対策を組み

合わせた総合的な津波対策を実施する。 

第９項 津波災害予防計画 

１ 方針 

（略） 

今後は、想定される地震に伴う津波の発生につ

いて、関係機関の津波に対する研究成果等を踏ま

えながら、津波による被害が生じるおそれのある

地域における住民の生命を守るため、津波防災の

地域づくりを進めるとともに、海岸保全施設の整

備を行うなど、ソフト対策及びハード対策を組み

合わせた総合的な津波対策を実施する。 

117 第２款 震災予防施設等の緊急整備計画 

第１項 防災業務施設の整備 

４ 通信施設の整備 

（略） 

①災害対策本部等の拠点間を連絡する防災情報

通信ネットワークや防災行政無線等の整備を進

めるとともに、消防無線と有機的な連携を図る。 

第２款 震災予防施設等の緊急整備計画 

第１項 防災業務施設の整備 

４ 通信施設の整備 

（略） 

①災害対策本部等の拠点間を連絡する防災情報

通信ネットワークや防災行政無線等の整備を進

めるとともに、消防通信ネットワークの整備を図

り、消防無線と有機的な連携を図る。 
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令和２年度 岡山市地域防災計画 新旧対照表 地震・津波災害対策編 

頁数 現行 修正 

119 第２項 避難地・避難路等の整備 

８ 指定避難所の整備（小・中学校体育館等） 

（略） 

 また、さまざまな状況下での避難者の受入れを

勘案し、空き教室等を利用した飲料水や非常食あ

るいは、毛布等の備蓄・懐中電灯や携帯マイクの

配備・学校敷地及び施設への自家発電機・投光器・

仮設トイレ・情報通信設備等の整備又は保管等も

検討し、可能なものから順次整備できるよう努め

る。 

第２項 避難地・避難路等の整備 

８ 指定避難所の整備（小・中学校体育館等） 

（略） 

 また、さまざまな状況下での避難者の受入れを

勘案し、空き教室等を利用した飲料水や非常食あ

るいは、毛布等の備蓄・懐中電灯や携帯マイクの

配備・学校敷地及び施設への自家発電機・投光器・

仮設トイレ・マンホールトイレ（下水道接続型）・

情報通信設備等の整備又は保管等も検討し、可能

なものから順次整備できるよう努める。 

 第３章 地震・津波災害応急対策計画  

150 第３項 救急・医療計画 

第３ 傷病者の搬送 

２ 対策 

（１）搬送手段の確保 

［県］ 

（略） 

道路の損壊等により陸上搬送が不可能な場合

及び早急に遠隔地への搬送が必要な場合などは、

航空運用調整グループにおいて、ドクターヘリ、

消防防災ヘリ、自衛隊や海上保安庁のヘリ等の効

果的な運用について調整する。また、状況により

他県のヘリコプターの支援を要請し、迅速な搬送

の実現に努める。 

第３項 救急・医療計画 

第３ 傷病者の搬送 

２ 対策 

（１）搬送手段の確保 

［県］ 

（略） 

道路の損壊等により陸上搬送が不可能な場合

及び早急に遠隔地への搬送が必要な場合などは、

航空運用調整班において、ドクターヘリ、消防防

災ヘリ、自衛隊や海上保安庁のヘリ等の効果的な

運用について調整する。また、状況により他県の

ヘリコプターの支援を要請し、迅速な搬送の実現

に努める。 

152 第４項 避難及び避難所の設置・運営計画 

２ 対策 

（２）避難誘導及び一般住民の避難 

（略） 

市は、避難誘導に当たっては、避難場所及び避

難路や避難先、災害危険箇所等（浸水区域、土砂

災害危険箇所等の存在）の所在、災害の概要その

他の避難に資する情報の提供に努める。 

第４項 避難及び避難所の設置・運営計画 

２ 対策 

（２）避難誘導及び一般住民の避難 

（略） 

市は、避難誘導に当たっては、避難場所及び避

難路や避難先、災害危険箇所等（浸水想定区域、

土砂災害警戒区域等の存在）の所在、災害の概要

その他の避難に資する情報の提供に努める。 

154 第４項 避難及び避難所の設置・運営計画 

第２ 指定避難所の設置 

２ 対策 

（２）指定避難所の開設 

（略） 

第４項 避難及び避難所の設置・運営計画 

第２ 指定避難所の設置 

２ 対策 

（２）指定避難所の開設 

（略） 

市は、避難所を開設した場合に関係機関等によ

る支援が円滑に講じられるよう、避難所の開設状

況等を適切に県に報告し県は、その情報を内閣府

等に共有するよう努める。 
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令和２年度 岡山市地域防災計画 新旧対照表 地震・津波災害対策編 

頁数 現行 修正 

157 第４項 避難及び避難所の設置・運営計画 

第３ 避難所の運営体制 

２ 対策 

（３）生活環境への配慮 

（略） 

・避難所の運営における意思決定の場への女性

の参画を推進するとともに、男女のニーズの違い

等男女双方の視点等に配慮する。特に、女性専用

の物干し場、更衣室、授乳室の設置、生理用品や

下着等の配布時の配慮、また、巡回警備や防犯ブ

ザーの配布等、女性や子どもの避難所における安

全確保等、様々なニーズに配慮した指定避難所の

運営管理に努める。 

 

 

 

 

 

（略） 

・必要に応じ、指定避難所における被災ペットの

ためのスペースの確保等にも努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

第４項 避難及び避難所の設置・運営計画 

第３ 避難所の運営体制 

２ 対策 

（３）生活環境への配慮 

（略） 

・指定避難所の運営における意思決定の場への

女性の参画を推進するとともに、男女のニーズの

違い等男女双方の視点等に配慮する。特に、女性

専用の物干し場、更衣室、授乳室の設置、生理用

品や下着等の配布時の配慮、また、巡回警備や防

犯ブザーの配布等、女性や子どもの指定避難所に

おける安全確保等、様々なニーズに配慮した指定

避難所の運営管理に努める。 

また、性的マイノリティにも配慮した環境整備

にも努める。 

 なお、災害の状況により必要と認めるときは、

岡山市男女共同参画社会推進センター内に、女性

のための専用相談窓口を開設する。 

（略） 

・指定避難所に、被災ペットのためのスペースを

確保する。ただし、ペットが苦手な人や動物アレ

ルギーを持っている人に配慮して、避難者の居住

スペースから離れた場所にペット飼育スペース

を確保する。加えて、ペットとの同行避難の際に

は、所有者の責任において適切に飼育するよう周

知・啓発する。市及び各避難所の運営者は、指定

避難所の良好な生活環境の継続的な確保のため

に、専門家等との定期的な情報交換に努めるとと

もに、テレビ・ラジオ等、被災者による災害情報

の入手に資する機器の整備を図る。 

・ペットとの避難は同行避難を原則とするが、状

況に応じて同伴可能な避難所の設置に努める。 

（略） 

171 第 11 項 救援物資等の受入れ・集積・搬送・配

分計画 

１ 方針 

被災地において必要となる物資は時間の経過

とともに変化するため、時宜や季節に応じた物資

が必要であることを踏まえ、不足又は過剰の物資

について、全国に情報提供し協力を求めることと

なるが、その際、不足する物資、過剰物資を明確

に伝え、混乱を防止する。 

（略） 

第 11 項 救援物資等の受入れ・集積・搬送・配

分計画 

１ 方針 

被災地において必要となる物資は時間の経過

とともに変化するため、時宜を得た物資の調達に

留意する。また、被災状況を考慮するとともに、

要配慮者等のニーズや、男女のニーズの違いに配

慮する。 

 

（略） 
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令和２年度 岡山市地域防災計画 新旧対照表 地震・津波災害対策編 

頁数 現行 修正 

172 第 11 項 救援物資等の受入れ・集積・搬送・配

分計画 

２ 対策 

（１）必要とする物資等の把握・情報提供 

［市］ 

市は、指定避難所等に不足している物資を各指

定避難所の責任者から報告を受け、備蓄品で対応

できない物資あるいは自主調達できない物資の

品目及び数量並びに把握した時間を県に連絡す

る。 

第 11 項 救援物資等の受入れ・集積・搬送・配

分計画 

２ 対策 

（１）必要とする物資等の把握・情報提供 

［市］ 

市は、指定避難所等に不足している物資を、必

要に応じて、物資調達・輸送調整等支援システム

を活用し、各指定避難所の責任者から報告を受

け、備蓄品で対応できない物資あるいは自主調達

できない物資の品目及び数量並びに把握した時

間を県に連絡する。 

175 

 
第 12 項 ボランティアの受入れ・調整計画 

１ 方針 

（略） 

また、市及び県は、社会福祉協議会、地元や外

部から被災地入りしているボランティア団体及

びＮＰＯ等との連携を図るとともに、中間支援組

織（ＮＰＯ・ボランティア等の活動支援やこれら

の異なる組織の活動調整を行う組織）を含めた連

携体制の構築を図り、（略） 

第 12 項 ボランティアの受入れ・調整計画 

１ 方針 

（略） 

また、市及び県は、社会福祉協議会、地元や外

部から被災地入りしているボランティア団体及

びＮＰＯ等との連携を図るとともに、中間支援組

織（ＮＰＯ・ボランティア等の活動支援や活動調

整を行う組織）を含めた連携体制の構築を図り、

（略） 

 令和２年における新型コロナウイルス感染症

の発生を踏まえ、感染症対策の観点を取り入れた

ボランティアの受入や活動が行われるよう、県、

市町村、社会福祉協議会、ＮＰＯ等が連携してボ

ランティアの募集範囲や支援活動の調整等を行

う必要がある。 

176 ２ 対策 

［社会福祉協議会］ 

県・市町村社会福祉協議会は、要配慮者等を中

心とした被災者の生活支援における一般ボラン

ティア活動の円滑な実施を図るため、必要と判断

した場合は、それぞれ次の体制を整備する。 

 

 

 

 

（略） 

［ボランティアの健康に関する配慮］ 

③（新設） 

第 12 項 ボランティアの受入れ・調整計画 

１ 方針 

［社会福祉協議会］ 

県・市町村社会福祉協議会は、要配慮者等を中

心とした被災者の生活支援における一般ボラン

ティア活動の円滑な実施を図るため、必要と判断

した場合は、それぞれ次の体制を整備する。また、

新型コロナウイルス感染症を含む感染症の状況

や被災地のボランティアニーズ等を踏まえ、市及

び県と協議し、ボランティア募集範囲等について

判断する。 

（略） 

［ボランティアの健康に関する配慮] 

③市及び関係機関等は被災地でのボランティア

活動において感染症の発生、拡大がみられる場合

は、ボランティア担当部局と保健福祉担当部局等

が連携して、感染症対策として必要な措置を講じ

るよう努める。 
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令和２年度 岡山市地域防災計画 新旧対照表 地震・津波災害対策編 

頁数 現行 修正 

181 第３節 民生安定活動 

第２項 被災者に対する情報伝達・広報計画 

第１ 情報伝達体制 

１ 方針 

市及び県は、被災者等に対して必要な情報が確

実に伝達され、かつ共有されるように、情報伝達

の際の役割・責任等の明確化に努める。 

 

 

 

（略） 

第３節 民生安定活動 

第２項 被災者に対する情報伝達・広報計画 

第１ 情報伝達体制 

１ 方針 

市及び県は、被災者等に対して大規模停電時も

含め必要な情報が確実に伝達され、かつ共有され

るように、情報伝達の際の役割・責任等の明確化

に努める。防災行政無線の整備やＩＰ通信網、ケ

ーブルテレビ網等の活用を図り、災害情報を被災

者等へ速やかに伝達する手段の確保に努める。 

（略） 

181 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

182 

第２項 被災者に対する情報伝達・広報計画 

第１ 情報伝達体制 

２ 対策 

（１）被災者への情報伝達 

広報車や自主防災組織等を通じ、事前に定めた

広報事項について広報を行うとともに、必要に応

じ県に広報の要請を行う。 

 

 

 

 

 

（略） 

⑤道路情報、医療情報その他の生活情報 

第２項 被災者に対する情報伝達・広報計画 

第１ 情報伝達体制 

２ 対策 

（１）被災者への情報伝達 

広報車や自主防災組織等を通じ、事前に定めた

広報事項について広報を行うとともに、必要に応

じ県に広報の要請を行う。特に、停電や通信障害

発生時は情報を得る手段が限られていることか

ら、被災者生活支援に関する情報についてはチラ

シなど紙媒体の貼り出し、配布等や広報車を利用

するなどにより、適切に情報提供がなされるもの

とする。 

（略） 

⑤道路情報、医療情報、スーパーマーケット、ガ

ソリンスタンドその他の生活情報 

190 第８項 ごみ・し尿処理計画 

１ 方針 

 震災時に発生するごみ及びし尿等の処理につ

いては、速やかに収集・処理して、生活環境の保

全を図るため、国の災害廃棄物対策指針に基づい

て災害廃棄物処理計画を定め、災害廃棄物の仮置

場の確保や運用方針、一般廃棄物（指定避難所の

ごみや仮設トイレのし尿等）の処理を含めた災害

時の廃棄物の処理体制、周辺の地方公共団体との

連携・協力のあり方等について、具体的に示すも

のとする。 

第８項 ごみ・し尿処理計画 

１ 方針 

 震災時に発生するごみ及びし尿等の処理につ

いては、速やかに収集・処理して、生活環境の保

全を図るため、国の災害廃棄物対策指針に基づい

て災害廃棄物処理計画を定め、災害廃棄物の仮置

場の確保や運用方針、一般廃棄物（指定避難所の

ごみや仮設トイレのし尿等）の処理を含めた災害

時の廃棄物の処理体制、周辺の地方公共団体との

連携・協力のあり方等について、岡山市における

被災想定調査の結果を踏まえ、具体的に示すもの

とする。 
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193 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

194 

第 10 項 防疫及び保健衛生計画 

第１ 感染症等予防 

２ 対策 

［市］ 

⑤避難所の感染症等予防措置 

避難所においては、適切な予防のための対策を周

知実施に努めると伴に必要に応じて避難者の健

康状態の調査を実施し、避難所の自治組織等の協

力を受けて感染症等の予防活動を実施する。特に

手洗いや咳エチケットの普及等に努める。 

第 10 項 防疫及び保健衛生計画 

第１ 感染症等予防 

２ 対策 

［市］ 

⑤指定避難所における感染症対策 

ア 指定避難所の過密状態防止 

(ｱ)市民に対してハザードマップ等で安全を確認

したうえで親族・友人宅への避難や、自宅での垂

直避難を検討することを周知・啓発する。 

(ｲ)避難情報が発令された区域内に加え隣接する

地域の指定避難所を開設する。 

(ｳ)避難者同士の間隔を１メートル程度確保す

る。 

(ｴ)大雨時に浸水被害想定の無い指定避難所での

車中泊避難場所を確保する。 

(ｵ)ホテルや旅館等を活用する。 

イ 指定避難所の衛生管理及び避難者の健康管

理の徹底 

定期的な体温測定や清掃、消毒等感染症予防対策

を周知・啓発する。 

ウ 避難者自身に感染予防・感染症拡大防止措置

を行ってもらうための周知・啓発 

(ｱ)市民に対して、個人で必要なマスク、除菌シ

ート、体温計、ゴム手袋、食料等を持参すること

を周知・啓発する。 

(ｲ)咳をする時は、ハンカチ等で口を押える咳エ

チケットを周知・啓発する。 

エ 予防対策品の配備 

予防対策用品を配備する。（マスク・消毒液・非

接触体温計・ベッド・パーティション等） 

オ 体調不良の避難者への適切な対応 

発熱や咳のある避難者のための専用スペース（居

室・トイレ）を確保する。 

202 第４節 機能確保活動 

第１項 ライフライン（電気、ガス、水道、下水

道等）施設応急対策計画 

第３ 工業用水道施設応急対策計画 

（２）電気施設 

地震発生により中国電力株式会社の配電線が被

害を受け、電気が送られてこなくなった場合、非

常用発電機等によりポンプ等の電源を確保し、給

水の確保に努める。 

第４節 機能確保活動 

第１項 ライフライン（電気、ガス、水道、下水

道等）施設応急対策計画 

第３ 工業用水道施設応急対策計画 

（２）電気施設 

地震発生により中国電力ネットワーク株式会

社の配電線が被害を受け、電気が送られてこなく

なった場合、非常用発電機等によりポンプ等の電

源を確保し、給水の確保に努める。 

202 第１項 ライフライン（電気、ガス、水道、下水

道等）施設応急対策計画 

（１）中国電力株式会社（岡山営業所・岡山東営

業所・倉敷営業所・岡山電力所・倉敷電力所・津

山電力所） 

第１項 ライフライン（電気、ガス、水道、下水

道等）施設応急対策計画 

（１）中国電力ネットワーク株式会社（岡山・岡

山東・倉敷・津山ネットワークセンター） 
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203 第１項 ライフライン（電気、ガス、水道、下水

道等）施設応急対策計画 

第５ 電気通信施設応急対策計画 

［ＮＴＴ西日本岡山支店］ 

平常時においては、通信設備の防災対策、地方

公共団体の被害想定を考慮した基幹的設備の地

理的分散、応急復旧機材の配備、通信輻輳対策を

推進するなど、電気通信設備の安全・信頼性強化

に向けた取組の推進に努める。 

第１項 ライフライン（電気、ガス、水道、下水

道等）施設応急対策計画 

第５ 電気通信施設応急対策計画 

［ＮＴＴ西日本岡山支店］ 

平常時においては、非常用電源の整備等による

通信設備の防災対策、地方公共団体の被害想定を

考慮した基幹的設備の地理的分散及び安全な設

置場所の確保、応急復旧機材の配備、通信輻輳対

策を推進するなど、電気通信設備の安全・信頼性

強化に向けた取組の推進に努める。 

207 第２項 住宅応急対策計画 

５ 被災した住宅の応急修理 

（２）対象者 

住家が半壊・半焼もしくは、これらに準ずる程

度の損傷を受け、自らの資力では応急修理するこ

とができない者。又は住家が大規模半壊した者。 

第２項 住宅応急対策計画 

５ 被災した住宅の応急修理 

（２）対象者 

災害によって住家が半壊、半焼もしくは、これ

らに準ずる程度の損傷を受け、自らの資力では応

急修理することができない者又は大規模な補修

を行わなければ居住することが困難である程度

に住家が半壊した者。 

 第４章 南海トラフ地震防災対策推進計画 

220 第４節 津波からの防護及び円滑な避難の確保

に関する事項 

第３項 避難対策等 

２ 市は、地震発生時において県と協力して地域

住民等が津波来襲に備えての的確な避難を行う

ことができるよう、津波に関する基本的な知識や

避難方法等の啓発活動を実施する。 

本市では津波到達までに２時間 50 分程度の時

間的余裕があることから、地震において無事だっ

た人は即座に人命を最優先にした共助精神を発

揮する。 

そして、要配慮者等を支援しつつ、津波から身

の安全を確保できる場所に、集団移動することが

共通認識となるようにする。 

第４節 津波からの防護及び円滑な避難の確保

に関する事項 

第３項 避難対策等 

２ 市は、地震発生時において県と協力して地域

住民等が津波来襲に備えての的確な避難を行う

ことができるよう、津波に関する基本的な知識や

避難方法等の啓発活動を実施する。 

地震において無事だった人は即座に人命を最

優先にした共助精神を発揮し、要配慮者等を支援

しつつ、津波から身の安全を確保できる場所に、

集団移動することが共通認識となるようにする。 

227 第５節 時間差発生等における円滑な避難の確

保等 

第８ 水道、電気、ガス、通信、放送関係 

２ 電気 

指定公共機関の中国電力株式会社岡山支社等

の電力事業者は、必要な電力を供給する体制を確

保するものとする。 

第５節 時間差発生等における円滑な避難の確

保等 

第８ 水道、電気、ガス、通信、放送関係 

２ 電気 

指定公共機関の中国電力株式会社等の電力事

業者は、必要な電力を供給する体制を確保するも

のとする。 

236 第８節 地震防災上必要な教育及び広報に関する

計画 

２ 地域住民等に対する教育 

（15）（新設） 

 

 

第８節 地震防災上必要な教育及び広報に関する

計画 

２ 地域住民等に対する教育 

 (15）ペットが迷子になったときのために、マイ

クロチップや迷子札の装着等の所有者明示を行

う等の、飼い主が平時から行う対策に関する内

容。 

 


