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【【【【重点提案重点提案重点提案重点提案】】】】    

３３３３    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，総務省，財務省，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・・・・強化強化強化強化についてについてについてについて    

    ⑴ 「プルーム通過時の被ばくを避けるための防護措置」の早期検討 

⑵ 広域的な避難者の受入体制の支援に係る早期検討 

⑶ 地方公共団体が行う防護措置等に係る財政措置 

２２２２    学校施設学校施設学校施設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    

⑴ 学校施設の耐震化の推進 

⑵ 学校施設の防災機能の強化 

３３３３    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社会資本社会資本社会資本のののの整備整備整備整備とととと維持管維持管維持管維持管理理理理のののの推進推進推進推進････強化強化強化強化についてについてについてについて    

⑴ 防災上重要な公共土木施設の整備の推進 

⑵ 社会資本の適正な維持管理の推進・強化 

⑶ 社会資本整備等のための財源の確保 

    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・・・・強化強化強化強化についてについてについてについて    

 ○ 東京電力福島第一原子力発電所の事故を踏まえ，原子力規制委員会において，平成 24

年 10 月 31 日に「原子力災害対策指針」が策定され，平成 25 年 2月 27 日に次のとおり

改定された。 

・ 予防的防護措置準備区域「ＰＡＺ」（施設から５ｋｍを目安），緊急時防護措置準備

区域「ＵＰＺ」（施設から３０ｋｍを目安）を「原子力災害対策重点区域」として設定 

・ 「原子力災害対策重点区域」における防護措置を決定（避難，安定ヨウ素剤の服用

など） 

・ 「原子力災害対策重点区域」外においても「プルーム通過時の被ばくを避けるため

の防護措置」の実施が必要となる場合があり，今後国において検討 

 

○ 本県としては，県民の安全・安心の確保のため，最も近い島根原子力発電所に係る防

災対策上，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。 

 

○ 島根原子力発電所事故が発生した場合の広域的な避難を想定し，平成 24年 11 月の広

島県と島根県との合意に基づき，受入に係る具体的な体制等について調整しているが，

広域的な避難受け入れにかかる負担と，避難が長期化した場合の対応について検討する

必要がある。 

 

○ 更に，避難などの「プルーム通過時の被ばくを避けるための防護措置」を的確に実施

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。 
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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    

 

原子力災害対策指針に，「『プルーム通過時の被ばくを避けるための防護措置』を実施する

地域の具体的な範囲及び必要とされる防護措置の実施の判断の考え方については，今後，原

子力規制委員会において，国際的議論の経過を踏まえつつ検討し，記載すること」が明文化

された。 

 

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・・・・強化強化強化強化についてについてについてについて    

⑴ 「プルーム通過時の被ばくを避けるための防護措置」の早期検討 

 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，早期に検討すること。 

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 

 

 

 

 

⑵ 広域的な避難者の受入体制の支援に係る早期検討 

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

なる次の対策などを，早期に検討すること。 

ア 広域的な避難者及びその受入に係る地方公共団体への支援等 

  (ア)  避難者や避難者の受入に対する支援 

  (イ)  災害時要援護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 

イ 放射性物質による影響予測等 

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。 

 

⑶ 地方公共団体が行う防護措置等に係る財政措置 

  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。 

 

 

 

 

 

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 

 

２２２２    学校施設学校施設学校施設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    

⑴ 学校施設の耐震化の推進 

○ 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。 

 

○ 国の施設整備基本方針において，平成 27年度までの耐震化完了が求められている

が，本県の耐震化率（平成 24年４月１日時点）は，公立小中学校においては 62.5％，

私立学校においては 62.0％であり，耐震化を加速させる必要がある。 

 

⑵ 学校施設の防災機能の強化 

○ 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

倉庫や通信設備の整備などをさらに推進して，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    

 

２２２２    学校施設学校施設学校施設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    

○ 学校施設の耐震化を中心に非構造部材の耐震対策等の防災機能強化や老朽化対策等，

地方公共団体が計画している事業を実施するため，平成 24年度予備費で 730億円，補正

予算で 1,884億円，平成 25年度当初予算で 1,271億円が措置された（合計 3,885億円）。

（平成 23年度補正予算額 1,967億円，平成 24年度当初予算額 1,246 億円の合計 3,213

億円と比較して 671億円の増） 
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提提提提    案案案案    のののの    内内内内    容容容容 

    

２２２２    学校施設学校施設学校施設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    

⑴ 学校施設の耐震化の推進 

○ 現行の国庫補助率の嵩上げ措置について，残棟数の約 75％を占める 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】 補助率 区分 現行 提案内容 補強（公立） １／２ ２／３ 改築（公立） １／３ １／２ 補強（私立） １／３ １／２ 
 

○ 耐震化に係る経費のうち，国庫補助以外の部分について，地方交付税の算定割合を

拡充するとともに，新たな交付金等による地方財政措置を実施すること。 

 

○ 公立小中学校では補助対象となっている改築（建て替え）について，私立学校設置

者，保護者などから強い要望があることを踏まえ，幼稚園以外の私立学校へも補助対

象を拡大すること。 

 

⑵ 学校施設の防災機能の強化 

○ 平成 24年度から創設された防災機能強化事業について，国庫補助率の引き上げ（補

助率１／３→１／２）を行うとともに，天井材や照明器具の落下防止等の小規模工事

等にも対応できるように，採択基準の下限額の引き下げを行うなど実情に即した緩和

措置を講じること。（算定割合等：１／３，下限額 400万円～上限額２億円（過去急増

市町村にあっては３億円）） 

  

    

 



13 

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    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社会資本社会資本社会資本のののの整備整備整備整備とととと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････強化強化強化強化についてについてについてについて    

⑴ 防災上重要な公共土木施設の整備の推進 

ア 東日本大震災を契機として，国民が社会資本に求める機能は，「安全・安心を確保す

る機能」が最も多くなるなど，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。 

イ 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。 

ウ 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。 

 施設 項     目 単位 実 績 備 考 緊急輸送道路の整備率 ％ 94.1 H24.3 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 ％ 97.8 H24.3 道路 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  ％ 41.0 H24.3 河川 洪水・高潮に対する防護達成人口率 ％ 52.9 H24.3 砂防 土砂災害防止施設の整備率 ％ 29.9 H24.3 海岸 高潮に対する整備率（建設・港湾・漁港海岸） ％ 65.4 H24.3 
    

⑵ 社会資本の適正な維持管理の推進・強化 

 先の中央自動車道笹子トンネル内での天井板落下事故においては，施設の老朽化が原

因であるとの指摘もあるなど，今後，高齢化した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ことになる。 

県民の安全で快適な生活を維持するには，既存の公共土木施設が災害時においてもそ

の機能を十分に発揮し，防災・減災に資するよう，適正に維持管理していくことが極め

て重要である。 

 

⑶ 社会資本整備等のための財源の確保 

防災・安全交付金が創設されたものの，本県への予算配分は依然として厳しい状況で

あり，真に必要な防災上重要な公共土木施設の整備や維持管理を着実に実施することが

厳しい状況が続いている。 

 

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    

治水事業（全国枠国費）       594,155百万円（対前年比 102.9％） 

海岸事業               25,183百万円（対前年比 120.4％） 

社会資本整備総合交付金       913,414百万円（対前年比 63.5％） 

防災・安全交付金          1,045,953百万円（皆増） 
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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    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社会資本社会資本社会資本のののの整備整備整備整備とととと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････強化強化強化強化についてについてについてについて    

⑴ 防災上重要な公共土木施設の整備の推進 

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，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

策を推進すること。 河川改修 太田川，江の川，芦田川等（直轄事業），手城川，新安川等 河川事業 高潮対策 猿猴川，沼田川，羽原川 ダム事業 庄原ダム 高潮対策 広島港海岸等（中央西，中央東（直轄事業），宇品，坂地区） 地御前漁港海岸等（地御前地区） 尾道海岸等（泊地区） 海岸事業 耐震(減災)対策 広島港海岸（中央西，中央東地区（直轄事業）） 福山港海岸（一文字地区） 尾道糸崎港海岸（機織地区） 
イ 土砂災害防止施設の整備とともに，土砂災害警戒避難等に資する情報提供に活用す

るため，県内全域において，高精度の降雨情報が得られるよう X バンド MP レーダの

整備・拡充を推進すること。 砂防及び 急傾斜地崩壊対策事業 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 Xバンド MPレーダを活用した降雨状況通知システムの構築 
ウ 災害等有事の際に，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 
    

⑵ 社会資本の適正な維持管理の推進・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とともに，既存施設を最

大限に活用する維持管理・更新を，適切かつ確実に進めることができるよう，地方にお

ける社会資本の適正な維持管理を推進・強化する取組を支援すること。 

 

⑶ 社会資本整備等のための財源の確保 

地方における防災・減災等に資する社会資本整備の状況を踏まえ，地方が必要とする

社会資本の整備をその厳しい財政状況の中にあっても着実に実施できるよう，確実な財

源措置を適切に行うこと。 

また，今後増大する公共土木施設の老朽化対策について交付金事業の採択基準を緩

和・拡充し，必要性・緊急性の高い施設の改築を重点的に実施できるよう措置すること。 河川事業 特定構造物改築事業（事業費上限等の採択基準の緩和） 砂防事業 砂防設備等緊急改築事業（急傾斜地崩壊防止施設の維持修繕への制度拡充）  

 


