
9 

【【【【重点提案重点提案重点提案重点提案】】】】    

４４４４    大規模災害大規模災害大規模災害大規模災害にににに備備備備えたえたえたえた防災体制防災体制防災体制防災体制のののの構築構築構築構築についてについてについてについて 

（環境省（原子力規制庁），内閣府，文部科学省，農林水産省，国土交通省）    

    提案提案提案提案のののの要旨要旨要旨要旨 

１１１１    原子力発電所防災対策原子力発電所防災対策原子力発電所防災対策原子力発電所防災対策のののの充実充実充実充実・・・・強化強化強化強化    

２２２２    私立学校施設私立学校施設私立学校施設私立学校施設のののの耐震化耐震化耐震化耐震化についてについてについてについて    

３３３３    社会資本社会資本社会資本社会資本のののの適正適正適正適正なななな維持管理維持管理維持管理維持管理とととと防災防災防災防災・・・・減災対策減災対策減災対策減災対策のののの推進推進推進推進についてについてについてについて    

    現状及現状及現状及現状及びびびび課題課題課題課題 

    

１１１１    原子力発電所防災対策原子力発電所防災対策原子力発電所防災対策原子力発電所防災対策のののの充実充実充実充実・・・・強化強化強化強化    

○ 東京電力福島第一原子力発電所の事故を踏まえ，原子力規制委員会は，原子力災害対

策指針に盛り込む「プルーム通過時の被ばくを避けるための防護措置」の具体的な内容

等について検討を開始した。 

○ 本県としては，原子力発電所の再稼働へ向けた手続きが進む中において，県民の安

全・安心の確保のためには，早期に，「プルーム通過時の被ばくを避けるための防護措

置」について，具体的な内容を検討する必要がある。 

○ 平成 25年 9月に内閣府は，原子力発電所の立地地域ごとにワーキングチームを設置

し，それぞれの立地地域における避難手段・避難ルート等の検討を開始した。 

○ このワーキングチーム等において，広域的に避難者を受け入れる県・市町への支援や

避難が長期化した場合の対応等についても，併せて検討する必要がある。 

○ 更に，「プルーム通過時の被ばくを避けるための防護措置」や「広域的な避難者の受

入体制の支援」を円滑に実施するため，放射性物質拡散の測定体制と環境影響予測の確

立が必要である。 

 

２２２２    私立学校施設私立学校施設私立学校施設私立学校施設のののの耐震化耐震化耐震化耐震化についてについてについてについて    

⑴⑴⑴⑴    私立学校施設私立学校施設私立学校施設私立学校施設のののの耐震化耐震化耐震化耐震化のののの推進推進推進推進    

  ○ 学校施設は，児童生徒等が一日の大半を過ごす活動の場であり，非常災害時には 

  地域住民の応急避難場所としての役割も果たすことから，その安全性の確保は極め 

  て重要である。 

  ○ 平成 25 年４月１日現在での私立学校（幼小中高）の耐震化率は，全国平均 77.8% 

に対し，本県は，64.7%であり，耐震化を加速させる必要がある。 

⑵⑵⑵⑵    私立学校施設私立学校施設私立学校施設私立学校施設のののの防災機能防災機能防災機能防災機能のののの強化強化強化強化    

  ○ 東日本大震災における被災状況等を勘案し，非構造部材の耐震化工事をはじめ備蓄 

   倉庫や自家発電設備の整備などをさらに推進して，私立学校施設の防災機能を強化す 

   る必要がある。 

 

前年度前年度前年度前年度のののの提案結果提案結果提案結果提案結果    

１１１１    原子力発電所防災対策原子力発電所防災対策原子力発電所防災対策原子力発電所防災対策のののの充実充実充実充実・・・・強化強化強化強化    

○ 原子力規制委員会が原子力災害対策指針に盛り込む「プルーム通過時の被ばくを避け

るための防護措置」の具体的な内容等について検討を開始 

○ 内閣府が，地域ごとにワーキングチームを設置し，避難手段・避難ルート等の検討を

開始  
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２２２２    私立学校施設私立学校施設私立学校施設私立学校施設のののの耐震化耐震化耐震化耐震化についてについてについてについて    

○ 私立学校施設整備費補助金中「耐震改築事業」 

   耐震改築事業（全国枠国費）60億円（新設，ただし平成 28年度までの期間限定） 

   【対象学校及び補助率：小学校～高等学校；1/3 以内，大学等；1/2以内】 

 ○ 私立学校施設整備費補助金中「防災機能強化施設整備費補助（耐震補強等）」等 

   平成 25 年度補正予算 30億円（全国枠国費） 

  平成 26 年度当初予算 復興特別会計 50億円（全国枠国費） 

 （平成 24年度補正予算 119億円，平成 25年度 当初予算一般会計 14億円・復興特

別会計 110億円）    

提提提提    案案案案    のののの    内内内内    容容容容 

１１１１    原子力発電所防災対策原子力発電所防災対策原子力発電所防災対策原子力発電所防災対策のののの充実充実充実充実・・・・強化強化強化強化    

⑴⑴⑴⑴    「「「「プルームプルームプルームプルーム通過時通過時通過時通過時のののの被被被被ばくをばくをばくをばくを避避避避けるためのけるためのけるためのけるための防護措置防護措置防護措置防護措置」」」」のののの早期検討早期検討早期検討早期検討    

 国の責任において，「プルーム通過時の被ばくを避けるための防護措置」の具体的な

内容及び範囲について，次に掲げる事項と併せて検討し，早期に検討結果を示すこと。 

ア 防護措置を実施する上での，国，事業者及び地方公共団体それぞれの責任と役割分担 

イ 防護措置の実施の判断の考え方，手順及び事前準備が必要な資機材等 など 

 

 

⑵⑵⑵⑵    広域的広域的広域的広域的なななな避難者避難者避難者避難者のののの受入体制受入体制受入体制受入体制のののの支援支援支援支援にににに係係係係るるるる早期検討早期検討早期検討早期検討    

国の責任において，本県が島根県からの避難者の受入体制を構築するにあたり，必要

となる避難者及びその受入れに係る県・市町への支援等について，早期に検討すること。 

ア 避難者や避難者の受入に対する支援 

イ 避難行動要支援者への配慮や受入に対する支援 

ウ 避難生活に必要となる物資等の確保策 

エ 避難期間が長期に及んだ場合の対応や二次避難先の選定における支援 など 

⑶⑶⑶⑶    放射性物質放射性物質放射性物質放射性物質によるによるによるによる影響予測等影響予測等影響予測等影響予測等    

国の責任において，放射性物質が広範囲に拡散する場合における測定体制を充実・強

化するとともに，影響予測手法などを早期に確立すること。 

⑷⑷⑷⑷    地方公共団体地方公共団体地方公共団体地方公共団体がががが行行行行うううう防護措置等防護措置等防護措置等防護措置等にににに係係係係るるるる財政措置財政措置財政措置財政措置    

  国の責任において，地方公共団体が行う防護措置及び避難者の受入などに必要となる

財政負担に対し，財政措置すること。 

 

２２２２    私立学校施設私立学校施設私立学校施設私立学校施設のののの耐震化耐震化耐震化耐震化についてについてについてについて    

⑴⑴⑴⑴    私立学校施設私立学校施設私立学校施設私立学校施設のののの耐震化耐震化耐震化耐震化のののの推進推進推進推進    

  〇 現行の国庫補助率（耐震補強）の嵩上げ措置について，Ｉｓ値 0.3 以上の建物は， 

   Ｉｓ値 0.3 未満のものと比べ，嵩上げ率が低い。Ｉｓ値 0.3 以上の建物についても， 

   次のとおり，Ｉｓ値 0.3 未満の建物と同様の嵩上げ措置を講じるとともに，実情に即 

   した補助単価の引き上げや耐震補強工事に伴い必要となる老朽化した床面の改修工

事等も対象とするなど補助対象範囲の拡充を行うこと。 

  【Ｉｓ値 0.3 以上の建物の補助率】 

区  分 

補助率 

現  行 提案内容 

補強（私立） １／３ １／２ 

  ○ 平成26年度から新設された幼稚園以外の私立学校への改築補助について，その金額を拡

充し，平成28年度までの限定となっている期間を延長するなどの制度拡充を行うこと。 

 ⑵⑵⑵⑵    私立学私立学私立学私立学校施校施校施校施設設設設のののの防災機能防災機能防災機能防災機能のののの強化強化強化強化    

  ○ 非構造部材の耐震化工事や備蓄倉庫や自家発電設備の整備などに対する国庫補助 

   率の引き上げ（補助率１／３→１／２）を行うこと。    

プルーム…気体状あるいは粒子状の放射性物質が大気とともに煙のように流れる状態。 
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現状及現状及現状及現状及びびびび課題課題課題課題 

    

３３３３    社会資本社会資本社会資本社会資本のののの適正適正適正適正なななな維持管理維持管理維持管理維持管理とととと防災防災防災防災・・・・減災対策減災対策減災対策減災対策のののの推進推進推進推進についてについてについてについて 

⑴⑴⑴⑴    社会資本社会資本社会資本社会資本のののの適正適正適正適正なななな維持管理維持管理維持管理維持管理のののの推進推進推進推進・・・・強化強化強化強化    

今後，高齢化した公共土木施設の割合が増大していくと，重大な事故や致命的な損

傷等が発生するリスクが飛躍的に高まるなど，社会資本の老朽化が懸念されている。 

県民の安全で快適な日常生活を維持するとともに，災害時においても既存施設の機

能が十分に発揮されるためには，適正な維持管理を推進・強化していくことが極めて

重要であるが，近年の公共事業予算の削減により，これらを着実に実施することが厳

しい状況となっている。 

 

⑵⑵⑵⑵    防災防災防災防災・・・・減災減災減災減災にににに資資資資するするするする社会資本整備社会資本整備社会資本整備社会資本整備のののの推進推進推進推進    

ア 東日本大震災を契機として，社会資本整備の最も重要な使命が「住民の命と安心

な暮らしを守る」防災対策であることを改めて強く認識するとともに，ハード・ソ

フト施策を組み合わせ，災害時における被害の最小化を図る減災対策の取組を推進

することが必要不可欠となっている。 

    特に，南海トラフ巨大地震への防災・減災対策について，国の取りまとめを踏ま

え，対応する必要がある。 

イ  災害時における社会資本の破壊は，生活に不可欠な物資やサービスの供給を停滞

させ，社会・経済に大きな影響を与えるとともに，ネットワーク化された主要道路

や緊急物資輸送拠点となる港湾が果たす役割も再認識されたところである。 

ウ  また，本県は，その地形・地質の状況から自然災害に対して脆弱であり，近年頻

発するゲリラ豪雨などの集中豪雨により，甚大な土砂災害や市街地での浸水被害が

多発している。 

 施設 項     目 単位 実績 備考 道路 緊急輸送道路の整備率 ％ 94.1 H25.3 緊急輸送道路における橋梁耐震補強の整備率※落橋・倒壊のおそれのある橋梁への対策 ％ 99.1 H25.3 道路法面における落石崩壊等に対する要対策箇所の整備率  ％ 49.9 H25.3 河川 洪水・高潮に対する防護達成人口率 ％ 53.9 H25.3 砂防 土砂災害防止施設の整備率 ％ 29.9 H25.3 海岸 高潮に対する整備率（建設・港湾・漁港海岸） ％ 65.7 H25.3 
    

    

前年度前年度前年度前年度のののの提案結提案結提案結提案結果果果果    

 

治水事業（全国枠国費）        597,320百万円（対前年比 103.0％） 

海岸事業（全国枠国費）         21,768百万円（対前年比 103.5％） 

社会資本整備総合交付金（全国枠国費） 912,362百万円（対前年比 101.0％） 

防災・安全交付金（全国枠国費）    1,084,057百万円（対前年比 103.6％） 
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提提提提    案案案案    のののの    内内内内    容容容容 

３３３３    社会資本社会資本社会資本社会資本のののの適正適正適正適正なななな維持管理維持管理維持管理維持管理とととと防災防災防災防災・・・・減災対策減災対策減災対策減災対策のののの推進推進推進推進についてについてについてについて 

⑴⑴⑴⑴    社会資本社会資本社会資本社会資本のののの適正適正適正適正なななな維持管理維持管理維持管理維持管理のののの推進推進推進推進・・・・強化強化強化強化    

県民の貴重な財産である社会資本を次世代に確実に引き継ぐため，既存施設の維持管

理・更新を適切かつ確実に進めることができるよう，施設の維持管理に係る国庫補助対

象の大幅な拡大などを実施し，社会資本の適正な維持管理を推進・強化する地方の取組

を支援すること。 
 公共土木施設全般 ・定期点検費用の国庫補助対象化 ・修繕計画に基づく維持修繕費(県単独事業)の国庫補助対象化 など 河川事業 ・特定構造物改築事業における事業費上限等の採択基準の緩和 ・ダム・堤防等の耐震照査費用の国庫補助対象化 
 

（参考） 

   広島県が管理する橋梁，トンネル，河川堤防護岸，ダム，港湾係留施設，下水処理場

など，主要な 26種類の公共土木施設について，今後 60 年間に想定される修繕費（更新

費用を含まない）を試算したところ，総額 6,352億円，年平均約 106億円となり，平成

25年度当初予算で投入している修繕費の概ね２倍が必要と見込まれている。 

⑵⑵⑵⑵    防災防災防災防災・・・・減災減災減災減災にににに資資資資するするするする社会資本整備社会資本整備社会資本整備社会資本整備のののの推進推進推進推進    

ア 河川・海岸における堤防嵩上げ等による堤防強化，水門設置などの高潮・津波対策

及び河川改修・ダム事業による治水対策を強力に推進すること。また，広島港海岸な

ど，特に背後にゼロメートル市街地を抱える海岸堤防等について，最大クラスの地

震・津波への減災対策の推進により早期完成を図ること。 河川事業 河川改修 太田川，江の川，芦田川等（直轄事業），新安川，手城川，堺川等 高潮対策 猿猴川，沼田川，羽原川 ダム事業 庄原ダム 海岸事業 高潮対策 広島港海岸等（中央西，中央東（直轄事業），坂，廿日市南地区等） 地御前漁港海岸等（地御前地区） 尾道海岸等（泊地区） 耐震(減災)対策 広島港海岸（中央西，中央東地区（直轄事業）） 尾道糸崎港海岸（機織地区） 
イ 緊急物資の輸送ルートや輸送拠点を確保し，経済活動への影響を最小限にするた

め，緊急輸送道路の整備，橋梁の耐震補強等及び港湾における防災拠点の整備を推進

すること。 緊急輸送道路 （国）１８６号 御園バイパス：道路改良 （国）１８５号 三原大橋等：橋梁耐震補強 （国）１９１号 安芸太田町坪野：法面対策 （臨）廿日市草津線：臨港道路整備（４車線化）等 防災拠点 尾道糸崎港 松浜地区 
ウ 土砂災害防止施設の整備とともに，水防活動，避難行動を支援する，確実な防災情

報の提供に資する情報基盤の機能強化，土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域等

の指定による警戒避難体制の整備等，ソフト施策を推進すること。 砂防及び急傾斜地崩壊対策事業の推進 広島西部山系直轄砂防事業 砂防事業，急傾斜地崩壊対策事業 ソフト施策の推進 土砂災害警戒区域等の指定 情報基盤総合整備事業 超過洪水を踏まえた浸水想定区域図作成指針の策定     
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現状及現状及現状及現状及びびびび課題課題課題課題 

    

⑶⑶⑶⑶    社会資本整備等社会資本整備等社会資本整備等社会資本整備等のためののためののためののための財源財源財源財源のののの確保及確保及確保及確保及びびびび地方地方地方地方のののの実情実情実情実情にににに即即即即したしたしたした予算配分予算配分予算配分予算配分のののの実施実施実施実施    

本県では，「社会資本未来プラン（平成 23年 3月策定）」を定め，計画的に社会資本

整備を進めているところであるが，本県への予算配分は依然として十分とは言えず，社

会資本の適正な維持管理や真に必要とする防災上重要な社会資本整備を着実に実施す

ることが厳しい状況が続いている。 

また，社会資本整備総合交付金及び防災・安全交付金については，国による配分額の

年度，地域等による差が大きく，その配分基準も明らかにされていない。 
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提提提提    案案案案    のののの    内内内内    容容容容 

    

⑶⑶⑶⑶    社会資本整備等社会資本整備等社会資本整備等社会資本整備等のためののためののためののための財源財源財源財源のののの確保及確保及確保及確保及びびびび地方地方地方地方のののの実情実情実情実情にににに即即即即したしたしたした予算配分予算配分予算配分予算配分のののの実施実施実施実施    

地方における防災・減災等に資する社会資本整備の状況等を踏まえ，地方が必要と

する社会資本の整備や維持管理を着実に実施できるよう，確実な財源確保を行うこと。 

また，配分に当たっては，その基準を明確にするとともに，地方の実情に即した配

分とすること。 

    

 


