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昭和５２年 ４月 １日作成 大蔵省訓令特第 ２号 

昭和５５年 ２月 １日作成 大蔵省訓令特第 １号 

昭和５６年 ４月 １日作成 大蔵省訓令特第１１号 

昭和５９年１０月 １日作成 大蔵省訓令特第２７号 

平成 ８年 ４月 １日作成 大蔵省訓令特第 ２号 

平成１０年１０月 ７日作成 大蔵省訓令特第２１号 

平成１３年 １月 ５日作成 大蔵省訓令特第 １号 

平成１５年 ３月３１日作成 財務省訓令特第 １号 

平成１６年 ６月３０日作成 財務省訓令特第 １号 

平成１８年 ６月３０日作成 財務省訓令特第 １号 
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平成２７年 ６月３０日作成  財務省訓令特第２５号 

令和 元年 ６月２８日作成  財務省訓令特第１４号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この計画は、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第３６条第１項、大規模地

震対策特別措置法（昭和５３年法律第７３号）第６条第１項、南海トラフ地震に係る地震

防災対策の推進に関する特別措置法（平成１４年法律第９２号）第５条第１項及び日本海

溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法（平成１６年

法律第２７号）第６条第１項の規定に基づき、財務省の所掌事務について、防災に関し必

要な体制を確立するとともに、災害予防、災害応急対策、災害復旧・復興その他防災にか

かる採るべき措置の基本を定め、もって的確かつ計画的な災害対策の実施・推進に資する

ことを目的とする。 



財務省防災業務計画 

 

第１編 災害一般に係る防災業務計画 

 

第１章 総   則 

 

（業務計画の目的） 

第１条 災害一般に係る防災業務計画（以下「業務計画」という。）は、災害対策基本法（昭

和３６年法律第２２３号。以下「基本法」という。）第３６条第１項の規定により、財務

省の所掌事務について、防災に関し採るべき措置の基本を定めるとともに、地域防災計

画の作成のための基準を示すことを目的とする。 

 

（定義） 

第２条 業務計画において、「災害」、「防災」、「防災基本計画」又は「地域防災計画」とは、

それぞれ基本法第２条に規定する災害、防災、防災基本計画又は地域防災計画をいう。 

２ 業務計画において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

 一 関係機関 基本法第２条第３号から第６号までに規定する指定行政機関、指定地方

行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関又は地方公共団体をいう。 

二 財務局等 財務省設置法（平成１１年法律第９５号。以下「設置法」という。）第１

２条第１項及び第１４条第１項に規定する財務局及び財務支局をいう。 

三 財務事務所 設置法第１５条第１項に規定する財務局及び財務支局に置く財務事務

所をいう。 

四 財務局等出張所 設置法第１５条第４項に規定する財務局、財務支局又は財務事務所

に置く出張所をいう。 

五 税関等 設置法第１２条に規定する税関及び沖縄地区税関をいう。 

六 税関等支署 設置法第１７条第１項に規定する税関等に置く支署をいう。 

七 国税局等 設置法第２３条第１項及び第２項に規定する国税局及び沖縄国税事務所

をいう。 

八 税務署 設置法第２４条第１項に規定する国税局等に置く税務署をいう。 

九 各部局等 財務局等、財務事務所及び財務局等出張所並びに税関等並びに設置法第１

８条第１項に規定する国税庁、国税局等及び税務署並びに財務省組織令（平成１２年政

令第２５０号）第２条及び第１３条に規定する大臣官房各課及び各局をいう。 

十 沖縄総合事務局 内閣府設置法（平成１１年法律第８９号）第４３条に規定する沖縄

総合事務局をいう。 

十一 沖縄総合事務局等 沖縄総合事務局及び内閣府設置法第４７条第２項に規定する

沖縄総合事務局に置く出張所をいう。 



第２章 防災体制の確立 

 

（防災組織の整備） 

第３条 財務省の防災に関する組織は、財務大臣（以下「大臣」という。）の統括の下に、

明確な範囲の所掌事務と権限を有する各部局等によって系統的に構成されるものとし、

各部局等は、すべて一体として、防災に関する行政機能を発揮するものとする。 

 

（災害対策本部等） 

第４条 大臣は、非常災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、災害応急

対策及び災害復旧を推進するため特別の必要があると認めるときは、財務省本省に財務

省災害対策本部（以下この条において「省対策本部」という。）を設けるものとする。ま

た、省対策本部を設置した場合には、緊急災害対策本部又は非常災害対策本部、関係省

庁、日本銀行及び輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社等に省対策本部の連絡窓

口を通知するものとする。 

２ 財務局等、税関等及び国税局等（以下この項及び第５項において「各機関」という。）

の長は、管轄区域内において、非常災害が発生し、又は発生するおそれがある場合にお

いて、災害応急対策及び災害復旧を推進するため特別の必要があると認めるとき又は省

対策本部が設置されたときは、各機関の災害現地対策本部を設けるものとする。 

３ 大臣官房審議官（危機管理担当）は、災害が発生した場合において、災害応急対策及

び災害復旧等を推進する必要があると認めるときには、財務省本省に財務省災害対策会

議を設けるものとする。 

４ 大臣官房審議官（危機管理担当）は、災害が発生した場合において、当該災害に関す

る情報収集活動及び連絡活動を行う必要があると認めるときは、財務省本省に財務省災

害情報連絡室を設けるものとする。 

５ 第１項の省対策本部の名称、組織、処理する事務の内容その他の必要な事項について

は、大臣官房長が定め、各機関の災害現地対策本部の名称、組織、処理する事務の内容

その他の必要な事項については、大臣官房長が定める準則により、各機関の長が定める。 

６ 第３項の財務省災害対策会議及び第４項の財務省災害情報連絡室の名称、組織、処理

する事務の内容その他の必要な事項については、大臣官房審議官（危機管理担当）が定

める。 

７ 第１項の省対策本部及び第３項の財務省災害対策会議には、国税庁の職員を参加させ

る。 

 

（防災業務実施要領） 

第５条 財務局等の長は、基本法、防災基本計画、業務計画その他関係法令等の定める基

準に従い、その所掌事務に係る防災業務についての実施要領を作成し、毎年これに検討



を加え、必要があると認められるときは、これを修正するものとする。 

２ 財務局等の長は、前項の規定により防災業務実施要領を作成し、又は修正したときは、

これを大臣官房長に報告するものとする。 

（防災活動態勢の整備及び防災訓練） 

第６条 各部局等の長（業務計画の各条において定める措置について、それぞれ関係法令

等の規定により実施の責任を有する各部局等の長をいう。以下同じ。）は、この業務計画

を的確かつ円滑に実施するため、職員に対する防災及び安全に関する知識の普及、通信

手段の多重化を含む通信施設の充実及び災害用として配備されている無線電話等の機器

の運用方法等の習熟、災害が発生した場合における情報の収集及び伝達機能の強化、非

常参集体制の整備、庁舎管理体制の確立、各部局等相互間の連絡の確保、非常用発動機

及び燃料の確保、食料、飲料水、医薬品等生活必需品の適切な備蓄、その他防災活動体

制の整備に努めなければならない。 

２ 各部局等の長は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に災害の発生を防御

し、又は応急的救助を行う等災害の拡大を防止するために行う災害応急対策が迅速かつ

円滑に実施されるよう関係行政機関と連携し、毎年１回以上の災害を想定した訓練を実

施するものとする。 

 

第３章 関係機関との協力 

 

（関係機関との協力） 

第７条 各部局等の長は、この業務計画を実施するに当たっては、関係機関の行う防災活

動との間の整備を図ることにより、防災活動の総合的な推進に寄与するよう努めるもの

とする。 

 

第４章 災害応急対策及び災害復旧 

 

（応急措置の実施） 

第８条 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合には、各部局等及び沖縄総合事務

局の長は、その所掌事務（沖縄総合事務局については、財務省の所掌事務に限る。以下

同じ。）に関し、基本法、防災基本計画、業務計画その他関係法令等に基づき災害の発生

の防御又は拡大の防止のための所要の応急の措置（以下この章において「応急措置」と

いう。）を速やかに実施するものとする。 

２ 各部局等及び沖縄総合事務局の長は、関係機関等の実施する応急措置が的確かつ円滑

に行われるようにするため、必要な施策を講じるように配慮するものとする。 

（被害状況等の報告） 

第９条 各部局等及び沖縄総合事務局の長は、その所掌事務に係る災害が発生したときは、



速やかに当該災害の状況及びこれに対して採られた措置の概要を大臣又はそのあらかじ

め指定する者に報告するものとする。 

 

（被災者に対する的確な情報提供等） 

第１０条 各部局等及び沖縄総合事務局の長は、その所掌事務に係る災害が発生したとき

は、次に掲げる措置を適切に行うものとする。 

 一 各部局等及び沖縄総合事務局の長が講じている施策に関する情報を適切に被災者等

住民に提供すること。 

 二 必要に応じ関係機関等と協力して、速やかに、被災者等住民からの問い合わせに総

合的に対応すること。 

 

（災害査定立会） 

第１１条 被災地において、主務省が被災復旧事業費の査定を行う場合には、財務省本省

又は被災地を管轄する財務局等及び沖縄総合事務局の職員は、災害復旧事業の適正かつ

公平な実施を期するため、その査定に立会するものとする。 

 

（財政融資資金の貸付） 

第１２条 被災地を管轄する財務局等、財務事務所、財務局等出張所又は沖縄総合事務局

（以下「財政融資資金部局等」という。）の長は、地方公共団体が、緊急を要する災害応

急復旧等の支出に充てるための災害つなぎ資金として財政融資資金の貸付を希望する場

合には、必要と認められる範囲内で、短期貸付の措置を適切に運用するものとする。 

２ 財政融資資金部局等の長は、地方公共団体が被災復旧事業、防災集団移転促進事業及

び火山活動対策事業に要する経費の財源として地方債（基本法第１０２条第１項に基づ

く地方債を含む。）を起こす場合は、資金事情の許す限り、財政融資資金をもって措置す

るものとする。 

 

（国有財産の無償貸付等） 

第１３条 大臣官房会計課、財務局等、財務事務所、財務局等出張所、税関等、国税庁、

税務大学校、国税局等又は沖縄総合事務局等（以下「国有財産部局等」という。）の長は、

防災のため必要があると認められるときは、当該国有財産部局等の長が管理する国有財

産について、関係法令等の定めるところにより、次の各号に掲げる措置を適切に行うも

のとする。 

 一 国有財産法（昭和２３年法律第７３号）第２２条第１項第１号又は第１８条第６項

に基づき第１９条の規定により準用される第２２条第１項第１号の規定に該当するも

のとして、公共団体から申請があった場合において、防災上必要な通信施設等の用に

供するときは、国有財産を無償で貸付け又は使用許可すること。 



 二 国有財産法第２２条第１項第３号又は第１８条第６項に基づき第１９条の規定によ

り準用される第２２条第１項第３号の規定に該当するものとして、公共団体から申請

があった場合において、災害が発生した場合における応急措置の用に供するときは、

国有財産を無償で貸付け又は使用許可すること。 

 三 国有財産特別措置法（昭和２７年法律第２１９号）第２条第２項第６号の規定に該

当するものとして、地方公共団体から申請があった場合において、学校教育法（昭和

２２年法律第２６号）第１条に規定する小学校、中学校等の施設（学校給食の実施に

必要な施設を含む。）の用に供するときは、普通財産を無償で貸付けること。 

 四 国有財産特別措置法第３条第１項第１号ワの規定に該当するものものとして、地方

公共団体から申請があった場合において、水防、消防その他の防災に関する施設の用

に供するときは、普通財産を時価より減額した対価で譲渡し、又は貸付けること。 

 五 国有財産特別措置法第７条第１項の規定により、水害、風害、その他の災害の防除

又は復旧を行おうとする者から申請があった場合において、当該事業の成功を条件と

して普通財産を売払い又は貸付けること。 

 六 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和４４年法律第５７号）第２５

条の規定により、都道府県より申請があった場合において、急傾斜地崩壊防止施設の

用に供するときは、普通財産を無償で貸付け、又は譲与すること。 

 七 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律（昭和

４７年法律第１３２号）第１０条の規定により、市町村又は都道府県から申請があっ

た場合において、集団移転促進事業の用に供するときは、普通財産を無償又は時価よ

り低い価額で譲渡し、又は貸付けること。 

 

（地震保険制度に関する措置） 

第１４条 財務省は、被災者自らによる生活再建の促進のため、地震保険契約者に対し地

震保険金が迅速に支払われるよう適切な措置を講ずるものとする。 

 

（国税に関する措置） 

第１５条 災害被害者に対する国税の救済措置については、災害被害者に対する国税に関

する関係法令等の定めるところにより、申告、納付等の期限の延長、納税の猶予及び国

税の軽減免除その他の次の各号に掲げる措置を適切に運用するものとする。 

 一 申告、申請、請求、届出、納付等の期限の延長に関する措置 災害その他やむを得

ない理由により申告、納付等の行為をその期限までにすることができない場合には、

納税者の申請に基づき、その理由のやんだ日から２か月以内に限り、それらの期限を

延長すること。ただし、被災地域が広範囲で、かつ、その地域の納税者の相当部分が

被災した場合には、国税庁長官が地域と期日を指定してそれらの期限を延長すること。 

 二 納税の猶予に関する措置 災害により、財産に相当の被害を受け、又は納税が困難



になった場合には、納税者の申請に基づき１年以内（納付困難の理由が継続する場合

には最高３年）の期限に限り国税の納税を猶予すること。 

 三 国税の軽減、免除及び徴収猶予等に関する措置 災害被害者の納付すべき国税の軽

減若しくは免除、その課税標準の計算若しくは徴収の猶予又は災害を受けた酒類等の

物品について納付すべき国税の徴収については、災害被害者に対する租税の減免、徴

収猶予等に関する法律（昭和２２年法律第１７５号）その他国税に関する法律により

措置すること。 

 

（関税等に関する措置） 

第１６条 災害が発生した場合においては、関税に関する関係法令等の定めるところによ

り、次の各号に掲げる措置を適切に運用するものとする。 

 一 外国から送付される救援物資に対する関税を免除すること。 

 二 災害の場合において輸入する必要がある主要食糧等に対する関税を軽減し又は免除

する政令が制定された場合には、その措置を実施すること。 

 三 外国から送付される救援物資等に係る税関関係手数料を還付し、軽減し又は免除す

ること。 

 四 保税地域において被災した貨物に対する関税を軽減し又は払い戻すこと。 

 五 被災者等が災害のため、期限までに関税に関する関係法令等に基づく申請等を行う

ことができない場合には、当該期限を延長すること。 

 六 外国から送付される救援物資のみを積卸しする外国貿易船等に係る入出港手続を簡

易なものとすること。 

 

（災害復旧に関する関係法令等の運用） 

第１７条 各部局等の長は、この業務計画に定めるもののほか、基本法、激甚災害に対処

するための特別の財政援助等に関する法律（昭和３７年法律第１５０号）その他災害応

急対策及び災害復旧に関する関係法令等の適切な運用を図るものとする。 

 

（災害緊急事態） 

第１８条 基本法第１０９条第１項又は第１０９条の２第１項に規定する政令が制定され

た場合において、その制定に伴い財務省において実施する防災業務については、別に定

めるところによる。 

 

第５章 地域防災計画の作成の基準 

 

（地域防災計画の作成の基準） 

第１９条 各部局等の長は、地域防災計画の作成に関し、本編の第２章及び第４章の規定



の趣旨に沿うよう指導するものとする。 

 

第６章 補   則 

 

（特別の機関及び施設等機関） 

第２０条 設置法第２２条第１項に規定する特別の機関並びに財務省組織令第６６条及び

第９５条に規定する各施設等機関は、それぞれの所掌事務の実情に即して防災に関する

体制の整備に努めるものとする。 

 

（実施の細目） 

第２１条 この業務計画に定めるもののほか、防災に関し採るべき措置の細目について必

要な事項は、大臣官房長が別に定める。 

 

２ 前項の場合において、大臣官房長は、国税庁、国税局及び沖縄国税事務所並びに税務

署の所掌事務に関連のある事項を定めようとするときは、国税庁長官と協議するものと

する。 

 

第２編 東海地震の地震防災対策強化地域に係る地震防災強化計画 

 

第１章 総   則 

 

（強化計画の目的） 

第２２条 東海地震の地震防災対策強化地域に係る地震防災強化計画（以下「強化計画」

という。）は、大規模地震対策特別措置法（昭和５３年法律第７３号。以下「地震法」と

いう。）第６条第１項の規定に基づき、財務省の所掌事務について、地震防災応急対策に

係る措置に関する事項及び防災訓練に関する事項その他地震防災上重要な対策に関する

事項を定めることを目的とする。 

 

（定義） 

第２３条 強化計画において、「地震防災」、「地震予知情報」、「地震防災対策強化地域」、「警

戒宣言」又は「地震防災応急対策」とは、それぞれ地震法第２条に規定する地震防災、

地震予知情報、地震防災対策強化地域、警戒宣言又は地震防災応急対策をいう。 

２ 強化計画において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとこ

ろによる。 

 一 関係機関 地震法第２条第５号から第８号までに規定する指定行政機関、指定地方

行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関又は地方公共団体をいう。 



 二 各機関 次の機関をいう。 

  イ 財務省本省及び国税庁 

  ロ 管轄区域内に地震防災対策強化地域（以下「強化地域」という。）の一部を含む地

方支分部局（第２条第２項に規定する財務局等及び財務事務所並びに税関等及び税

関等支署並びに国税局等及び税務署をいう。次号において同じ。）   

 三 強化地域内の機関 強化地域内に所在する地方支分部局をいう。 

 

第２章 地震防災応急対策に係る措置に関する事項 

 

（地震予知情報等の伝達等） 

第２４条 地震予知情報及びこれに関する情報（以下「地震予知情報等」という。）の伝達

の経路及び方法は、別紙１のとおりとする。 

 

（地震災害警戒本部の設置） 

第２５条 大臣は、警戒宣言が発せられたときは、財務省本省に財務省地震災害警戒本部

（以下「省警戒本部」という。）を設けるものとする。 

２ 前項の省警戒本部の名称、組織、処理する事務の内容その他の必要な事項については、

大臣官房長が定める。 

３ 第１項の省警戒本部には、国税庁の職員を参加させる。 

４ 財務省本省を除く各機関の長は、警戒宣言が発せられたときは、当該各機関にそれぞ

れ地震災害警戒本部を設けるものとする。 

  この場合、当該各機関の名称、組織、処理する事務の内容その他の必要な事項につい

ては、それぞれの機関の長が定める。 

 

（地震防災応急対策の実施要員の確保及び他機関との協力体制） 

第２６条 各機関は、地震防災応急対策を実施するため、要員の確保に努めるものとする。

このため、あらかじめ、要員を定めておくものとする。 

２ 各機関は、警戒宣言が発せられた場合には、各機関において行う地震防災応急対策を

実施するため、各機関相互に、及び他の関係機関と密接な連絡を保ち、相互協力に努め

るものとする。 

 

（発災後に備えた資機材、人員等の配備手配） 

第２７条 強化地域内の機関は、あらかじめ、発災後の災害応急対策を迅速かつ的確に実

施するために必要な資機材、人員等の事前の配備手配について定めておくものとする。 

 

 



（警戒宣言時の広報） 

第２８条 各機関は、警戒宣言が発せられた場合において、それぞれの所掌事務の運営に

ついて必要があると認められるときは、報道機関等を通じて適時適切に広報活動を行う

ものとする。 

  この場合、強化地域内の機関は、必要が認められるときは、窓口取扱いを行う事務の

種類及び取扱時間その他必要な事項を庁舎前に掲示する等の方法により事務運営の周知

を図るものとする。 

 

（避難対策等） 

第２９条 強化地域内の機関で、地震の発生に伴い、津波による危険その他特別の危険が

予想される機関においては、あらかじめ、当該機関の職員の具体的な避難実施方法を定

めておくものとする。 

 

（国有財産の無償貸付等） 

第３０条 国有財産部局等の長は、地震防災応急対策の実施に必要があると認められると

きは、当該国有財産部局等の長が管理する国有財産について、国有財産法第２２条第１

項第４号又は第１８条第６項に基づき第１９条の規定により準用される第２２条第１項

第４号の規定に該当するときは、地方公共団体への無償による貸付け又は使用許可を適

切に行うものとする。 

 

（地震予知情報等の部外者への伝達等） 

第３１条 強化地域内の機関は、地震予知情報等の伝達を受理したときは、その内容を迅

速かつ的確に当該機関の庁舎に出入している当該機関の職員以外の者（次項において「部

外者」という。）に伝達するものとし、あらかじめ、そのための方法を定めておくものと

する。 

２ 強化地域内の機関は、あらかじめ、部外者の退避の誘導方法及び退避誘導実施責任者

並びに安全確認のための措置を定めておくものとする。 

 

（報告） 

第３２条 各機関（財務省本省を除く。以下本条において同じ。）は、次に掲げる事項を正

確かつ迅速に省警戒本部に報告するものとする。 

 一 当該各機関の講じた地震防災応急対策 

 二 各機関の地震災害警戒本部の設置状況 

 三 その他当該各機関において必要と認める事項 

２ 前項に規定する報告の経路及び方法は、第２４条の規定を準用する。 

 



第３章 大規模な地震に係る防災訓練に関する事項 

 

（防災訓練） 

第３３条 各機関は、各機関相互に、又は他の関係機関と協議の上、連携を図りながら、

毎年１回以上警戒宣言に伴う地震防災応急対策及び発災後の災害応急対策（基本法第５

０条に規定する災害応急対策をいう。）等に係る事項に関し、次に掲げる事項を内容とす

る防災訓練を実施するものとする。 

 一 地震予知情報等の伝達 

 二 各機関の地震災害警戒本部の設置 

 三 その他当該各機関において必要と認める事項 

 

第４章 地震防災上必要な教育に関する事項 

 

（防災教育） 

第３４条 各機関は、それぞれの機関に所属する職員に対して次の事項を内容とする地震

防災上の教育を実施し、地震防災に関する知識が徹底するよう努めるものとする。 

 一 警戒宣言の性格及びこれに基づき採られる措置の内容 

 二 東海地震の予知に関する知識 

 三 地震予知情報等の内容 

 四 予想される地震及び津波に関する知識 

 五 地震予知情報等が出された場合及び地震が発生した場合に具体的に採るべき行動に

関する知識 

 六 職員が果たすべき役割 

 七 地震防災対策として現在講じられている対策に関する知識 

 八 今後、地震対策として取り組む必要のある課題 

 九 その他当該各機関において必要と認める事項 

 

第５章 補   則 

 

（各機関の細目） 

第３５条 この強化計画に定めるもののほか、強化地域に係る地震防災に関し、採るべき

措置の細目について必要な事項は、各機関の長（財務省本省の場合は大臣官房長）が別

に定める。 

 

 

 



第３編 南海トラフ地震防災対策推進計画 

 

第１章 総   則 

 

（推進計画の目的） 

第３６条 南海トラフ地震の地震防災対策推進地域（以下この編において「推進地域」と

いう。）に係る南海トラフ地震防災対策推進計画（以下この編において「推進計画」と

いう。）は、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法（平成１４

年法律第９２号。以下「南海トラフ法」という。）第５条第１項の規定に基づき、財務

省の所掌事務について、南海トラフ地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に

関する事項、南海トラフ地震に係る防災訓練に関する事項その他地震防災上重要な対策

に関する事項を定めることを目的とする。 

 

（定義） 

第３７条 推進計画において、「南海トラフ地震」、「地震災害」、「地震防災」とは、それ

ぞれ南海トラフ法第２条に規定する南海トラフ地震、地震災害、地震防災をいう。 

２ 推進計画において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとこ

ろによる。 

  一 関係機関 基本法第２条第３号から第６号までに規定する指定行政機関、指定地

方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関又は地方公共団体をいう。 

二 各機関 次の機関をいう。 

   イ 財務省本省及び国税庁 

   ロ 管轄区域内に推進地域の一部を含む地方支分部局（第２条第２項に規定する財

務局等及び財務事務所並びに税関等及び税関等支署並びに国税局等及び税務署を

いう。次号において同じ。）    

  三 推進地域内の機関 推進地域内に所在する地方支分部局をいう。 

 

第２章 津波からの円滑な避難の確保に関する事項 

 

（津波に関する情報の伝達等） 

第３８条 南海トラフ地震に伴い気象庁が発表する津波警報及びこれに関する情報（以下

この編において「津波警報等」という。）の伝達の経路及び方法は、別紙２のとおりと

する。 

２ 推進地域内の機関の職員は、推進地域において、強い揺れ(震度４程度以上)を感じた

とき又は弱い揺れであっても長い時間ゆっくりとした揺れを感じたとき等の場合には、

テレビ・ラジオ等可能な手段により、積極的に、当該地震及びこれに由来する津波に関



する情報の入手に努めることとする。 

 

（避難対策等） 

第３９条 推進地域内の機関で、南海トラフ地震の発生に伴い、津波による危険その他特

別の危険が予想される機関においては、避難地、避難路、避難方法及び連絡方法等を平

常時から確認しておき、津波が来襲した場合の備えに万全を期すように努めるものとす

る。 

２ 各機関の職員は、推進地域において、強い揺れ（震度４程度以上）を感じたとき、弱

い揺れであっても長い時間ゆっくりとした揺れを感じたとき及び津波警報の発表を知

ったときには、直ちに海浜から離れ、急いで安全な場所に避難する等、防災の知識に基

づき適切な避難行動等をとるように努めるものとする。 

 

（財務省が管理する施設に関する対策） 

第４０条 各機関は、当該機関が管理している推進地域内に所在する施設のうち、津波避

難実施上大きな役割を果たすことが期待できるものについては、その機能を果たすため、

必要に応じ、非常用発動機及び燃料の確保、食料、飲料水、医薬品等生活必需品の適切

な備蓄、テレビ、ラジオ、コンピューター等情報を入手するための機器の整備、その他

防災活動体制の整備に努めなければならない。 

２ 各機関は、当該機関が管理している推進地域内に所在する施設について、地震発生時

の津波来襲に備えた緊急点検及び巡視の実施が必要な箇所及び実施体制を定めておく

ものとする。この場合において、職員の安全確保のため津波からの避難に要する時間に

十分配慮するものとする。 

３ 各機関は、推進地域内に当該機関の発注に係る工事中の建築物その他工作物又は施設

がある場合には、工事施工責任者に対し、地震発生時の津波来襲に備えた緊急点検及び

巡視の実施が必要な箇所及び実施体制を定めておくよう、要請するものとする。この場

合において、津波の来襲のおそれがある場合には、原則として工事を中断するものとし、

津波被害の防止対策を講ずる場合には、作業員の安全確保のため津波からの避難に要す

る時間に十分配慮するよう指導するものとする。 

 

（津波警報等の部外者への伝達等） 

第４１条 推進地域内の機関は、津波警報等の伝達を受理したときは、その内容を迅速か

つ的確に当該機関の庁舎に出入している当該機関の職員以外の者（次項において「部外

者」という。）に伝達するものとし、あらかじめ、そのための方法を定めておくものと

する。 

２ 推進地域内の機関は、あらかじめ、部外者の退避の誘導方法及び退避誘導実施責任者

並びに安全確認のための措置を定めておくものとする。 



 

第３章 防災体制等に関する事項 

 

（防災体制の確立等） 

第４２条 各機関は、南海トラフ地震が発生した場合における的確な応急対策の実施のた

め、前章に掲げる措置のほか、第１編第２章及び第３章に準じて、防災組織の整備、災

害対策本部の整備、防災業務実施要領の作成等、防災活動態勢の整備及び関係機関との

協力等の防災体制の確立のための措置を推進するものとする。 

２ 各機関、各機関が設置する災害対策本部は、南海トラフ地震が発生した場合には、被

害防止・軽減のため、必要に応じ、前項に掲げる措置を実施するとともに、第１編第４

章に準じて、応急措置の実施、被害状況等の報告及び被災者に対する的確な情報提供そ

の他必要な応急対策を実施するものとする。 

 

第４章 防災訓練に関する事項 

 

（防災訓練） 

第４３条 推進地域内の機関は、各機関相互に、又は他の関係機関と協議の上、連携を図

りながら、推進地域に係る大規模な地震及び津波を想定した防災訓練を毎年１回以上実

施するものとする。 

 

第５章 地震防災上必要な教育に関する事項 

 

（防災教育） 

第４４条 各機関は、それぞれの機関に所属する職員に対して次の事項を内容とする地震

防災上の教育を実施し、地震防災に関する知識が徹底するよう努めるものとする。 

  一 南海トラフ地震に伴い発生すると予想される地震動及び津波に関する知識 

  二 地震及び津波に関する一般的な知識 

三 地震が発生した場合に具体的に採るべき行動に関する知識 

  四 職員が果たすべき役割 

五 地震防災対策として現在講じられている対策に関する知識 

  六 今後、地震対策として取り組む必要のある課題 

  七 その他当該各機関において必要と認める事項 

 

 

 

 



第６章 補   則 

 

（各機関の細目） 

第４５条 この推進計画に定めるもののほか、推進地域に係る地震防災に関し、採るべき

措置の細目について必要な事項は、各機関の長（財務省本省の場合は大臣官房長）が別

に定める。 

 

第４編 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進計画 

 

第１章 総   則 

 

（推進計画の目的） 

第４６条 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進計画推進地域（以下この編に

おいて「推進地域」という。）に係る日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進

計画（以下この編において「推進計画」という。）は、日本海溝・千島海溝周辺海溝型

地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法（平成１６年法律第２７号。以下「日

本海溝法」という。）第６条第１項の規定に基づき、財務省の所掌事務について、日本

海溝・千島海溝周辺海溝型地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関する事

項、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る防災訓練に関する事項その他地震防災上

重要な対策に関する事項を定めることを目的とする。 

 

（定義） 

第４７条 推進計画において、「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震」、「地震災害」、「地

震防災」とは、それぞれ日本海溝法第２条に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地

震、地震災害、地震防災をいう。 

２ 推進計画において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとこ

ろによる。 

  一 関係機関 基本法第２条第３号から第６号までに規定する指定行政機関、指定地

方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関又は地方公共団体をいう。 

二 各機関 次の機関をいう。 

   イ 財務省本省及び国税庁 

   ロ 管轄区域内に推進地域の一部を含む地方支分部局（第２条第２項に規定する財

務局等及び財務事務所並びに税関等及び税関等支署並びに国税局等及び税務署を

いう。次項において同じ。） 

  三 推進地域内の機関 推進地域内に所在する地方支分部局をいう。 

 



第２章 津波からの円滑な避難の確保に関する事項 

 

（津波に関する情報の伝達等） 

第４８条 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に伴い気象庁が発表する津波警報及びこれ

に関する情報（以下この編において「津波警報等」という。）の伝達の経路及び方法は、

別紙３のとおりとする。 

２ 推進地域内の機関の職員は、推進地域において、強い揺れ(震度４程度以上)を感じた

とき又は弱い揺れであっても長い時間ゆっくりとした揺れを感じたとき等の場合には、

テレビ・ラジオ等可能な手段により、積極的に、当該地震及びこれに由来する津波に関

する情報の入手に努めることとする。 

 

（避難対策等） 

第４９条 推進地域内の機関で、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震の発生に伴い、津波

による危険その他特別の危険が予想される機関においては、避難地、避難路、避難方法

及び連絡方法等を平常時から確認しておき、津波が来襲した場合の備えに万全を期すよ

うに努めるものとする。 

２ 各機関の職員は、推進地域において、強い揺れ（震度４程度以上）を感じたとき、弱

い揺れであっても長い時間ゆっくりとした揺れを感じたとき及び津波警報の発表を知

ったときには、直ちに海浜から離れ、急いで安全な場所に避難する等、防災の知識に基

づき適切な避難行動等をとるように努めるものとする。 

 

（財務省が管理する施設に関する対策） 

第５０条 各機関は、当該機関が管理している推進地域内に所在する施設のうち、津波避

難実施上大きな役割を果たすことが期待できるものについては、その機能を果たすため、

必要に応じ、非常用発動機及び燃料の確保、食料、飲料水、医薬品等生活必需品の適切

な備蓄、テレビ、ラジオ、コンピューター等情報を入手するための機器の整備、その他

防災活動体制の整備に努めなければならない。 

２ 各機関は、当該機関が管理している推進地域内に所在する施設について、地震発生時

の津波来襲に備えた緊急点検及び巡視の実施が必要な箇所及び実施体制を定めておく

ものとする。この場合において、職員の安全確保のため津波からの避難に要する時間に

十分配慮するものとする。 

３ 各機関は、推進地域内に当該機関の発注に係る工事中の建築物その他工作物又は施設

がある場合には、工事施工責任者に対し、地震発生時の津波来襲に備えた緊急点検及び

巡視の実施が必要な箇所及び実施体制を定めておくよう、要請するものとする。この場

合において、津波の来襲のおそれがある場合には、原則として工事を中断するものとし、

津波被害の防止対策を講ずる場合には、作業員の安全確保のため津波からの避難に要す



る時間に十分配慮するよう指導するものとする。 

 

（津波警報等の部外者への伝達等） 

第５１条 推進地域内の機関は、津波警報等の伝達を受理したときは、その内容を迅速か

つ的確に当該機関の庁舎に出入している当該機関の職員以外の者（次項において「部外

者」という。）に伝達するものとし、あらかじめ、そのための方法を定めておくものと

する。 

２ 推進地域内の機関は、あらかじめ、部外者の退避の誘導方法及び退避誘導実施責任者

並びに安全確認のための措置を定めておくものとする。 

 

第３章 防災体制等に関する事項 

 

（防災体制の確立等） 

第５２条 各機関は、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震が発生した場合における的確な

応急対策の実施のため、前章に掲げる措置のほか、第１編第２章及び第３章に準じて、

防災組織の整備、災害対策本部の整備、防災業務実施要領の作成等、防災活動態勢の整

備及び関係機関との協力等の防災体制の確立のための措置を推進するものとする。 

２ 各機関、各機関が設置する災害対策本部は、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震が発

生した場合には、被害防止・軽減のため、必要に応じ、前項に掲げる措置を実施すると

ともに、第１編第４章に準じて、応急措置の実施、被害状況等の報告及び被災者に対す

る的確な情報提供その他必要な応急対策を実施するものとする。 

 

第４章 防災訓練に関する事項 

 

（防災訓練） 

第５３条 推進地域内の機関は、各機関相互に、又は他の関係機関と協議の上、連携を図

りながら、推進地域に係る大規模な地震及び津波を想定した防災訓練を毎年１回以上実

施するものとする。なお、他の防災訓練の状況等を踏まえ、広域的な防災訓練や冬期の

避難訓練を実施するよう努めるものとする。 

 

第５章 地震防災上必要な教育に関する事項 

 

（防災教育） 

第５４条 各機関は、それぞれの機関に所属する職員に対して次の事項を内容とする地震

防災上の教育を実施し、地震防災に関する知識が徹底するよう努めるものとする。 

  一 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に伴い発生すると予想される地震動及び津波



に関する知識 

  二 地震及び津波に関する一般的な知識 

三 地震が発生した場合に具体的に採るべき行動に関する知識 

  四 職員が果たすべき役割 

五 地震防災対策として現在講じられている対策に関する知識 

  六 今後、地震対策として取り組む必要のある課題 

  七 その他当該各機関において必要と認める事項 

 

第６章 補   則 

 

（各機関の細目） 

第５５条 この推進計画に定めるもののほか、推進地域に係る地震防災に関し、採るべき

措置の細目について必要な事項は、各機関の長（財務省本省の場合は大臣官房長）が別

に定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



附則（昭和５２年４月１日 訓令特第２号） 

この訓令は、昭和５２年４月１日から施行する。 

附則（昭和５５年２月１日 訓令特第１号） 

この訓令は、昭和５５年２月１日から施行する。 

附則（昭和５６年４月１日 訓令特第１１号） 

この訓令は、昭和５６年４月１日から施行する。 

附則（昭和５９年１０月１日 訓令特第２７号） 

この訓令は、昭和５９年１０月１日から施行する。 

附則（平成８年４月１日 訓令特第２号） 

この訓令は、平成８年４月１日から施行する。 

附則（平成１０年１０月７日 訓令特第２１号） 

この訓令は、平成１０年１０月１５日から施行する。 

附則（平成１３年１月５日 訓令特第１号） 

この訓令は、平成１３年１月６日から施行する。 

附則（平成１５年３月３１日 訓令特第１号） 

この訓令は、平成１５年４月１日から施行する。 

附則（平成１６年６月３０日 訓令特第１号） 

この訓令は、平成１６年６月３０日から施行する。 

附則（平成１８年６月３０日 訓令特第１号） 

この訓令は、平成１８年６月３０日から施行する。 

附則（平成１９年１１月１日 訓令特第１号） 

この訓令は、平成１９年１１月１日から施行する。 

附則（平成２７年６月３０日 訓令特第２５号） 

この訓令は、平成２７年６月３０日から施行する。 

附則（令和元年６月２８日 訓令特第１４号） 

この訓令は、令和元年６月２８日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙 1 

【東海地震編】 

 

財務省における地震予知情報等の伝達の経路及び方法 

 

１ 伝達の経路及び方法等 

（１）伝達の経路 

財務省における地震予知情報等の伝達の経路は、別図１のとおりとする。 

（２）地震予知情報等連絡担当者の設置及び登録 

別図１に示された財務省本省各課等の長及び国税庁の長は、あらかじめ勤務時間内及

び勤務時間外において地震予知情報等の連絡に当たる者（以下「地震予知情報等連絡担

当者」という。）を設けて、大臣官房審議官（危機管理担当）に登録しておくものとする。 

（３）地震予知情報等連絡担当者等の責務 

イ 大臣官房審議官（危機管理担当）（省警戒本部が設置されたときは、省警戒本部。以

下同じ。）は、地震予知情報等を受理したときは、地震予知情報等連絡担当者に当該地震

予知情報等の伝達を行うものとする。 

ロ 地震予知情報等連絡担当者は、大臣官房審議官（危機管理担当）から地震予知情報等

を受理したときは、それぞれの所属する財務省本省内部部局又は国税庁において迅速か

つ的確に地震予知情報等の伝達を行うとともに、別図１の経路に従って財務局、税関及

び国税局に対しても同様の措置を採るものとする。 

（４）伝達の方法 

大臣官房審議官（危機管理担当）又は地震予知情報等連絡担当者が地震予知情報等の伝

達を行う場合には、通常の電話又はその他適当と認める方法により行うものとする。 

（５）報告 

各部局等の長は、当該災害の状況及びこれに対して採られた措置の概要その他必要な報

告事項については、上記の伝達の経路及び方法を利用して大臣又はあらかじめ指定する者

に報告するものとする。 

 

２ 財務省本省を除く各機関の内部又は当該各機関相互における伝達の経路及び方法 

財務省本省を除く各機関の内部又は当該各機関相互における伝達の経路及び方法につ

いては、それぞれの機関において別に定めるものとする。 

 

 

 

 



別紙２ 

【南海トラフ地震編】 

 

財務省における津波警報等の伝達の経路及び方法 

 

１ 伝達の経路及び方法等 

（１）伝達の経路 

財務省における津波警報等の伝達の経路は、別図２のとおりとする。 

（２）津波警報等連絡担当者の設置及び登録 

別図２に示された財務省本省各課の長及び国税庁の長は、あらかじめ勤務時間内及び

勤務時間外において津波警報等の連絡に当たる者（以下「津波警報等連絡担当者」とい

う。）を設けて、大臣官房審議官（危機管理担当）に登録しておくものとする。 

（３）津波警報等連絡担当者等の責務 

イ 大臣官房審議官（危機管理担当）は、津波警報等を受理したときは、津波警報等連

絡担当者に当該津波警報等の伝達を行うものとする。 

ロ 津波警報等連絡担当者は、別図２の経路に従って財務局等、税関等及び国税局等に

対して、迅速かつ的確に津波警報等の伝達を行うものとする。 

（４）伝達の方法 

大臣官房審議官（危機管理担当）又は津波警報等連絡担当者が津波警報等の伝達を行

う場合には、通常の電話又はその他適当と認める方法により行うものとする。 

（５）報告 

各部局等の長は、当該災害の状況及びこれに対して採られた措置の概要その他必要な報

告事項については、上記の伝達の経路及び方法を利用して大臣又はあらかじめ指定する者

に報告するものとする。 

 

２ 財務省本省及び国税庁を除く各機関の内部又は当該各機関相互における伝達の経路及

び方法 

財務省本省及び国税庁を除く各機関の内部又は当該各機関相互における伝達の経路及

び方法については、それぞれの機関において別に定めるものとする。 

なお、これを定めるにあたっては、津波警報等の発表から津波の来襲までの時間が短い

ことも想定されることから、テレビ・ラジオ等の報道等により、上部機関からの津波警報

等の伝達を受ける前に当該情報を入手した財務省本省及び国税庁を除く各機関において

は、上部機関からの伝達を待たずに、南海トラフ地震により発生する津波の被害が予想さ

れる当該機関内部及び下部機関に対して、津波警報等の伝達を行うよう定めるものとする。 

 



別紙３ 

【日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震編】 

 

財務省における津波警報等の伝達の経路及び方法 

 

１ 伝達の経路及び方法等 

（１）伝達の経路 

財務省における津波警報等の伝達の経路は、別図３のとおりとする。 

（２）津波警報等連絡担当者の設置及び登録 

別図３に示された財務省本省各課の長及び国税庁の長は、あらかじめ勤務時間内及び

勤務時間外において津波警報等の連絡に当たる者（以下「津波警報等連絡担当者」とい

う。）を設けて、大臣官房審議官（危機管理担当）に登録しておくものとする。 

（３）津波警報等連絡担当者等の責務 

イ 大臣官房審議官（危機管理担当）は、津波警報等を受理したときは、津波警報等連

絡担当者に当該津波警報等の伝達を行うものとする。 

ロ 津波警報等連絡担当者は、別図３の経路に従って財務局、税関及び国税局に対して、

迅速かつ的確に津波警報等の伝達を行うものとする。 

（４）伝達の方法 

大臣官房審議官（危機管理担当）又は津波警報等連絡担当者が津波警報等の伝達を行

う場合には、通常の電話又はその他適当と認める方法により行うものとする。 

（５）報告 

各部局等の長は、当該災害の状況及びこれに対して採られた措置の概要その他必要な報

告事項については、上記の伝達の経路及び方法を利用して大臣又はあらかじめ指定する者

に報告するものとする。 

 

２ 財務省本省及び国税庁を除く各機関の内部又は当該各機関相互における伝達の経路及

び方法 

財務省本省及び国税庁を除く各機関の内部又は当該各機関相互における伝達の経路及

び方法については、それぞれの機関において別に定めるものとする。 

なお、これを定めるにあたっては、津波警報等の発表から津波の来襲までの時間が短い

ことも想定されることから、テレビ・ラジオ等の報道等により、上部機関からの津波警報

等の伝達を受ける前に当該情報を入手した財務省本省及び国税庁を除く各機関において

は、上部機関からの伝達を待たずに、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震により発生する

津波の被害が予想される当該機関内部及び下部機関に対して、津波警報等の伝達を行うよ

う定めるものとする。 



地震予知情報伝達経路図（東海地震） 別図１
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横浜税関

各秘書官

大臣

副大臣

大臣政務官

関東信越国税局

東京国税局

四日市税関支署

中部空港税関支署

東京財務事務所

長野財務事務所

静岡財務事務所

岐阜財務事務所

甲府財務事務所

横浜財務事務所

名古屋国税局

豊橋税関支署

清水税関支署

飯田・諏訪・伊那　各税務署

芝・平塚・藤沢・小田原・厚木・大和・甲府・山梨・大月・
鰍沢　各税務署

中津川・静岡・清水・浜松西・浜松東・沼津・熱海・三島・
島田・富士・磐田・掛川・藤枝・下田・千種・名古屋東・名
古屋北・名古屋西・名古屋中村・名古屋中・昭和・熱田・
中川・豊橋・岡崎・半田・津島・刈谷・豊田・西尾・新城・

伊勢・桑名・尾鷲　各税務署

日本銀行

主税局　総務課

関税局　総務課

理財局　総務課

輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社

国税庁長官官房　総務課

国際局　総務課

大臣官房審議官
（危機管理担当）

又は
財務省地震災害

警戒本部

内閣府
又は

地震法第１０条第１
項に基づき設置され
る地震災害警戒本部

関東財務局

名古屋税関

財務総合政策研究所　総務室

財務省会計センター　総務室

大臣官房　信用機構課

主計局　総務課

事務次官

大臣官房長

大臣官房　秘書課

大臣官房　文書課

大臣官房　会計課

大臣官房　地方課

大臣官房　総合政策課

大臣官房　政策金融課



（　）内の機関は管轄地域に海岸を有していない機関

徳島・鳴門・阿南・高松・丸亀・坂出・観音寺・長尾・土庄・松山・今治・宇和島・八幡浜・新居浜・伊予西条・大洲・伊予三島・高知・安芸・南国・
須崎・中村・伊野各税務署　（川島・脇町・池田　各税務署）

高松国税局

八代税関支署・鹿児島税関支署

石垣税関支署・沖縄税関支署

静岡・清水・浜松西・浜松東・沼津・熱海・三島・島田・富士・磐田・掛川・藤枝・下田・熱田・中川・豊橋・半田・津島・刈谷・西尾・津・四日市・伊
勢・松阪・桑名・鈴鹿・尾鷲　各税務署

（岐阜北・岐阜南・大垣・高山・多治見・関・中津川・千種・名古屋東・名古屋北・名古屋西・名古屋中村・名古屋中・昭和・岡崎・一宮・尾張瀬
戸・豊田・小牧・新城・上野　各税務署）

大阪福島・港・西淀川・住吉・堺・岸和田・泉大津・泉佐野・灘・兵庫・長田・須磨・神戸・姫路・尼崎・明石・西宮・洲本・芦屋・相生・加古川・龍
野・和歌山・海南・御坊・田辺・新宮・湯浅　各税務署

（大津・彦根・長浜・近江八幡・草津・水口・今津・上京・左京・中京・東山・下京・右京・伏見・宇治・園部・西・天王寺・浪速・東成・生野・旭・城
東・阿倍野・東住吉・西成・東淀川・北・大淀・東・南・豊能・吹田・枚方・茨木・八尾・富田林・門真・東大阪・伊丹・三木・社・奈良・葛城・桜井・吉

野・粉河　各税務署）

大阪国税局

岡山東・岡山西・西大寺・瀬戸・児島・倉敷・玉島・玉野・笠岡・広島南・広島西・呉・竹原・三原・尾道・福山・西条・廿日市・海田・下関・宇部・山
口・徳山・防府・岩国・光・柳井・厚狭　各税務署（広島東・広島北・府中・吉田　各税務署）

広島国税局

福岡国税局

熊本国税局

沖縄国税事務所

門司・若松・小倉・八幡・行橋　各税務署

天草・宇土・大分・別府・中津・佐伯・臼杵・宇佐・宮崎・延岡・日南・高鍋・鹿児島・川内・鹿屋・大島・出水・指宿・種子島・知覧・伊集院・加治
木・大隅　各税務署（熊本東・人吉・阿蘇・日田・竹田・三重・都城・小林　各税務署）

那覇・宮古島・北那覇・名護・沖縄　各税務署

大臣官房審議官
（危機管理担当）

又は
財務省地震災害

警戒本部

内閣府

津波警報等伝達経路図（南海トラフ地震）

鹿島税関支署・千葉税関支署・川崎税関支署・横須賀税関支署

岡山財務事務所・山口財務事務所

徳島財務事務所・松山財務事務所・高知財務事務所

大分財務事務所・宮崎財務事務所・鹿児島財務事務所

門司税関

水戸財務事務所・千葉財務事務所・東京財務事務所・横浜財務事務所　（甲府財務事務所・長野財務事務所）

静岡財務事務所・津財務事務所　（岐阜財務事務所）

別図２

国税庁長官官房　総務課

京都財務事務所・神戸財務事務所・和歌山財務事務所　（大津財務事務所・奈良財務事務所）

水戸・日立・太田・潮来　各税務署
（飯田・諏訪・伊那・佐久・木曽　各税務署）

名古屋国税局

東京税関

銚子・館山・木更津・茂原・東金・芝・鶴見・横浜中・横浜南・神奈川・横須賀・平塚・鎌倉・藤沢・小田原　各税務署
（保土ヶ谷・戸塚・緑・厚木・大和・甲府・山梨・大月・鰍沢　各税務署)

名古屋税関

大阪税関

神戸税関

長崎税関

沖縄地区税関

清水税関支署・豊橋税関支署・中部空港税関支署・四日市税関支署

京都税関支署・堺税関支署・関西空港税関支署・和歌山税関支署

姫路税関支署・尼崎税関支署・水島税関支署・宇野税関支署・広島税関支署・呉税関支署・福山税関支署・小松島税関支署・坂出税関支署・
松山税関支署・今治税関支署・新居浜税関支署・高知税関支署

宇部税関支署・岩国税関支署・徳山税関支署・戸畑税関支署・大分税関支署・細島税関支署

輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社

大臣官房　地方課

関東財務局

東海財務局

近畿財務局

中国財務局

四国財務局

九州財務局

福岡財務支局

関税局　総務課

日本銀行

関東信越国税局

東京国税局

各秘書官

大臣

副大臣

大臣政務官

事務次官

大臣官房長

横浜税関



（　）内の機関は管轄地域に海岸を有していない機関

釧路税関支署・苫小牧税関支署・根室税関支署・青森税関
支署・八戸税関支署・宮古税関支署・大船渡税関支署（千

歳税関支署）

八戸・十和田・むつ・宮古・大船渡・久慈・釜石・仙台中・
仙台南・石巻・塩釜・気仙沼・いわき・相馬　各税務署
（一関・仙台北・古川・大河原・築館・佐沼　各税務署）

仙台国税局

国税庁長官官房　総務課

別図３津波警報等伝達経路図（日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震）

輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社

函館税関

横浜税関

内閣府

函館財務事務所・釧路財務事務所・帯広財務事務所

青森財務事務所・盛岡財務事務所・福島財務事務所

事務次官

大臣官房長

日本銀行

函館・釧路・帯広・苫小牧・根室・浦河・十勝池田　各税務署

大臣官房　地方課

関税局　総務課

仙台塩釜税関支署・小名浜税関支署（仙台空港税関支署）

大臣官房審議官
（危機管理担当）

各秘書官

札幌国税局

大臣

北海道財務局

副大臣

東北財務局

大臣政務官
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