








主管省庁（内閣官房，内閣府，総務省情報流通行政局）

【現状と課題】

【政権与党の政策方針】

県担当課名　　とくしまゼロ作戦課
関係法令等　　気象業務法，災害対策基本法

　《平成28年度国予算の内容》
　　◇災害対応業務標準化の推進　２２百万円（内閣府）
　　　・　災害対策標準化の推進に資する調査・検討を行う。
　　◇オープンデータ・ビッグデータ利活用推進事業　１９０百万円（総務省）
　　　・　オープンデータを推進し，ビッグデータと相互に結びつけクラウド
　　　　サービス等と組み合わせて活用
　　◇Ｇ空間2.0　２４０百万円（総務省）
　　　・　「Ｇ空間情報センター」を活用した大規模な社会実証を産学民官により実施
　《まち・ひと・しごと創生総合戦略(2015改訂版)》（P29）
　　◇ICT の利活用による地域の活性化
　　　・　「Ｇ空間情報」の利活用やＬアラートの普及展開等により，住民が災害情報
　　　　を瞬時に把握することができる環境の整備をはじめ，地域の活性化を図る。

88　災害対応業務の標準化推進と災害情報のナショナル
　　データベース整備について

直面する課題

関係機関の円滑な連携，避難情報の迅速な提供に支障が出る
関係機関の円滑な連携体制構築に支障が出る懸念

・広域の交通規制情報など

が分からないと迅速な支援

が行えない

■ 近年，熊本地震や鬼怒川水害をはじめ自治体をまたがる災害が多発している。

■ 南海トラフ巨大地震をはじめとする広域大規模災害が発生した場合，物流確保・

廃棄物処理・要配慮者対策等の行政分野においては，災害対応業務の標準化が

なされていないため，広域応援・受援活動に支障がでることが懸念される。

■ 内閣府の災害対策標準化推進ワーキンググループでは災害対応業務の標準化に

関する議論が進められているが，まだ具体的な形は示されていない。

■ 連携に必要な情報については，約８割の都道府県が，市町村と被災情報等を

共有できる防災情報システムを運用しているが，共有できる情報の多くは管内に

限られている。

■ また，国が運用するJ-ALERTや気象情報伝送処理システム（アデス）等は，自治体

本庁舎への情報配信を原則としており，庁舎被災時には受信障害が懸念される。

J-ALERT，アデス

クラウド化が

進む自治体

システム

×

・約８割の自治体が，防災情報システムを

構築しているが，管内の情報のみが収載さ

れており，域外の状況把握が困難

管内情報のみに寸断

された各情報システム

・国からの情報

は本庁舎向けに

送られ，危険回

避のためのクラ

ウド化に対応で

きていない
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90　｢命の水｣確保に向けた水道施設の強靱化について

主管省庁（内閣官房，内閣府，厚生労働省医薬・生活衛生局）

【現状と課題】

【政権与党の政策方針】

《平成28年度国予算の内容》
　◇　強靱・安全・持続可能な水道の構築
　　・　水道施設整備費補助等　　３３５億円

《自由民主党 政策集2014 J-ファイル》（P50，№191）（P51，№194）
　◇　国土強靱化の推進
　　・　「命の水」の安定的な提供を確保するため，水道施設の強靱化の推進
　　・　ライフラインの防災対策の推進

《公明党 マニフェスト2014》（P17，2-②）
　◇　老朽化インフラの改修等事前防災対策の推進

県担当課名　　安全衛生課
関係法令等　　水道法

　■　山間部を中心に多くの水道未普及地が残っており，安定的な生活用水の
　　確保が困難な状況となっている。

　■　「平成２８年熊本地震」では，送配水管の破損による断水で，
　　避難所生活にも甚大な影響を及ぼしており，「南海トラフ巨大地震」などの
　　自然災害に備え，耐震化対策が急務となっている。

直面する課題

※1 山間部５町
勝浦町，上勝町，
神山町，那賀町，
つるぎ町の平均値

水道普及率
【平成２６年度末】

・震度６強以上の揺れ，１０ｍ超の津波，液状化

・ 水道断水率 発災直後に９２％，１週間後でも５６％

脆弱な取水口

１人暮らしの

高齢者

・ 異常気象による取水の不安定化

南海トラフ地震津波避難対策

特別強化地域の状況

山間部の現状

・ 高齢化による維持管理の困難化

・ 衛生面の不安

特別強化地域（沿岸部）の現状

・ 県内人口の６０％が定住

徳島県 山間部５町※1

50%

70%

60%

100% 96.6%

78.5%

80%

90%

平成２６年度末
基幹管路
(%)

浄水場
(%)

配水池
(%)

重要給水施設に

位置付けられて
いる施設数

特別強化地域 21.6 17.6 17.1 112

県全体 24.3 18.6 29.2 196

全国平均 36.0 23.4 49.7

耐　　震　　化　　の　　状　　況

８市町

震度分布図
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