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文化財等の保全に関する記載一覧及び抜粋について（凡例） 

 
 

 

 

 

 

 

1 本資料（一覧及び抜粋）は、「総務省消防庁地域防災データベース」に集約されている都道府

県地域防災計画（2015年 10月末段階）の PDF文書に、「文化財」で検索をかけ、抜粋して編

集したものである。 

http://www.db.fdma.go.jp/bousaikeikaku/index.html 

 

 

2 検索・抜粋の方針は下記の通りである。 

 

（1） 主として基本計画ないし震災・津波対策編から抜粋した。風水害対策、火災災害対策、

原子力災害対策、火山災害対策等に同様の記述があっても重複を省くため抜粋しなかっ

た。 

（2） 災害の活動体制一覧表、動員配備一覧表、分掌事務一覧表、目次等に「文化財」の語が

あっても、抜粋しなかった。 

（3） 「博物館」、「文化施設」、「社会教育施設」では検索をかけなかった。 

（4） 一覧においては、抜粋した文書の置かれている階層がわかるよう、＞マークを用いた。 

 
 
 

※ 本資料は和歌山県博物館施設等災害対策連絡会議事務局 浜田拓志（和歌山県立近代美術館）が編集

した。  

 



1 北海道
○地震・津波防災計画編＞第3章 災害応
急対策計画＞第22節 文教対策計画＞第8 
文化財保全対策／145頁

1

2 青森県
○地震・津波災害対策編＞第3章 災害予
防計画＞第18節文教対策＞3 実施内容＞
(8) 文化財の災害予防／89頁

○地震・津波災害対策編＞第4章 災害応
急対策計画＞第24節文教対策＞2 実施内
容＞(8) 文化財対策／193頁

2〜3

3 岩手県
○第2章 災害予防計画＞第 9 節 建築物等
安全確保計画＞第8 文化財の災害予防対
策／1-2-32頁〜1-2-33頁

○第3章 災害応急対策計画＞第25節 文教
対策計画＞第3 実施要領＞8 その他文教
関係の対策＞（2）文化財の災害予防対策
＞／1-3-177頁

4〜6

4 宮城県
○地震災害対策編＞第3章 災害応急対策
＞第22節 教育活動＞第12 文化財の応急
措置／269頁

7

5 秋田県
○第2編 一般災害対策＞第1章災害予防
計画＞第20節文化財災害予防計画／124
頁〜126頁

○資料編＞第5章災害援護＞5-11　
災害ボランティア活動支援指針＞第
2　災害ボランティアの定義＞2　一
般ボランティア＞(8) 文化財、記念
物及び古文書等歴史資料の救済・
保存の補助／75頁〜76頁

8〜12

6 山形県

○震災対策編＞第2編 災害予防計画＞第
5章 災害ボランティア受入体制整備計画＞
4 専門ボランティア＞歴史資料救済ボラン
ティ ア／66頁〜67頁
○震災対策編＞第2編 災害予防計画＞第
20章　文教施設における災害予防計画＞4 
学校以外の文教施設及び文化財の災害予
防対策／156頁〜157頁

○震災対策編＞第3編 災害応急計画＞第
15章　文教施設における災害応急計画＞2 
文教施設における災害応急計画フロー／
320頁
○震災対策編＞第3編 災害応急計画＞第
15章　文教施設における災害応急計画＞5 
文化財の応急対策／323頁

13〜18

7 福島県

○第2章災害予防計画＞一般災害対策編
＞第6節　建造物及び文化財災害予防対策
＞第３　文化財災害予防対策／54頁〜55
頁

○地震・津波災害対策編＞第3章災害応急
対策計画＞第24節文教対策＞第３　文化
財の応急対策／301頁

19〜21

8 茨城県

○地震災害対策計画編＞第2章 災害予防
計画＞第2節 地震に強いまちづくり＞第2 
建築物の不燃化・耐震化等の推進＞5 文
化財保護／52頁
○資料編＞4 中央防災会議＞4-5 大規模
地震防災・減災対策大綱＞4.様々な地域的
課題への対応＞(8)文化財の防災対策／
199頁〜200頁

22〜24

9 栃木県

○震災対策編＞第2章予防＞第21節文教
施設等予防対策＞第4　文化財災害予防対
策／481頁

○震災対策編＞第3章応急対策＞第16節
文教施設等応急対策＞第7文化財の保護
＞1　災害発生の措置（通報）２　災害状況
の調査、復旧対策／567頁
○震災対策編＞第3章応急対策＞第16節
文教施設等応急対策＞第8文化施設にお
ける応急対策／567頁

25〜26

10 群馬県
○震災対策編＞第3部災害応急対策＞第
14章その他の災害応急対策＞第3節文化
財施設の災害応急対策／205頁

27〜28

11 埼玉県
○第6編 事故災害対策編＞第12節 文化財
災害対策計画／第6編-74頁

○第2編 震災対策編＞第11 県民生活の早
期再建＞具体的取組＞応急対策＞7 文教
対策＞(3)具体的な取組内容＞エ 文化財の
応急措置／258頁

29

12 千葉県

○第2編 地震・津波編＞第3章 災害応急対
策計画 ＞第11節 学校等の安全対策・文化
財の保護＞5 文化財の応急対策／地-3-
86頁

○資料編＞5 首都直下地震対策大
綱＞第2章 膨大な被害への対応〜
地震に強いまちの形成〜＞第1節 
計画的かつ早急な予防対策の推進
＞6.その他配慮すべき対策＞(2)文
化財保護対策の推進／157頁

30〜31

13 東京都

○震災編［本冊］＞第2部 施策ごとの具体
的計画(災害予防・応急・復旧計画).＞第3
章 安全な都市づくりの実現 ＞第5節 具体
的な取組＞第5節 具体的な取組＞【予防対
策】＞2 建築物の耐震化及び安全対策の
促進＞2-3 落下物、家具類の転倒・落下・
移動の防止＞(2)詳細な取組内容＞オ 美術
品等の落下・転倒防止／118頁 
○震災編［本冊］＞第2部 施策ごとの具体
的計画(災害予防・応急・復旧計画).＞第3
章 安全な都市づくりの実現 ＞第5節 具体
的な取組＞【予防対策】＞2 建築物の耐震
化及び安全対策の促進＞2-4 文化財施設
の安全対策／118頁

○震災編［本冊］＞第2部 施策ごとの具体
的計画(災害予防・応急・復旧計画).＞第3
章 安全な都市づくりの実現 ＞第5節 具体
的な取組＞【応急対策】＞2 河川、海岸、港
湾施設等の応急対策による二次災害防止
＞2-2 社会公共施設等の応急対策＞(2)詳
細な取組内容＞イ 社会公共施設等の応急
対策＞(キ)文化財施設／135頁

○震災編［本冊］＞第2部 施策ごと
の具体的計画(災害予防・応急・復
旧計画).＞第3章 安全な都市づくり
の実現 ＞第5節 具体的な取組＞
【復旧対策】＞1 公共の安全確保、
施設の本来機能の回復＞1-2 社会
公共施設等の復旧＞(2)詳細な取組
内容＞エ 文化財施設／156頁

32〜34
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14
神奈川
県

○地震災害対策計画＞第3章 災害時応急
活動事前対策の充実＞第10節 文教対策
＞【主な事業】＞4 文化財の保護／84頁

○地震災害対策計画＞第5章 復
旧・復興対策 ＞第 2節 復興対策の
実施＞6 生活再建支援＞(9) 社会
教育施設、文化財等／187頁
○地震災害対策計画＞第5章 復
旧・復興対策 ＞第 2節 復興対策の
実施＞6 生活再建支援＞ (10) 歴史
的公文書の修復等／187頁

35〜36

15 新潟県
○震災対策編＞第2章 災害予防＞第33節 
文化財の地震防災対策／176頁〜177頁

○震災対策編＞第3章 災害応急対策＞第
30節 文化財応急対策／381頁〜383頁

37〜41

16 富山県

○地震・津波災害編＞第2章 地震・津波災
害予防対策 ＞第1節 防災都市づくり＞ 3 
建築物の耐震化(県全部局)＞(1)建築物の
耐震性確保＞イ 公共建築物等の耐震性確
保／35頁

○地震・津波災害編＞第3章 地震・津波災
害応急対策＞第 18 節 公共施設等の応急
復旧対策＞第3 社会公共施設等＞5 文化
財／236頁

42〜43

17 石川県
○地震災害対策編＞第2章 地震災害予防
計画＞第18節 建築物等災害予防＞4 文化
財災害予防／112頁〜113頁

○地震災害対策編＞第3章 地震災害応急
対策計画＞第31節 文教対策＞文化財対
策のフロー／270頁
○地震災害対策編＞第3章 地震災害応急
対策計画＞第31節 文教対策＞12 文化財
対策／270頁

44〜46

18 福井県
○本編＞第2章 災害予防計画＞第7節 火
災予防計画＞第4 文化財火災予防対策／
22頁

○本編＞第第3章 災害応急対策計画＞第
19節 文教対策計画＞第6 文化財保護対策
／129頁

47〜48

19 山梨県
 ○第2編 一般災害編＞第2章 災害予防計
画＞第8節 文化財災害予防対策／40頁

49

20 長野県
○震災対策編＞第2章 災害予防計画＞第
25節 建築物災害予防計画／75頁、78頁

○震災対策編＞第3章 災害応急対策計画
＞第29節 建築物災害応急活動＞第3 活動
の内容＞3 文化財／152頁

50〜53

21 岐阜県

○第2章地震災害予防＞第 21 節 文教対
策＞第2項 文化財保護対策／60頁〜61頁

○第 3 章 地震災害応急対策＞第 32 節 
文教災害対策＞第2項 文化財、その他の
文教関係の対策／148頁

54〜56

22 静岡県

○共通対策の巻＞第2章 災害予防計画＞
3 県の実施事項＞(3) 県民に対する防災思
想の普及／共通ー20頁
○2 地震対策の巻＞第2章 平常時対策＞
第4節 地震災害予防対策の推進＞17 文化
財等の耐震対策／地震-38頁

57〜58

23 愛知県
○地震・津波災害対策計画＞第2編 災害
予防＞第2章 建築物等の安全化＞第4節 
文化財の保護／54頁

59

24 三重県
○地震・津波対策編＞第3部発災後対策＞
第7章 復旧に向けた対策＞第3節 文教等
対策 ／338頁〜339頁

60〜61

25 滋賀県

○震災対策編＞第2章 災害予防計画＞災
害に強い基盤づくりの推進＞第4節 都市の
防災構造化と建物等の安全化＞3 具体的
な施策の展開＞(6) 文化財の耐震化の推
進／49頁

○震災対策編＞第3章 災害応急対策計画
＞第21節 建造物等応急対策計画＞6 文化
財の保護計画／252頁

62〜63

26 京都府
○震災対策計画編＞第2編 災害予防計画
＞第12章 文化財災害予防計画／157頁〜
159頁

○震災対策計画編＞第3編 災害応急対策
計画＞第25章 文化財等の応急対策／364
頁
○震災対策計画編＞第5編 京都府南海ト
ラフ地震防災対策推進計画編＞6章 災害
に強い安全なまちづくりの推進＞第2節 文
化財保護対策の実施／395頁

64〜68

27 大阪府
○基本対策＞災害予防対策＞第3章 災害
予防対策の推進＞第1節 都市防災機能の
強化＞第5 文化財／90頁

○基本対策＞災害応急対策＞第6章 二次
被害防止、ライフライン確保＞第2節 民間
建築物等応急対策＞第4 文化財／232頁

69〜70

28 兵庫県
○地震災害対策計画＞第1編 総 則＞第1
節 計画の趣旨／1頁

○地震災害対策計画＞第3編 災害応急対
策計画＞第3章 円滑な災害応急活動の展
＞第18節 教育対策の実施＞第2 内容＞3 
教育対策＞(4) 教育施設の応急復旧対策
／377頁
○地震災害対策計画＞第6編 南海トラフ地
震防災対策推進計画＞第4章 津波からの
防護及び円滑な避難の確保に関する事項
＞第8節 県、市町が管理又は運営する施
設等に関する対策／451頁

71〜73

29 奈良県

○災害予防計画＞災害応急対策及び復旧
への備え＞第33節　文化財災害予防計画
／139頁〜141頁
○地震編＞第2章 災害予防計画＞災害応
急対策及び復旧への備え＞第33節　文化
財災害予防計画／139頁〜141頁

○地震編＞第3章　災害応急対策計画＞教
育施設計画＞第35節　文化財災害応急対
策／316頁〜318頁

74〜79

B 災害応急対策計画  C 災害復旧・復興計画等 抜粋資料
右肩番号
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30
和歌山
県

○地震・津波災害対策計画編＞第3編 災
害予防計画＞第18章 文化財災害予防計
画／85頁〜86頁

80〜81

31 鳥取県
○災害予防編（共通）＞第12部文教対策計
画＞第1章文化財災害対策／81頁

82

32 島根県

○震災編＞第2編 地震災害対策計画＞第
2章地震災害応急対策計画＞第21節 文教
対策／334頁
○震災編＞第2編 地震災害対策計画＞第
2章地震災害応急対策計画＞第21節 文教
対策＞第6　文化財の保護＞2　文化財の
応急措置／338頁
○震災編＞第3編 津波災害対策計画＞第
2章津波災害応急対策計画＞第8節 文教
対策＞第1　基本的な考え方／505頁

83〜85

33 岡山県

○地震・津波災害対策編＞第2章 地震・津
波災害予防計画＞第3節 地震・津波に強い
まちづくり＞第2項 公共施設等災害予防計
画＞12 文化財／126頁〜127頁

○地震・津波災害対策編＞第3章 地震・津
波災害応急対策計画＞第3節 民生安定活
動＞第10項 文教対策計画＞3 対策＞(6)社
会教育施設等の保護／250頁

86〜88

34 広島県

○震災対策編・地震災害対策計画＞第2章
災害予防計画＞第5節　迅速かつ円滑な災
害応急対策への備えに関する計画＞10　
文教関係＞オ　文化財の保護／89頁

○震災対策編・地震災害対策計画＞第3章
災害応急対策＞第13節　文教計画＞7 文
化財に対する対策／235頁

89〜90

35 山口県
○震災対策編＞第5章 山口県地震防災戦
略＞第2節 具体的な取組＞第3項 その他
／1-5-4頁

91

36 徳島県
○南海トラフ地震対策編＞第2章災害予防
＞第1節建築物等の耐震化＞第2　内容＞
（4）文化財の耐震対策／196頁

92

37 香川県
○地震対策編＞第2章 災害予防計画＞第
14節 文教災害予防計画／86頁〜87頁

○地震対策編＞第3章 災害応急対策計画
＞第23節 文教対策計画＞6 文化財の保護
／166頁
○地震対策編＞第3章 災害応急対策計画
＞第23節 文教対策計画＞7　埋蔵文化財
対策／167頁

93〜97

38 愛媛県
○地震災害対策編＞第2編 災害予防対策
＞第18章 公共土木施設等の耐震対策等
＞2-18-13 文化財施設／82頁

98

39 高知県

○地震及び津波災害対策編＞第2編 災害
予防対策 ＞第2章 予防対策の推進＞第4
節 建築物等災害予防対策＞4 文化財の耐
震対策／46頁

99

40 福岡県

○地震・津波対策編＞第2編 災害予防計
画＞第2章  防災基盤の強化＞第3節 建築
物等の安全化＞第3 文化財災害予防対策
／45頁

○地震・津波対策編＞第3編 災害応急対
策計画＞第2章 災害応急対策活動＞第19
節 文教対策の実施＞第2 文化財応急対策
／233頁

○地震・津波対策編＞第4編 災害
復旧・復興計画＞第2章 災害復旧
事業の推進＞第1節 復旧事業計画
＞第11 文化財災害復旧事業計画
／245頁

100〜102

41 佐賀県

○第3編 地震・津波災害対策＞第2章 地震
災害対策＞第1節 災害予防対策計画＞第
1項 安全・安心な県土づくり＞第4 建築物
等の耐震性の確保＞4　文化財／31頁

○第3編 地震・津波災害対策＞第2
章 地震災害対策＞第3節 災害復
旧・復興計画＞第1項 災害復旧・復
興の基本方向の決定と事業の計画
的推進 ＞2　文化財対策／248頁

103〜104

42 長崎県

○基本計画編＞第2編　災害予防計画＞第
5章　形態別災害予防対策＞第5節 建築物
災害予防計画＞3　文化財の災害予防対策
／73頁〜74頁

○基本計画編＞第3編 災害応急対策計画
＞第14章 文教応急対策計画＞7　文化財
対策／310頁

105〜107

43 熊本県
○一般災害対策編＞第2章 災害予防計画
＞第6節 文化財災害予防計画／30頁〜31
頁

108〜109

44 大分県

○地震・津波対策編＞第2部 災害予防＞
第2章 災害に強いまちづくり＞第6節 公共
施設等の災害予防＞3 文化財構造物及び
公開・収蔵施設の耐震性確保／58頁
○地震・津波対策編＞第2部 災害予防＞
第4章 迅速かつ円滑な災害応急対策のた
めの事前措置＞第4節 個別応急対策の迅
速かつ円滑な実施のための事前措置の充
実＞(7)文教対策に関する事前措置／125
頁

○地震・津波対策編＞第3部 災害応急対
策＞第4章 被災者の保護・救護のための活
動＞第11節 文教対策＞6 文化財等の応急
対策／312頁

110〜112

45 宮崎県
第2編 地震災害対策編＞第3章 地震災害
応急対策計画＞第19節 文教対策＞第2款 
文化財保護対策／310頁

113

46
鹿児島
県

○地震災害対策編＞第2部 地震災害予防
＞第2章 迅速かつ円滑な地震災害応急対
策への備え＞第10節 その他の地震災害応
急対策事前措置体制の整備＞第7　文化財
や文教施設に関する事前措置／2-2-52頁

○地震災害対策編＞第3部 地震災害応急
対策＞第3章 事態安定期の応急対策＞第
11節 文教対策＞第3 文化財の保護／3-3-
41頁〜3-3-42頁

114〜116

47 沖縄県
○第2編 地震・津波編＞第2章　災害応急
対策計画＞第25節 教育対策計画＞6 文化
財の保護／141頁

117
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