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１ 修正方針及び修正のポイント

(1) 前回修正以降における防災基本計画の修正内容，関係法令・制度・組織等の
改正内容及び各種防災対策の推進内容の反映

① 火山災害対策

○ 火山防災協議会を通じた火山防災体制づくり
・ 防災基本計画（平成23年12月修正）に新たに明記
○ 噴火警報等，きめ細かな火山情報の発表

・ 有効な避難行動に向けた噴火等状況に応じた情報内容の細分化

② 土砂災害対策

○ 土砂災害警戒情報の発表
・ 市町村長による避難勧告等の発令や住民による自主避難の参考として
市町村ごとに発表

○ 市町村の役割の明記
・ 避難勧告等の発令基準等，市町村長が予め定めておくべき事項の明記

③ 激しい気象現象に対応した防災気象情報

○ 記録的短時間大雨情報の発表
・ １時間雨量が100ミリ以上を観測した場合に発表
○ 竜巻注意情報の発表

・ 竜巻やダウンバースト等, 激しい突風の発生可能性が高まった場合に県単
位で発表

（第２章第１節）

（第２章第１節）

（第３章第１節）



地震災害対策編 津波災害対策編

第１節 計画の目的と構成 第１節
第２節 各機関の役割と業務大綱 第２節
第３節 宮城県を取り巻く地震環境
第４節 対象とする地震 （第５節）

■第１章 総則

2

風水害等災害対策編

第１節 計画の目的と構成
第２節 各機関の役割と業務大綱
第３節 県の概要

■第２章 災害予防対策

第１節 総則 第１節

第２節 地震に強いまちの形成 （第２節）
第３節 地盤にかかる施設等の災害対策
第４節 海岸・河川施設等の災害対策
第５節 交通施設の災害対策 第４節
第６節 都市の防災対策 第５節
第７節 建築物等の耐震化対策 第６節
第８節 ライフライン施設等の予防対策 第７節
第９節 危険物施設等の予防対策 第８節

第１０節 防災知識の普及 第９節
第１１節 地震防災訓練の実施 第１０節
第１２節 自主防災組織の育成 第１１節
第１３節 ボランティアの受入れ 第１２節
第１４節 企業等の防災対策の推進 第１３節

第１節 風水害等に強い県土づくり

第２節 都市の防災対策
第３節 建築物等の予防対策
第４節 ライフライン施設等の予防対策

第５節 防災知識の普及
第６節 防災訓練の実施
第７節 自主防災組織の育成
第８節 ボランティアの受入れ
第９節 企業等の防災対策の推進

現17節
現16節
現18節
現14節
現19節

現１節

現２節
現３節
現４節

現１節
現２節
現３節

地震災害対策編 津波災害対策編 風水害等災害対策編

（２） 地震災害対策編・津波災害対策編との構成・内容面における整合

火山災害対策，土砂災害対策



■第２章 災害予防対策

第１６節 情報通信網の整備 第１６節
第１７節 職員の配備体制 第１７節
第１８節 防災拠点等の整備 第１８節
第１９節 相互応援体制の整備 第１９節
第２０節 医療救護体制の整備 第２０節
第２１節 火災予防対策 第２１節
第２２節 緊急輸送体制の整備 第２２節
第２３節 避難対策 第２３節
第２４節 避難収容対策 第２４節
第２５節 食料，飲料水及び生活物資の確保 第２５節
第２６節 災害時要援護者・外国人対応 第２６節
第２７節 複合災害対策 第２７節
第２８節 廃棄物対策 第２８節
第２９節 積雪寒冷地域における地震予防
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第１０節 情報通信網の整備
第１１節 職員の配備体制
第１２節 防災拠点等の整備
第１３節 相互応援体制の整備
第１４節 医療救護体制の整備

第１５節 緊急輸送体制の整備
第１６節 避難対策
第１７節 避難収容対策
第１８節 食料，飲料水及び生活物資の確保
第１９節 災害時要援護者・外国人対応
第２０節 複合災害対策
第２１節 廃棄物対策
第２２節 災害種別毎予防対策

■第３章 災害応急対策

第１節 情報の収集・伝達 第１節

第２節 災害広報活動 第２節
第３節 防災活動体制 第３節

第４節 相互応援活動 第４節
第５節 災害救助法の適用 第５節
第６節 自衛隊の災害派遣 第６節
第７節 救急・救助活動 第７節
第８節 医療救護活動 第８節

第１節 防災気象情報の伝達
第２節 情報の収集・伝達
第３節 通信・放送施設の確保
第４節 災害広報活動
第５節 防災活動体制
第６節 警戒活動
第７節 相互応援活動
第８節 災害救助法の適用
第９節 自衛隊の災害派遣
第10節 救急・救助活動
第11節 医療救護活動

現１節
現５節
現６節
現７節
現２節
現３節
現11節
現８節
現13節
現14節
現15節

現５節
現６節
現７節
現８節
現９節

現10節
新設
現11節
現12節
現15節
新設
現13節
現20節

地震災害対策編 津波災害対策編 風水害等災害対策編
激しい気象現象に対
応した防災気象情報



第９節 消火活動 第９節
第１０節 交通・輸送活動 第１０節
第１１節 ヘリコプターの活動 第１１節

第１２節 避難活動 第１２節
第１３節 応急住宅等の確保 第１３節
第１４節 相談活動 第１４節
第１５節 災害時要援護者・外国人対応 第１５節
第１６節 愛玩動物の収容対策 第１６節
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第１２節 交通・輸送活動
第１３節 ヘリコプターの活動

■第３章 災害応急対策

第１７節 食料，飲料水及び生活必需品の 第１７節
調達・供給活動

第１４節 避難活動
第１５節 応急住宅等の確保
第１６節 相談活動
第１７節 災害時要援護者・外国人対応
第１８節 愛玩動物の収容対策

第１８節 防疫・保健衛生活動 第１８節
第１９節 遺体等の捜索・処理・埋葬 第１９節
第２０節 廃棄物処理活動 第２０節

第２１節 社会秩序維持活動 第２１節
第２２節 教育活動 第２２節

第２３節 防災資機材及び労働力の確保 第２３節
第２４節 公共土木施設等の応急復旧 第２４節
第２５節 ライフライン施設等の応急復旧 第２５節
第２６節 危険物施設等の安全確保 第２６節
第２７節 農林水産業の応急対策 第２７節
第２８節 二次災害・複合災害防止対策 第２８節
第２９節 応急公用負担等の実施 第２９節

第１９節 食料，飲料水及び生活必需品の
調達・供給活動

第２０節 防疫・保健衛生活動
第２１節 遺体等の捜索・処理・埋葬
第２２節 廃棄物処理活動

第３０節 ボランティア活動 第３０節
第３１節 海外からの支援の受入 第３１節

第２３節 社会秩序維持活動
第２４節 教育活動

第２５節 防災資機材及び労働力の確保
第２６節 公共土木施設等の応急復旧
第２７節 ライフライン施設等の応急復旧

第２８節 農林水産業の応急対策
第２９節 二次災害・複合災害防止対策
第３０節 応急公用負担等の実施

第３１節 ボランティア活動
第３２節 海外からの支援の受入
第３３節 災害種別毎応急対策

現９節

現４節
現19節
現10節
現21節
現22節

現23節
現24節
現26節

現29節
現18節
現28節

現30節
新設
現31節

現25節
現27節

現20節
現12節
現32節

現16節
現17節



第２節 生活再建支援 第２節
第３節 住宅復旧支援 第３節

第１節 災害復旧・復興計画 第１節

第４節 産業復興支援 第４節
第５節 都市基盤の復興対策 第５節
第６節 義援金の受入れ，配分 第６節
第７節 激甚災害の指定 第７節

第８節 災害対応の検証 第８節

■第４章 復旧・復興対策
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第１節 災害復旧・復興計画

第２節 生活再建支援
第３節 住宅復旧支援

第４節 産業復興支援
第５節 都市基盤の復興対策
第６節 義援金の受入れ，配分
第７節 激甚災害の指定

第８節 災害対応の検証

現４節
現５節
現６節
現７節

現１節

現２節
現３節

新設

地震災害対策編 津波災害対策編


