
 

 

 

第１編 総 則 
 

総則は、地域防災計画の目的及び内容、防災機関の業務の大綱、災害の想定、明石市の

防災理念等について定めるものである。 

このうち、防災理念については、行政・地域・市民等が一体となって取り組むための基

本的な考え方や視点を示すものであり、明石市では、今後、この理念に基づいて具体的施

策及び事業を展開していくこととする。 
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第１章 目的等 

第１節 計画の目的 

「明石市地域防災計画」は、災害対策基本法第 42条の規定に基づき、明石市に

おける災害に関し、災害予防、災害応急対策、災害復旧・復興等に関する事項を

定めるものであり、市、市民、兵庫県、指定地方行政機関、指定公共機関等がそ

の全機能を発揮して防災活動を実施し、市民の生命、身体及び財産を守ることを

目的とする。 

 

本市は、2001 年明石市民夏まつり事故及び大蔵海岸陥没事故の反省を踏まえ、

市民の命に関わることには最善を尽くすのが行政の使命であるとの認識のもと、

全庁挙げた体制による防災安全の徹底と職員の意識改革を推進している。 

また、本市にとり直接影響があった、1995年の兵庫県南部地震及び 2004年の台

風上陸の教訓を踏まえ、安全・安心の暮らし及び迅速な風水害対応の重要性を認

識している。  

これらに加え、2011 年の東北地方太平洋沖地震における津波の壊滅的被害、広

域に及ぶ電力不足や生活必需品供給不足等は、防災に対する日頃からの備えや減

災対策を、2016 年の熊本地震における避難所生活に係る不自由の顕在化は、多様

な主体の視点での生活環境の見直しを、2018 年の西日本豪雨における避難情報発

令にもかかわらず逃げ遅れが生じたことは、要配慮者支援の必要性や避難情報の

伝達要領の見直しを、課題として提起している。 

本市が経験した災害に加えて、近年に発生したこれらの災害の教訓等を踏まえ、

市としての災害対策を実施していくものである。 
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第２節 あかしＳＤＧｓ推進計画（明石市第６次長期総合計画）との関係 

2022 年 3 月に策定された「あかしＳＤＧｓ推進計画(明石市第 6 次長期総合計

画)」は、持続可能で誰一人取り残さない社会の実現に向けて、市、市民、事業者、

各種団体などが、パートナーシップにより取組を進めていけるよう、これからの

明石市のまちづくりの基本方針を定め、「にぎわいと活力が持続するまち」「すべ

ての人が助け合い安心して暮らせるまち」「人にも自然にも地球にもやさしいま

ち」を目指すこととしている。 

また、推進計画と同時に策定された「あかしＳＤＧｓ前期戦略計画（明石市ま

ち・ひと・しごと創生総合戦略（第 2 期））には、「2030 年のあるべき姿」の実現

に向け、「豊かな自然と共生し、暮らしの質を高める」「笑顔あふれる共生社会（イ

ンクルーシブ社会）をつくる」「こどもの育ちをまちのみんなで支える」「安全・

安心を支える生活基盤を強化する」「まちの魅力を高め、活力と交流を生み出す」

施策展開の 5つの柱を設定している。 

本防災計画では、「あかしＳＤＧｓ推進計画(明石市第 6次長期総合計画)」との

整合性を図りながら、「すべての人が助け合い安心して暮らせるまち」「安全・安

心を支える生活基盤を強化する」を念頭におき、これまで経験したことがない自

然災害の発生においても、市民の命と生活を守るため万全の対応策を定める。 

 

「防災・感染症対策の強化」に関する概要 

１  主な施策 

（１）関係機関と連携した危機管理体制の充実 

（２）要配慮者等への支援を含む地域防災力・災害対応能力の向上 

（３）ＩＣＴを活用した情報収集、情報発信手段の充実 

（４）避難所の充実（福祉避難所の拡充、備蓄物資の充実等） 

（５）新型感染症対策の強化 

（６）ハード・ソフト両面からの浸水対策 

（７）ライフラインの強化、住宅や公共施設などの建築物の耐震化 
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第３節 計画の内容 
１ 総 則 

本計画の目的、防災機関の業務の大綱、災害の想定、及び明石市の防災理念等

を定める。 

 

２ 災害予防計画 

災害の発生を未然に防止し、また災害が発生した場合にその被害を最小限にと

どめるための平常時の仕組みづくりの推進方策について定める。 

 

３ 災害応急対策計画 

災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において災害の発生の防御又は

拡大を防止するために応急的に実施する対策を定める。 

 

４ 災害復旧・復興計画 

災害復旧・復興の実施にあたっての基本方針を定める。 

 

５ 南海トラフ地震防災対策推進計画 

南海トラフ地震に伴い発生する津波からの防護、円滑な避難の確保及び迅速な救

助に関する事項、防災上緊急に整備すべき施設等の整備に関する事項、防災訓練に関

する事項並びに関係者との連携協力の確保に関する事項を定める。 

 

第４節 計画の習熟 

市及び防災関係機関は、この計画の習熟に努めなければならない。 

また、市民に対しても、計画内容について十分な周知・広報を行わなければな

らない。 

 

 

第５節 計画の修正 

この計画は、毎年定期的に内容を確認し修正を行う。 

また、災害予防計画については、庁内関係課や関係機関等との協議、調整によ

り、継続的に検証、評価を行い、見直しを加えるなど「ＰＤＣＡサイクル」を通

じて、改善、推進するとともに、進捗状況を防災会議で報告する。 

 

 

第６節 防災行動マニュアル 

この計画の実効性をより高めるため、各部門の具体的な活動内容をマニュアル

化し、災害対策要員に周知徹底させる。 
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第７節 明石市事業継続計画（ＢＣＰ） 
この計画を補完する個別計画として、行政自身が被災し、制約が伴う状況下に

おいても、限られた資源の中で円滑な業務遂行を図るため、「明石市事業継続計画

（ＢＣＰ）」を定める。 

 

第８節 地区防災計画 

平成 25年 6月に災害対策基本法が改正され、地域コミュニティにおける共助に

よる防災活動の推進の観点から、市町村内の一定の地区内の居住者及び事業者（以

下、「地区居住者等」という。）が行う自発的な防災活動に関する地区防災計画を

定めることが可能となった。 

 

１ 目 的 

地区防災計画は、地区居住者等が共同して行う防災訓練、防災活動に必要な物

資及び資材の備蓄、災害発生時の相互支援その他の当該地区における防災活動に

関する計画であり、本計画に基づく防災活動と連携し、共助の強化により地区の

防災力を向上させることを目的とするものである。 

 

２ 計画提案 

地区居住者等は、地区防災計画の素案を作成した上で、明石市防災会議に対し、

本計画に地区防災計画を定めることを提案することができる。 

明石市防災会議は、地区防災計画の提案が行われたときは、本計画に当該地区

防災計画を定める必要があるかどうかを判断し、必要があると認めるときは、本

計画に当該地区防災計画を定める。また、判断の結果、本計画に当該地区防災計

画を定める必要がないと決定したときは、その旨及び理由を、当該地区防災計画

の提案をした地区居住者等に通知する。 

 

３ 各地区における地区防災計画 

 

計画名称 作成主体 計画対象地区 作成日 

「みんな de防災」 

魚住小学校区防災

計画 

魚住まちづくり

協議会 

魚住小学校区全域 令和 3年 8月 17日 
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第２章 防災機関の業務の大綱 
指定地方行政機関、県、明石市、指定公共機関、指定地方公共機関等は、おおむね

次の事務又は業務を処理する。 

 

第１節 指定地方行政機関 

機 関 名 災 害 予 防 災害応急対策 災害復旧・復興 

神戸地方気象台  気象・地象・水象に関する観

測、予報、警報及び情報の発

表並びに伝達 

 

近畿地方整備局 公共土木施設（直轄）の整

備と防災管理 

 

(1)港湾及び海岸（港湾区域

内）における災害応急対策

の技術指導 

(2)公共土木施設（直轄）の

応急対策の実施 

(3)災害時の道路通行禁止と

制限及び道路交通の確保 

被災公共土木

施設（直轄）の

復旧 

神戸海上保安部 

 

姫路海上保安部 

加古川海上保安署 

(1)海上災害に関する防災

教育・訓練及び海上防災

思想の普及・啓蒙 

(2)災害応急資機材の整

備・保管及び排出油等防

除協議会の指導・育成 

 

(1)海上災害に関する警報等

の伝達・警戒 

(2)海上及び港湾施設等臨海

部における被災その他特

異事象の調査、情報収集 

(3)災害応急資機材の整備・

保管 

(4)海上における人命等の救

助 

(5)避難者、救援物資等の緊

急輸送 

(6)物資の貸与又は譲渡 

(7)関係機関等の災害応急対

策の実施に必要な協力、支

援 

(8)海上における流出油等の

防除措置 

(9)海上交通安全の確保 

(10)海上における警戒区域

の設定  

(11)海上における治安の維

持 

(12)危険物等の海上流出に

関する保安 
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第２節 自衛隊 

機 関 名 災害予防 災害応急対策 災害復旧・復興 

陸上自衛隊 

第３師団 

第３特科隊 

 
人命救助又は財産の保護のため

の応急対策の実施 
 

 

第３節 県及び市 

機 関 名 災害予防 災害応急対策 災害復旧・復興 

兵庫県 
兵庫県の地域に係る災

害予防の総合的推進 

兵庫県の地域に係る災害応急対策

の総合的推進 

兵庫県の所管

に属する施設

等の復旧 

明石市 
明石市の地域に係る災

害予防の総合的推進 

明石市の地域に係る災害応急対策

の総合的推進 

明石市の所管

に属する施設

等の復旧 

 

第４節 指定公共機関 

機 関 名 災害予防 災害応急対策 災害復旧・復興 

西日本旅客鉄道 

株式会社 

鉄道施設の整備と防災

管理 

(1)災害時における緊急鉄道輸送 

(2)鉄道施設の応急対策の実施 

被災鉄道施設

の復旧 

西日本電信電話 

株式会社 

電気通信設備の整備と

防災管理 

(1)電気通信の疎通確保と設備の

応急対策の実施 

(2)災害時における非常緊急通信 

被災電気通信

設備の災害復

旧 

日本赤十字社 

（兵庫県支部） 
 

(1)災害時における医療救護 

(2)救援物資の配分 
 

日本放送協会 

（神戸放送局） 

放送施設の整備と防災

管理 

(1)災害情報の放送 

(2)放送施設の応急対策の実施 

被災放送施設

の復旧 

西日本高速道路

株式会社 

有料道路（所管）の整

備と防災管理 

有料道路（所管）の応急対策の実

施 

有料道路（所

管）の復旧 

日本通運 

株式会社 
 災害時における緊急陸上輸送  

関西電力 

株式会社 

関西電力送配電

株式会社 

電力供給施設の整備と

防災管理 
電力供給施設の応急対策の実施 

被災電力供給

施設の復旧 

大阪ｶﾞｽﾈｯﾄﾜｰｸ 

株式会社 

ガス供給施設の整備と

防災管理 
ガス供給施設の応急対策の実施 

被災ガス供給

施設の復旧 
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第５節 指定地方公共機関 

機 関 名 災害予防 災害応急対策 災害復旧・復興 

山陽電気鉄道 

株式会社 

鉄道施設等の整備と防

災管理 

(1)災害時における緊急鉄道等輸 

 送 

(2)鉄道施設等の応急対策の実施 

被災鉄道施設

等の復旧 

神姫バス 

株式会社 
 災害時における緊急陸上輸送  

株式会社 

ラジオ関西 

放送施設の整備と防災

管理 

(1)災害情報の放送 

(2)放送施設の応急対策の実施 

防災放送施設

の復旧 

株式会社 

サンテレビジョン 
〃 〃 〃 
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第３章 地震被害の想定 

第１節 兵庫県の地形と地質 

 １ 地形 

兵庫県の地形は、北部は鳥取県・京都府にはさまれて日本海に面し、南部は岡

山県から大阪府まで瀬戸内海に面し、台形状を呈している。その中央部やや北寄

りに中国山脈の東端が西側から東西に走り、県土を南北に大きく二分している。 

中国山地の中には、兵庫県最高峰の「氷ノ山」（標高 1,510ｍ）をはじめとして、

扇ノ山（1,310 ｍ）・三室山（1,358 ｍ）・日名倉山（1,047 ｍ）等の山々が南北

に連なり鳥取・岡山両県との県境を形づくり、更にそれらの東部には藤無山（1,139 

ｍ）・段ヶ峰（1,103 ｍ）等が連なり、南北の分水嶺となっている。一方東端にな

るにつれて中国山地も次第になだらかになり、床尾山（839 ｍ）・妙見山（662 ｍ） 

が京都府・大阪府との境となっている。そして六甲山系（最高峰 932ｍ）が東西約

30㎞、南北約８㎞にわたり最南端を走っている。 

このように南北に分断された本県の北部は、比較的勾配が急な地形を呈し、海

岸も断崖の部分が多く、南部も六甲山系附近では急峻・懸崖である。それ以外の

部分は比較的ゆるやかな地形であり、海岸線は西部の播磨灘海岸が一部沈降海岸

で屈曲が多い以外は直線的で出入りは少ない。 

河川については、比較的短くて急勾配のものが多く、日本海には円山川・矢田

川など、瀬戸内海には猪名川・武庫川・加古川・市川・揖保川・千種川などが流

入しており、その数は、一級５水系、二級 93水系に及んでおり、そのなかでも特

に六甲山水系では急勾配で周辺市街地に流れ込んでいる。 

 

 ２ 地質 

西南日本の地質構造は中央構造線を境にして、北側が西南日本内帯、南側が西

南日本外帯に区分される。中央構造線は淡路島最南端を通過しており、県の大部

分は西南日本内帯に属し、西南日本外帯は沼島付近のみである。県の内帯を構成

する地質は、古生代～中生代に形成された堆積岩類や変成岩類、中生代白亜紀～

新生代古代三紀の花崗岩類等からなっており、北から、三郡帯、舞鶴帯、丹波帯

および領家帯と呼ばれている。 

これらの基盤岩を被覆する新生代に形成された比較的新しい岩石類は、地域ご

とに複雑な分布をなしている。但馬地域では新第三系の北但層群や照来層群が広

く分布し、さらに新しい第四系火山の噴出による鉢伏、神鍋火山岩類が覆ってい

る。これに対し出石地域では花崗岩類が卓越しており対照的である。生野を中心

として東西に伸びる山地や加古川以西の西播山地はほとんどが中生代後期～新生

代古第三紀の酸性火成岩および凝灰岩類からなる矢田川・生野・有馬諸層群が分

布する。六甲山地や北淡山地の周辺には神戸層群や大阪層群などの新第三系～第

四系の地層が分布し、段丘も発達している。淡路島南部には中生界の和泉層群が

分布している。神戸市の背山である六甲山は、六甲変動と呼ばれる第四紀の地殻
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変動による激しい上昇運動と大阪湾の沈降運動によってできているため、多くの

断層が走り、基岩の花崗岩は圧砕がはなはだしく、六甲山系全体が著しく風化し

ている。 

 

 ３ 表層地盤 

兵庫県は、中央に中国山地が位置しており、県面積の大半が山地や丘陵地であ

る。一方、第四紀に形成された未固結の堆積層は、瀬戸内海側を中心とした大阪

平野や播磨平野などに広く分布している。このほか、主な河川の上中流域には、

氷上盆地、篠山盆地（以上加古川・由良川）、三田盆地（武庫川）、豊岡盆地（円

山川）においても、盆地の地下には沖積層をはじめとした未固結の地層が分布し

ている。また、主要河川沿いにも谷底低地が狭長に分布する。特に瀬戸内海側の

河川では平野部に面して扇状地が形成されている。これらの河川沿いや大阪湾、

播磨灘などの海岸沿いには更新世の段丘堆積物が分布している。このほか瀬戸内

海に面した臨海地域には干拓や埋め立てによる人工地盤が分布している。 

 

（以上「兵庫県地域防災計画」より） 

 

 



第１編 総 則  第３章 地震被害の想定 

-10- 

第２節 想定地震 

兵庫県内に大きな影響が予想される地震のうち、現時点での発生の可能性を考慮

して、兵庫県地域防災計画地震災害対策計画では次の地震を想定している。 

 

 １ 海洋性巨大地震 

   紀伊水道沖ではＭ８を超える南海道地震が繰り返し発生しており、古文書等で 

684 年、887 年、1099 年、1361 年、1605 年、1707 年、1854 年、1946 年に起きた

ことが知られている。前回の「南海地震」からは既に 70 年以上が経過しており、

前回の規模が比較的小さかったことから、次回は発生が早まるのではないかとい

う意見もあり、発生時には広範囲に及ぶ被害が予想される。 

国は、これまで東海地震、東南海・南海地震のそれぞれについて個別に計画を

策定し、対策を進めてきたが、平成 23 年 3 月に発生した東北地方太平洋沖地震

は、これまでの想定をはるかに超える巨大な地震・津波により、一度の災害で戦

後最大の人命が失われるなど、甚大な被害をもたらしたため、南海トラフ沿いで

発生する大規模地震対策を検討するにあたっては、「あらゆる可能性を考慮した最

大クラスの地震・津波」を想定することが必要となり、「南海トラフの巨大地震モ

デル検討会」において、東日本大震災で得られたデータも含め、現時点での最新

の科学的知見に基づき、発生しうる最大クラスの地震・津波としてＭ9.1の巨大地

震の検討を行った。これによって関東から四国・九州にかけての極めて広い範囲

で強い揺れと巨大な津波が想定されることとなった。 

兵庫県は、国の検討結果を踏まえ、兵庫県独自の詳細な津波浸水想定及び被害

想定を行った。 

 

 ２ 内陸部地震 

内陸部の地震、いわゆる直下型地震の原因となる活断層は、地質時代後半に発

生または動いた断層で、今後も活動すると考えられる断層であるが、その多くは、

過去の活動状況がよくわかっていない。日本列島は、この時代に際立った地殻変

動を受け、それが今なお続いており、特に中部地方から近畿地方にかけては東西

方向の歪み力を受けて、おびただしい数の活断層が分布している。なかでも、兵

庫県内には六甲・淡路島断層帯、有馬－高槻断層帯、山崎断層帯、中央構造線断

層帯、また、県外にも上町断層帯など多くの活断層が分布しており、兵庫県での

強い揺れが想定されている。 

 

  （１）六甲・淡路島断層帯 

六甲・淡路島断層帯は、大阪府箕面（みのお）市から兵庫県西宮市、神戸

市などを経て淡路島北部に至る六甲・淡路島断層帯主部と淡路島中部の洲本

市から南あわじ市に至る先山断層帯からなる。六甲・淡路島断層帯主部は、

断層の分布形態や過去の活動時期の違いなどから、長さ約 71kmの六甲山地南

縁－淡路島東岸区間および長さ約 23kmの淡路島西岸区間の 2つに区分される。
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六甲・淡路島断層帯主部の全体の長さは約 71kmでほぼ北東－南西方向に延び

る。このうち、六甲山地南縁－淡路島東岸区間では、右横ずれを主体とし、

北西側が相対的に隆起する逆断層成分を伴う。一方、淡路島西岸区間では、

右横ずれを主体とし、南東側が相対的に隆起する逆断層成分を伴う。先山断

層帯は、長さが約 12kmで、北西側が相対的に隆起する逆断層である。 

1995 年（平成 7 年）の兵庫県南部地震では、淡路島西岸区間と六甲山地南

縁－淡路島東岸区間のうちの、西宮市から明石海峡にかけての全長約 30kmの

範囲の地下で活動し、甚大な被害を生じた。淡路島西岸区間では断層活動が

地表まで達し明瞭な地表地震断層が出現したほか、六甲山地南縁においては

余震活動や地震波形の観測・解析等から地下において断層活動が起こったこ

とが明らかになっている。ただし、六甲山地南縁において、測量観測とそれ

を基に解析された地殻変動は、六甲山地南縁－淡路島東岸区間全域には及ん

でおらず、変動量も淡路島西岸区間沿いに比べて小さかった。また、断層を

挟んでの地殻変動も、淡路島西岸区間沿いほどは顕著でなかった。これらの

ことより、兵庫県南部地震を淡路島西岸区間においては最大規模（以下、固

有規模と記す）の地震と見なして最新活動とされたが、六甲山地南縁－淡路

島東岸区間においては固有規模の地震よりひとまわり小さい地震とみなして

最新活動ではないと評価された。 

 

  （２）有馬－高槻断層帯 

有馬－高槻断層帯は、神戸・阪神地域の北部から京都府まで東西に走る断

層である。最近のトレンチ調査により 1596年の慶長伏見地震の震源断層であ

った可能性が指摘されている。 

 

  （３）山崎断層帯 

山崎断層帯は、那岐山（なぎせん）断層帯、山崎断層帯主部、草谷断層の

３つの起震断層に区分される。那岐山断層帯は、岡山県苫田（とまた）郡鏡

野町から岡山県勝田郡奈義（なぎ）町に至る断層帯である。長さは約 32kmで、

ほぼ東西方向に延びており、断層帯の北側が南側に対して相対的に隆起する

断層帯である。山崎断層帯主部は、岡山県勝田郡勝田町から兵庫県三木市に

至る断層帯で、ほぼ西北西－東南東方向に一連の断層が連なるように分布し

ている。全体の長さは約 80kmで、主として左横ずれの断層帯である。草谷断

層は、兵庫県三木市から兵庫県加古川市にかけて分布する断層で、東北東－

西南西方向に延びる主として右横ずれの断層である。 

なお、山崎断層帯主部は、兵庫県姫路市より北西側と兵庫県神崎郡福崎町

より南東側とではそれぞれ最新活動時期が異なる。 

 

  （４）中央構造線断層帯 

中央構造線断層帯は、奈良県香芝（かしば）市から五條市、和歌山県和歌

山市、淡路島の兵庫県南あわじ市（旧南淡町）の南方海域を経て、徳島県鳴
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門市から愛媛県伊予市まで四国北部をほぼ東西に横断し、伊予灘に達してい

る。断層はさらに西に延びるが、ここでは佐田岬北西沖付近よりも東側を評

価の対象とした。全体として長さは約 360km で、右横ずれを主体とし、上下

方向のずれを伴う断層帯である。 

なお、中央構造線断層帯は連続的に分布しており、断層の形状のみから将

来の活動区間を評価するのは困難である。ここでは主に過去の活動時期から

６つの区間に区分したが、これらの区間が個別に活動する可能性や、複数の

区間が同時に活動する可能性、さらにはこれら６つの区間とはことなる範囲

が活動する可能性も否定できない。 

 

  （５）その他の断層等 

その他、活断層の存在する場所や歴史上大地震の記録がある場所について

は、将来、大地震の発生する可能性がある。日本海沿岸では、過去に北但馬

地震や北丹後地震（京都府）が起き、震度６を記録している。また、近隣府

県にも生駒断層帯、上町断層帯、三峠・京都西山断層帯など、多くの活断層

が分布している。 
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第３節 地震被害の想定 

明石市に影響を与えることが予想される主な地震のうち、南海トラフ地震が今

後 30年以内に発生する確率は、70％～80％と高くなっている（南海トラフ巨大地

震による被害としては、最高津波水位２ｍの津波の来襲も予想されている）。 

一方、山崎断層帯地震をはじめとする内陸部直下型地震については、万一発生

した場合には甚大な被害をもたらすことが予想されている。 

被害の想定は、内陸直下型地震として本市に最大の被害をもたらした兵庫県南

部地震を参考としながら、津波被害の拡大も考慮した上で、海洋性地震として南

海トラフ地震の被害特性とされているライフラインの長期途絶等にも十分備える

ものとする。また、海溝型地震及び内陸直下型地震のいずれにおいても、同規模

の地震が短期間に連続して発生する可能性があることも想定する。 

   

  １ 海洋性巨大地震 

（１）南海トラフ地震被害の特徴 

中央防災会議は、南海トラフ地震被害の特徴として、①近年のわが国で

最大の被害、②関東から九州までの広域にわたる被害、③広域にわたる強

大な津波による被害、④揺れと津波による複合被害、⑤大量の物資不足、

⑥甚大な経済被害を掲げている。 

（２）南海トラフ巨大地震の被害想定 

平成 24 年 8 月 29 日に、内閣府より発表された南海トラフにおける最大

クラスの地震に関する想定では、明石市は最大震度が震度６強（従来の想

定では、明石市域の震度は震度５強（一部で震度６弱））とされた。また、

内閣府の想定を踏まえて平成 26年 2月に兵庫県が公表した津波浸水想定で

は、明石市は最高津波水位２ｍ（従来の想定では津波高２ｍ未満（一部で

３ｍ未満））、最短到達時間は 115 分、浸水面積 24ha（浸水は、防潮堤外に

とどまり、防潮堤内住宅地への浸水は想定されていない。）とされた。 

また、平成 26年 6月に兵庫県から震度分布や家屋被害等の被害情報が発

表された。 

 

（参考）文部科学省地震調査研究推進本部地震調査委員会の長期評価 

 海溝型地震の今後 10，30，50年以内の地震発生確率 

 （算定基準日：2022年 1月 1日） 

領域または地震名 
長期評価で予想 
した地震規模 

（マグニチュード） 

地震発生確率 
平均発生間隔 

（上段） 

10 年以内 30 年以内 50 年以内 
最新活動時期 

（下段） 

南海トラフ M8～M9 クラス 30%程度 70%～80% 

90%程度 

もしくは 

それ以上 

次回までの 
標準的な値 

88.2 年 

76.0 年前 
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（参考） 「南海トラフの巨大地震モデル検討会」による想定震源断層域 

 

 

＜南海トラフ巨大地震の被害想定＞ 
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＜兵庫県の被害想定＞ 
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0.0 1.8
16.4 0.0
81.8

最大津波水位（T.P.(m)）

1ｍ津波の到達時刻（分後）

浸水面積（ha） 6
[津波ケース１ 0 16
(越流時破堤あり)] 0 8

冬5時 夏12時 冬18時

原因別建物全壊棟数 2,152 2,082 2,313

（棟） 2,015 2,015 2,015
31 31 31

104 34 265
2 2 2
0 0 0

原因別建物半壊棟数 9,706 9,726 9,662
（棟） 8,574 8,591 8,536

1,125 1,128 1,119
5 5 5
2 2 2

原因別死者数 137 125 198
（人） 125 54 92

(10) (5) (7)
12 4 32
0 0 0
0 67 73
0 0 1
0 0 0

原因別負傷者数 1,916 1,224 1,477
（人） 1,906 1,163 1,393

(155) (96) (125)
0 0 0
0 44 48
0 7 26

10 10 10
原因別重傷者数 200 140 166
（人） 199 121 139
（負傷者数の内数） (34) (21) (27)

0 0 0
0 15 16
0 3 10
1 1 1

避難者数 6,440 6,261 6,575
（人） 6,440 6,261 6,575

5,867 5,835 6,092
3,025 3,008 3,140

帰宅困難者数（人） － 16,643 11,588
断水人口（人） 11,878 11,878 11,878
下水道支障人口（人） 6,964 6,964 6,964
停電（軒） 2,564 2,564 2,564
通信支障回線（回線） 3,698 3,698 3,698
復旧対象となる
ガス供給停止（戸）
災害廃棄物等 233～ 229～ 244～

238 234 249
（千トン） 224 220 235

9～14 9～14 9～14

0

計

災害廃棄物
津波堆積物

１日後
１日後
１日後

１日後 0 0

当日
１日後
１週間後
１ヶ月後
当日
１日後

計
揺れ
(うち屋内収容物落下等)

土砂災害
津波
ﾌﾞﾛｯｸ塀等の転倒、落下物

交通(道路)

計
揺れ
(うち屋内収容物落下等)

土砂災害
津波
ﾌﾞﾛｯｸ塀等の転倒、落下物

交通(道路)

計
揺れ
(うち屋内収容物落下等)

火災
土砂災害
津波
ﾌﾞﾛｯｸ塀等の転倒、落下物

交通(道路)

計
揺れ
液状化
土砂災害
津波

被害情報
発災時刻

計
揺れ
液状化
火災
土砂災害
津波

2.0
115

計 1ｍ以上

5ｍ以上 0.3ｍ以上
3ｍ以上 0.3ｍ未満

主な被害（明石市）

外力情報

震度別面積率（％） 震度7 震度5強
震度6強 震度5弱以下
震度6弱
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（参考）東南海・南海地震について 

 

駿河湾から九州にかけての太平洋沿岸では、

海側のフィリピン海プレートと日本列島側のユ

ーラシアプレートなど大陸側のプレートが接し、

プレート境界には南海トラフが形成されている。

フィリピン海プレートは、毎年北西に３～５㎝

程度の速さで、南海トラフから大陸側のプレー

トの下に潜り込んでおり、大陸側のプレートの

端が引きずり込まれることにより徐々に歪が蓄

積される。その歪が限界に達し、元に戻ろうと

するとき破壊が起こり、巨大なエネルギーが一

気に放出され海溝型の巨大地震が発生する。こ

うした海溝型の巨大地震は、歴史的にもかなり規則正しく概ね一定の間隔で発生し

ており、前兆から発生までのメカニズムも比較的よく分かっている。 

駿河湾から土佐湾までの南海トラフのプレート境界では、歴史的に見て、概ね 100

～150年の間隔で海溝型の巨大地震が発生している。 
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切迫性が高いと想定されている「東海地震」の震源域と連なる、遠州灘西部から

土佐湾沖までの南海トラフのプレート境界においては、1854年の安政東海地震と安

政南海地震の後、1944年に昭和東南海地震、1946年に昭和南海地震が発生している。

昭和東南海地震では東海地震の想定震源域が未破壊のまま残り、また、昭和南海地

震の規模は、それ以前に同地域で発生した地震に比べやや小さいとされている。巨

大地震の発生間隔が約 100～150年であることから考えると、今世紀前半にも当該地

域で巨大な地震が発生する状況にあることが懸念されている。 

この遠州灘西部から土佐湾までのプレート境界を主たる震源域とする巨大な地震

には、過去の事例から見て、概ね紀伊半島東側沖付近より東側地域のプレート境界

を震源域とする地震（以下、「東南海地震」という。）とその西側地域のプレート境

界を震源域とする地震（以下、「南海地震」という。）が想定され、これらが同時に

発生する可能性も考えられる。 

※東南海、南海地震に関する報告（中央防災会議 東南海、南海地震等に関する専門調査会 平成 15年 12月） 

 

２ 兵庫県に被害を及ぼす可能性のある主要な活断層 

（１） 兵庫県付近の断層帯の長期評価 

   兵庫県内において震度５以上の揺れを生じさせる県内外の地震を対象とし

た。 

 

マグニチュード７程度以上の地震規模が予想される活断層における30年以内の地

震発生確率 

  ＜地震調査研究推進本部による断層帯の長期評価 

（算定基準日：2022年 1月 1日）＞ 

最大発生確率 県内にある断層 県外にある断層 

3％以上  ○上町断層 

○中央構造線断層帯（紀伊半島側） 

○奈良盆地東縁断層帯 

0.1～3％ ○六甲･淡路島断層帯 

 （六甲山地南縁－淡路島東岸） 

○山崎断層帯（主部北西部） 

○中央構造線断層帯 

（鳴門海峡－紀淡海峡） 

○山崎断層帯（那岐山断層帯） 

○生駒断層帯 

○中央構造線断層帯（四国側） 

○三峠･京都西山断層帯（京都西山

断層帯） 

○三峠･京都西山断層帯（三峠断層） 

0.1％未満 ○有馬－高槻断層帯 

○大阪湾断層 

○山崎断層帯（主部南東部） 

 

ほぼ 0％ 

（※１） 

○山崎断層帯（草谷断層） 

○六甲・淡路島断層帯（淡路島西岸） 

○六甲･淡路島断層帯（先山断層） 

○山田断層帯（郷村断層帯） 

○木津川断層帯 
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最大発生確率 県内にある断層 県外にある断層 

不明 

（※２） 

○山田断層帯（主部） 

○御所谷断層（※３） 

○養父断層（※３） 

○三峠･京都西山断層帯（上林川断層） 

○鳥取地震（鹿野断層）（※３） 

 ※１ 発生確率が 0.001％未満 

 ※２ 平均活動期間が判明していないため、地震発生確率を求めることができない。 

 ※３ 地震調査研究推進本部による長期評価の対象外 

 

 

（参考）文部科学省地震調査研究推進本部地震調査委員会の長期評価 

    主要活断層帯の長期評価の概要（算定基準日：2022年 1月 1日） 

断層帯名 
（起震断層/活動区間） 

長期評価で 
予想した 

地震規模 
(マグニチュード) 

我が国の主な 

活断層における
相対的評価 
（注２） 

地震発生確率 （注１） 平均活動間隔 

30 年以内 50 年以内 100 年以内 最新活動時期 

六甲・淡路島断層帯 

(主部/六甲山地南縁―淡路島東岸区間) 
7.9 程度 Ａランク 

ほぼ 0% 

～1% 

ほぼ 0% 

～2% 

ほぼ 0% 

～6% 

900 年～2,800 年程度 

16 世紀 

六甲・淡路島断層帯 

(主部/淡路島西岸区間) 
7.1 程度 Ｚランク ほぼ 0% ほぼ 0% ほぼ 0% 

1,800 年～2,500 年程度 

1995 年兵庫県南部地震 

六甲・淡路島断層帯 

(先山断層帯) 
6.6 程度 Ｚランク ほぼ 0% ほぼ 0% ほぼ 0% 

5,000 年～10,000 年程度 

11 世紀～17 世紀初頭 

山崎断層帯 

(主部/北西部) 
7.7 程度 Ａランク 0.1%～1% 0.2%～2% 0.5%～4% 

約 1,800～2,300 年 

868 年播磨国地震 

山崎断層帯 

(主部/南東部) 
7.3 程度 Ｚランク 

ほぼ 0% 

～0.01% 

ほぼ 0% 

～0.02% 

0.003% 

～0.05% 

3,900 年程度 

4～6 世紀 

山崎断層帯 

(草谷断層) 
6.7 程度 Ｚランク ほぼ 0% ほぼ 0% ほぼ 0% 

6,500 年程度 

4～12 世紀 

大阪湾断層帯 7.5 程度 Ｚランク 0.004%以下 0.008%以下 0.02%以下 
約 3,000 年～7,000 年 

9 世紀以降 

注１：確率値は有効数字１桁で記述している。ただし、30年確率が 10％台の場合は２桁で記述する。また「ほぼ 0％」

とあるのは、10-3％未満の確率値を表す。 

注２：活断層における今後 30年以内の地震発生確率が 3％以上を「Ｓランク」、0.1〜3％を「Ａランク」、0.1％未満を

「Ｚランク」、不明（すぐに地震が起きることが否定できない）を「Ｘランク」と表記している。 
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〔検討対象とした県内外の活断層地震〕 

 

 

（２）その他の活断層 

兵庫県は、平成21年度及び22年度の研究成果を反映して、兵庫県下における直下型

地震の地震動、液状化危険度予測を実施した。 

 

想定される伏在断層による地震（想定Ｍ6.9）（41地震） 

・ Ｍ6.9の地震を、県下全域 250m四方ごとに震源を設定して地震動、液状化

危険度予測を実施。 

・ 代表ケースとして、各市町役場直下で発生する場合を選定（41ケース）。 
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３ 内陸部地震の被害想定 

（１）被害想定の条件 

ア 風速  6.0ｍ/ｓ以上 

イ 地震の発生時期 

季節・時刻による変動が大きい。次項の想定結果における季節・時刻は下

記のとおり。 

(ア) 季節  冬 

(イ) 時刻  建物倒壊：５時～６時  火災：18時～19時 

 

（２） 想定結果（兵庫県の被害想定のうち、明石市に大きな被害を及ぼす主な地

震） 

ア 建物被害 

 

 
全壊棟数 半壊棟数 焼失棟数 

有馬－高槻断層帯地震 
全    県 

(うち明石市) 

160,939 

(  2,514) 

192,336 

(  9,959) 

9,074 

(    101) 

六甲・淡路島断層帯地震 

（六甲山地南縁－淡路島東岸） 

全    県 

(うち明石市) 

389,323 

( 35,199) 

236,488 

( 21,459) 

12,051 

(    540) 

山崎断層帯地震 

（主部南東部・草谷断層） 

全    県 

(うち明石市) 

178,547 

( 21,327) 

194,142 

( 23,073) 

2,087 

(    390) 

中央構造線断層帯地震 

（金剛山地東縁－和泉山脈南縁） 

全    県 

(うち明石市) 

6,931 

(    726) 

36,033 

(  4,232) 

852 

(     28) 

大阪湾断層帯地震 
全    県 

(うち明石市) 

79,316 

( 11,948) 

126,674 

( 18,598) 

4,657 

(    400) 

明石市直下地震 
全    県 

(うち明石市) 

21,246 

(  7,082) 

66,737 

( 16,135) 

1,395 

(    254) 

 

イ 人的被害 

 

 
死者数 負傷者数 うち重症者数 避難者数 

有馬－高槻断層帯地震 
全    県 

(うち明石市) 

10,596 

(    152) 

46,903 

(  1,830) 

11,358 

(    146) 

951,196 

( 24,166) 

六甲・淡路島断層帯地震 

（六甲山地南縁－淡路島東岸） 

全    県 

(うち明石市) 

23,671 

(  2,140) 

43,315 

(  2,574) 

27,748 

(  2,202) 

1,903,597 

(150,766) 

山崎断層帯地震 

（主部南東部・草谷断層） 

全    県 

(うち明石市) 

10,911 

(  1,336) 

34,329 

(  4,051) 

8,332 

(  1,356) 

672,830 

(107,710) 

中央構造線断層帯地震 

（金剛山地東縁－和泉山脈南縁） 

全    県 

(うち明石市) 

343 

(     39) 

6,275 

(    680) 

276 

(     37) 

83,246 

(  8,981) 

大阪湾断層帯地震 
全    県 

(うち明石市) 

5,099 

(    749) 

39,410 

(  5,163) 

5,791 

(    739) 

529,103 

( 69,438) 

明石市直下地震 
全    県 

(うち明石市) 

1,369 

(    438) 

15,315 

(  3,689) 

1,476 

(    428) 

198,539 

( 49,077) 
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（参考）「明石の地形・地質調査 報告書」 

 

明石市では、兵庫県南部地震後、都市防災を推進する上で大きな要因となる地

形・地質についての調査を専門家に依頼し（地形・地質調査委員会）、その調査結

果を平成 9年 3月にとりまとめた。 

報告書の中では、高砂市から明石市まで北西－南東方向に延びる直線的な海岸

線に沿って、既にその存在が指摘されてきた活断層（高砂断層）が取り上げられ

ており、既存の資料、文献調査及び兵庫県南部地震の被害状況により、この活断

層の実在性は極めて高いと結論づけられている。 

以下は、報告書の４つのまとめと提言である。 

(１）明石市の海岸線に平行して存在が推定される北西－南東方向の活断層に

ついて、地震探査などの方法で調査を今後行い、確認すること。それとの関

連で、これと平行する断層が陸上部に伏在していないか十分注意を払うこと。 

(２）明石市域における地形面の分布を詳しく調査し、変動地形について十分

な検討を行うと共にそれとの関連で西明石付近の地形変換線についてその

意義を明らかにし、あるいは北東－南西方向の断層の存在にも注意を払うこ

と。 

(３）今回の調査の結果、明石市域においても活断層存在の可能性は高いので、

地域の危険性を評価するため、地震工学・地盤工学分野の専門家の参加を求

めて、地域防災に関する調査・研究を今後検討すること。 

(４）山崎断層をも視野に入れた関連する活断層の評価については、隣接市町

との協力はもとより、国・県による広域的な取り組みが必要と判断されるの

で、今後この点について検討すること。 
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（参考）「反射法弾性波探査による高砂断層の調査結果について」 

 

明石市では、明石市地形・地質調査委員会からの提言を受け、平成 9 年度に同

委員会の指導・助言を受けながら、高砂断層についての調査を行った。調査は、

二見地区の埋立地から陸上部の二見土山線に沿って新幹線との交差部にかけて測

線（二見測線）を設定し、反射法弾性波探査により行った。 

その結果、高砂断層については、この測線の範囲では、累積性を示す大きな縦

ずれ変位を伴うようなものは存在しないと判断されている。しかし、測線の範囲

外の可能性もあるなど、その存在が完全には否定できないため、今後は測線を市

域外に広げるなど広域的な取り組みが必要であると結論づけている。 

以下は、この調査報告書からの抜粋である。 

「本調査によって得られた結果をまとめると、およそ以下の通りである。 

１ 反射法地震探査により、当調査地域の地下地質構造は、基盤岩と第Ⅰ～Ⅳ

層の堆積層に区分される。 

２ Ｐ波速度 3000m/sec 以上の基盤岩は、北（陸側）から南（海側）に向かっ

て緩やかに傾斜しており、周辺の地質状況から判断してそれは主として播磨

層群（白亜紀火山岩類）と推定されるが、基盤岩の上面には一部を除き明瞭

な起伏は認められない。 

３ 基盤岩直上の第Ⅰ層は、2600～3000m/sec という弾性波伝播速度から、神

戸層群（新第三系中新統）相当層である可能性が高い。 

４ 第Ⅱ層・第Ⅲ層は明瞭かつ連続した反射面をもち、1800～2500m/sec の弾

性波速度から判断して第Ⅱ層が大阪層群下部亜層群、同じく 1600～

1700m/sec の第Ⅲ層が大阪層群中部亜層群に対比されると推定される。 

５ 第Ⅳ層は最表層部の堆積物であり、段丘堆積物や人工改変による埋立堆積

物などが含まれる。 

６ 本測線では上下変位を伴う明瞭な断層構造は見られないが、反射面のわず

かな撓みや折れ曲がりあるいは不連続が深度層へ系統的に追跡される場合

があり、断層活動に起因した変位・変形の存在を完全に否定することはでき

ない。 

７ 探査結果に加えて調査地域周辺における基盤岩の露頭分布を考慮すると、

本測線以北における構造線などの地質異常の存在が推定されなくはないの

で、陸域部を対象とした今後の調査が望まれる。」 
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４ 兵庫県南部地震の被害状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）地震の概要 

ア 発生年月日 平成 7年 (1995年) 1月 17日（火）午前５時 46分 

イ 地震名     平成 7年 (1995年) 兵庫県南部地震 

ウ 震源地     淡路島北部 北緯 34度 36分 東経 135度 02分 

エ 震源の深さ 16ｋｍ 

オ 規模（Ｍ） 7.3 

カ 最大加速度 818gal（南北成分、神戸海洋気象台） 

キ 最大震度   神戸市、芦屋市、西宮市、宝塚市、北淡町、一宮町、津名町の一部で

震度７ 

 

（２）本市の被害状況 

ア 人的被害   死  者      26人（市内 11人、市外 15人) 

           負 傷 者   1,884人 (重傷 139人、軽傷 1,745人) 

イ 住宅被害   全壊家屋   2,941棟   4,239世帯 

           半壊家屋   6,673棟  10,957世帯 

           一部破損  21,370棟  35,618世帯     

            計    30,984棟  50,814世帯 

ウ 避難者    最大時    3,369人(23ケ所)  平成 7年 4月 16日避難所閉鎖 

エ ライフライン被害   水    道  78,000世帯 平成 7年 1月 31日復旧 

               電    話    800回線 平成 7年 1月 17日中に復旧 

               電    気   全戸停電   平成 7年 1月 17日中に復旧 

               都市ガス  24,200世帯 平成 7年 2月 21日復旧 

オ 公共施設の被害    天文科学館、市民会館、全学校園、錦江橋、林崎漁港、 

               ため池等約 191億円 

カ 商工業関連の被害   被害額 約 250億円（建物、機械設備等の直接被害のみ） 
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第４章 風水害被害の想定 

第１節 風水害の危険性 

風水害としては、梅雨前線による集中豪雨と台風による風水害が想定される。 

台風は、1981 年～2010 年の平均で年に約 26 個発生し、うち約３個が本土に上

陸している。 

台風には風台風、雨台風と呼ばれるものがある。特に雨台風は、台風自体がそ

ういう性格を持っているのではなく、梅雨前線や秋雨前線が台風の進行方向前面

にあるときには、前線北側の寒気との接触で大雨となるケースが多い。 

また、台風が北東に進んだ場合、昭和 9 年に阪神間に上陸した室戸台風のとき

の最大瞬間風速が神戸市で 33m/s、大阪市で 60m/sという例にみられるように、進

路の東側で大きくなる傾向があり、日本海の陸地に近い場所を東進した時には南

風が吹き込んで兵庫県南部の海岸部など広い範囲で塩害が起きる恐れがある。 

高潮と高波は、台風が 980hpaぐらいまでの勢力を保って兵庫県付近を通過する

場合は警戒を要し、吹送距離（風が水面に吹きつける距離）が長くなるほど大き

くなる傾向がある。また高潮は、台風のコースによって急激に起きたり長時間に

わたったりすることがあり、ピーク時が満潮か干潮かによる違いも大きい。特に

被害という観点からは高波を伴うかどうかで破壊力が大きく異なってくる。 

（以上 兵庫県地域防災計画による） 

 

第２節 被害の想定 

被害の想定としては、本市の過去における災害、特に昭和 40年９月の台風第 23

号、第 24号及び集中豪雨等による災害を参考としながら、地球温暖化によると見

られる豪雨災害の頻発も考慮し、短時間に集中して降る雨にも備えるものとする。 
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 〔昭和 40年台風第 23号及び台風第 24号による被害状況〕 

            （昭和 40年 10月 20日明石市災害対策本部調べ) 

 

概 

況 

9 月 10日午前 10時に明石市に上陸した台風第 23号は、約１時間半の間、市内を吹き荒れた。 

その直後の断続的な集中豪雨、更には 17日の台風第 24 号の通過までの前後７日間、本市にお

いて全市域（総世帯数の約 90％) に未曾有の被害を受けた。 

気 
象 
状 
況 

台 
風 
第 
23 
号 

  最低気圧      ９５０ｍｂ 

  瞬間最大風速     ４７ｍ／ｓ 

  最大風速       ３０ｍ／ｓ 

  雨量(8日～10 日)   １１９ｍｍ 

台 
風 
第 
24 
号 

  最低気圧          ９７６ｍｂ 

  瞬間最大風速       ４０ｍ／ｓ 

  最大風速           ２４ｍ／ｓ 

  雨量(13 日～17日)   ４１７ｍｍ 

被 

 

 

 

 

害 

 

 

 

 

状 

 

 

 

 

況 

 １ 一般被害 ③河    川 ４１，５６５ 

区 分 
総   数 ④道路橋梁 １６，０９３ 

棟 数 世帯数 人 員 ⑤公営住宅 ６，９７６ 

①死  者 － － 3 ⑥教育施設 ５８，０００ 

②負 傷 者 － － 18 ⑦ﾏﾘﾝｾﾝﾀｰ １，１００ 

③家屋全壊 88 159 524 ⑧溜  池 ３０，０００ 

④家屋半壊 371 437 1,760 合 計 １６３，１５６ 

⑤床上浸水 315 340 1,419  ３ 農畜産被害 

⑥床下浸水 3,021 3,493 15,173 区 分 被  害 （千円） 

⑦一部破損 27,558 34,505 141,229 ①水稲、かんらん等 ５１９，１９０ 

総 計 

棟    数 ３１，３５３  棟 ②にわとり等 １２，４２０ 

世 帯 数 ３８，９３４ 世帯 合 計 ５３１，６１０ 

人    員 １６０，１２６  人  ４ 水産被害 

 ２ 公的被害   区 分     被  害 （千円） 

区 分 被  害 （千円） ①漁    船          ８，０００ 

①建  物 ８，３１２  ５ 商工業被害 

②漁  港 １，１１０ ４０８，８５７ 
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第５章 明石市の防災理念と防災目標 
あかしＳＤＧｓ推進計画（明石市第６次長期総合計画）の理念である「いつまでも す

べての人に やさしいまちを みんなで」を踏まえると、市の防災に関する取組みについ

ても、平常時から、年齢、性別、障害の有無、国籍等に関わらず、防災・減災に係る

地域の活動を推進し、要配慮者を含むすべての人が支え合うような共助のまちづくり

に取り組むとともに、災害時には、自助・共助・公助を柱とした誰一人取り残さない

災害応急対策及び災害復旧・復興を行えることが、求められている。 

このようなことから、明石市の防災理念及び防災目標は以下のように設定する。 

 

第１節 防災理念 

すべての人が支えあう 災害に強く 人にやさしいまちづくり 

 

第２節 防災目標 

【市民の防災活動支援に関する目標】 

１ 市民とともに災害に強いまちづくりを進める 

・防災関連事業に多様な属性の市民等の参画と協働の機会を確保する 

２ 市民による災害時の対応活動を支援する 

・市民の迅速・適切な避難行動を支援するための仕組みをつくる 

・帰宅困難者を支援するための仕組みをつくる 

・市民による初期消火活動を支援するための仕組みをつくる 

・市民による人命救助活動を支援するための仕組みをつくる 

・必要物資を早期に確保するための仕組みをつくる 

・ボランティア活動が活発に行われる仕組みをつくる 

・市民と行政との意思疎通のための仕組みをつくる 

・日常生活の再建を支援するための仕組みをつくる 

３ 防災コミュニティづくりを支援する 

・地域のリスクを知るための仕組みをつくる 

・地域の防災組織を強化するための仕組みをつくる 

・家庭の防災力を強化するための仕組みをつくる 

・企業・事業所の事業継続の取り組みを支援するための仕組みをつくる 

４ 災害時に援護を必要とする人を支援する 

・要配慮者を支援する意識を高めるための仕組みをつくる 

・要配慮者の情報を事前に把握するための仕組みをつくる 

・安否確認体制を事前に確立する 

・要配慮者のための避難環境を事前に整備する 
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【行政の防災目標】 

５ 危機管理体制を構築する 

・一貫した指揮命令系統が即座に機能するための準備を行う 

・行動指針や意思決定の基準を事前に定め、関係機関で共有する 

６ 市民の生活環境を維持する 

・ライフラインの早期復旧に向けた仕組みをつくる 

・遺体対応を的確に行うための仕組みをつくる 

・感染症予防のための仕組みをつくる 

・災害廃棄物等を迅速かつ適正に処理する仕組みをつくる 

７ 都市基盤の機能を維持する 

・総合的な浸水対策を実施する 

・安全な市街地を整備する 

・建築物の耐震化、不燃化等を促進する 

・災害に強いライフラインを整備する 

・多元で多重な総合交通体系を形成する 

８ 平常業務の継続と早期復旧を行う 

・明石市の事業継続計画を確立する 

 

 


