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第１編 総則 

第１章 計画の概要 

第１ 計画の目的 

この計画は、災害対策基本法（昭和 36年法律第 223 号）第 42条及び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６条第１項の規定に基づき、

神山町防災会議が作成する災害対策計画であり、神山町（以下「町」という。）の地域における

災害に係る町の処理すべき事務又は業務に関し、地域内の関係機関の協力業務も含めて、その大

綱を定めることにより、災害に対する総合的かつ計画的な防災対策の推進を図り、もって住民の

生命、身体及び財産を災害から保護し又は被害を最小限に止めることを目的とする。防災に関す

る政策・方針決定過程及び防災の現場における女性や高齢者、障害者などの参画を拡大し、男女

共同参画その他の多様な視野を取り入れた防災体制を確立する。 

第２ 計画の性格 

神山町地域防災計画は、「一般災害対策計画編」及び「地震災害対策計画編」により構成され

る。 

このうち、一般災害対策計画は、町内の災害全般に関して総合的な指針及び対策を定めるもの

であり、切迫性の高い地震災害対策計画は、災害予防、災害応急対策、災害復旧・復興の各段階

における対策を体系的に位置づけるものである。 

 

神山町地域防災計画 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第３ 計画の構成 

この計画は、東日本大震災からの教訓・課題を受け、行うべき防災対策を全般的に見直すとと

もに、切迫性の高い東海・東南海・南海三連動地震や中央構造線・活断層帯を震源とした直下型

地震など、今後予想される災害に備えるため、予防、応急対応、復旧・復興の各段階における対

策を踏まえ、次の事項によりこの計画を構成する。 

 

１ 防災関係機関の処理すべき事務又は業務の大綱 

町並びに指定地方行政機関，指定公共機関，指定地方公共機関及び公共的団体、その他防災

上重要な施設の管理者（以下「防災機関」という。）が災害に対して処理すべき基本的な事務

又は業務を定める。 

 

２ 災害予防計画 

東日本大震災の教訓から、災害を完全に防ぐことは不可能であり、災害時の被害を最小化す

る「減災」の考え方を防災の基本方針に置き、たとえ被災しても「人命」を守ることを最優先

 

総則 

災害予防計画 

応急対策計画 

復旧・復興計画 

林野火災対策計画 

原子力災害対策計画 

 

一般災害対策計画 
 

総則 

震災予防計画 

震災応急対策計画 

復旧・復興計画 

東海地震の警戒宣言に伴う対応 
南海トラフ地震臨時情報に伴う対応 

 

地震災害対策計画 



 

 

2 

 

とする対応が必要である。 

そのため、「町民一人ひとりが、自分の命は自分で守る（自助）」を基本認識とし、平常時

より防災についての備えを心がけるとともに、災害発生時には自らの身を守るよう行動するこ

とが重要である。また、「初期消火や近隣の負傷者、災害時要配慮者を地域の人々が協力しあ

って助ける（共助）」、「避難場所での活動、県、市町村が行う防災活動（公助）」において

も、それぞれの役割を十分に果たせるよう取り組むことが重要である。 

ここでは、町民の防災運動としての自主防災組織の組織化促進と活動の活性化を図り、防災

機関とも協力しあって、町民への防災思想、防災知識を普及啓発し、防災意欲の高揚を図ると

ともに、これらの組織が災害時に円滑かつ的確に活動できるよう、実践的な防災訓練を実施す

る体制づくりや、町職員に対する災害防止に必要な教育の徹底を図る等の対応すべき事項につ

いて基本的な計画を定める。 

 

３ 災害応急対策計画 

迅速かつ正確な情報収集・伝達・共有が可能となるよう、平常時からの備え・訓練を実施し、

的確に情報を把握・想定でき、適時に判断・対応できるようにするための災害応急対策につい

て基本的な計画を定める。 

 

４ 災害復旧・復興計画 

被災者の生活再建を支援し、再度災害の防止に配慮した施設の復旧等を図るとともに、より

安全性に配慮した地域振興のための基礎づくりをめざした害復旧・復興の実施にあたっての基

本的な方針を定める。 

第４ 計画の修正 

この計画は、災害対策基本法第 42 条の規定に基づき、毎年定期的に検討を行い、必要がある

と認められるときは、すみやかに修正するものとする。 

第５ 計画の習熟等 

この計画は、町の職員及び防災関係施設の管理者、その他防災関係機関に周知し、これら関係

者は、平常時において訓練その他の方法により、この計画の習熟に努めるものとする。また、町

は、この計画の趣旨等について広く住民への周知を図り、その理解を得るものとする。 
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第２章 神山町の概況 

第１ 自然環境の特性 

１ 地勢 

本町は徳島県のほぼ中央部に位置し町役場所在地点は東経 134°21′北緯 33°57′で東西約

20㎞、南北約 10㎞、総土地面積 173.30㎞ 2の広大な圏域を有し、その 86.0％が山地であり、

東は南行者野を境にして徳島市に、鬼籠野を境にして佐那河内村に接し、西は川井峠を経て美

馬市に隣接し、南は剣山山系を境として那賀町、上勝町に、北は吉野川市、石井町に接してい

る。 

町の中央を流れる鮎喰川は、町内渓谷の水を集めて延々43㎞を北東に流れ吉野川に注いでい

る。 

鮎喰川及びその支流域のわずかな低地や河岸段丘や地すべりによる緩傾斜地に平地が形成さ

れており、集落や耕作地など生活の基盤になっている。 

 

２ 地質 

本町の地質構造は、北から「三波川帯」「御荷鉾（みかぶ）帯」「秩父累帯北帯」の３帯に

区部される。  

「三波川帯」は、神山町で最も広く分布しており、古生代から中生代にかけて海底に堆積し

た泥岩、砂岩、チャートと同じ時代に海底に噴出した玄武岩質溶岩とが、白亜紀になって変成

作用をうけ変成岩となったものである。 

「御荷鉾（みかぶ）帯」は緑色岩類を主とする地域で、「三波川帯」と「秩父累帯北帯」に

挟まれるように形成している。この緑色岩類は、すべて海底火山活動の噴出物とそれに関連し

た堆積岩、深成岩、岩脈類を原岩とする変成岩である。南北には、２つの断層「御荷鉾構造帯

（みかぶ線）」を形成し、周辺には破砕帯を伴い、地すべりの多い地帯となっている。 

「秩父累帯北帯」には、砂岩、泥岩、チャート、石灰岩のような堆積岩と、海底火山の噴出

による玄武岩質溶岩、少量のはんれい岩の岩脈が分布している。 

また、町の中央を流れる鮎喰川と、その支流河川の氾濫によって形成された新生代の段丘堆

積層が断片的に点在している。 

これらの地層から形成された土壌は一般に礫、岩片を混じえた土壌のため、理学性は良好で

あり養分に富んでおり、急傾斜地まで耕地がよく発達している。また山地は樹木がよく繁茂し、

杉、檜等の良質材が生産されている。 

 

３ 活断層 

神山町には、大きな断層が二つあり、ひとつは前述した「御荷鉾構造帯」で、もう一方は

「鮎喰川断層」である。 

「御荷鉾構造帯」は、神山町では、川井峠から鮎喰川の谷に沿って東ないし東北東にのび、

今井（下分）、寄井、中津（神領）、元山（鬼籠野）を経て府能隧道あたりから佐那河内村へ

と続いている。 

周辺には、いくつかの右ずれ断層があるが、その活動度は小さい。 

「鮎喰川断層」は、石井町から童学寺付近を通り、鮎喰川に沿って南西にのび三波川帯、御

荷鉾線緑色岩帯を斜めに切って秩父累帯北帯に入り、剣山南方を通り、高知県物部川流域に達

する大断層である。この断層は、水平方向に移動した左横ずれ断層であり、北西の地層は断層

に沿って南西方向へ、南東の地層は同じく北東方向へ水平に動き、その相対的変位量は約２km

にも及んでいる。 

第２ 社会環境の特性 

１ 人口 

昭和 30年代後半からの高度経済成長に伴い、大都市圏へ若年層が転出し、以降、地方経済
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の低迷から転出超過が止まない状況が続いている。出生数も年々少なくなり、昭和 40年には

16,000人を超えていた町の人口は減少を続け、平成 25年には 6,270人まで減少した。 

国勢調査を基準とした推計では平成 22年１月時点で人口 6,057人、人口増加率▲2.70、千

人当たり出生率 2.73人、千人当たり死亡率 20.56人となっている。 

年齢別構成割合の推移では、年少人口(0～14歳)と生産年齢人口（15～64歳）の割合が漸減

する一方、高齢人口（65歳以上）の割合が平成 2年から急増し少子・高齢化が進行してい

る。 

 

２ 土地利用 

本町の土地利用の状況として、森林比率が 86.0％、可住地面積割合は 17.6％となっている。 

土地利用の分布をみると、宅地および農地は主に鮎喰川沿いやその支流の比較的低い部分に

分布し、まとまった平坦地は少ない。標高が高くなるにつれて山林部分が多く、一部標高の高

いところにも住宅、農地の分布をみることができる。 

 

３ 産業 

就業者総数は、生産年齢人口の減少、急速な高齢化、基幹産業である農業の不振などの影響

により、平成 17年に 3,500 人あまりまで減少した。 

平成 17 年の産業別就業割合を見ると、第１次産業 33.4％、第２次産業 23.7％、第３次産業

42.7％となっており、現在も農業が基幹産業であるものの、第３次産業の比率は年々高まり、

他市町村からの通勤者数も増加傾向にあることから、就業構造が変化しつつある。 

本町の農業は、中山間地域特有の傾斜地を利用した果樹や花卉類が中心であり、農家１戸の

経営耕地面積は 34.5ａで零細な経営規模が多くなっている。 

林業においては、森林面積の 70％を占める人工林のうち、約 59％が林齢 45 年以上を経過し

収穫期を迎えているが、厳しい経営環境のため、適切な伐採、造林、保育が十分に進んでいな

い。 

 

４ 交通 

本町における交通網は幹線道路として国道 193号が上分地区を南北に走り、北は吉野川市を

経由して高松へ、南は那賀町経て海陽町までつながっている。 

徳島市へ通じる一般国道 438 号と主要地方道が４線走り町の動脈を形成している。そのほか、

一般県道が４線あり町内の各地区を結んでおり、日常生活に密着した道路として町道が 342 路

線、約 460km ある。さらに本町の幹線産業を支える農林道等が 61 線、約 103km ある。なお、

幹線道路は徳島市との接近性から鮎喰川に平行する形で、東西に整備される傾向がみられる。 

 

＜主要地方道＞ 

 

主要地方道神山鮎喰線 … 本線は交通量が多く、徳島市及び市周辺への通勤通学等に重要

な路線である。 

主要地方道石井神山線 … 本線は石井町、徳島市へ連絡する路線であり、神山鮎喰線と同

様に生活道路として重要である。 

主要地方道鴨島神山線 … 本線は吉野川市鴨島から神山町阿野を結ぶ路線である。特に四

国の道として重要な路線である。 

主要地方道神山川島線 … 本線は吉野川市川島から神山町神領を結ぶ路線である。 

 

＜一般県道＞ 

 

徳島県道 253号山川海南線･････吉野川市～海陽町（神山町上分大中尾通過） 

徳島県道 123号神山国府線･････神山町阿野字五反地～徳島市国府町府中字御所の池 

徳島県道 207号鬼籠野国府線･･･神山町鬼籠野～徳島市国府町南岩延 

徳島県道 245号二宮山川線･････神山町阿野～吉野川市山川町堤外 
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第３章 防災関係機関の処理すべき事務又は業務の大綱 

防災に関し、防災関係機関の処理すべき事務又は業務の大綱はおおむね次のとおりである。 

第１ 実施責任者と対策の体系化 

１ 神山町 

町は、町の地域並びに住民の生命、身体及び財産を災害から保護する防災の第一次責任者と

して県、指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関及び他の地方公共団体並びに町

内の公共団体及び住民の協力を得て防災活動を実施する。 

 

２ 指定地方行政機関 

指定地方行政機関は、町の地域並びに住民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、

指定行政機関及び他の指定地方行政機関と相互に協力し、防災活動を実施するとともに、町の

防災活動が円滑に実施されるよう勧告、指導、助言等の措置をとる。 

 

３ 指定公共機関及び指定地方公共機関 

指定公共機関及び指定地方公共機関は、その業務の公共性又は公益性に鑑み、自主的に防災

活動を実施するとともに、町の防災活動が円滑に実施されるようにその業務に協力する。 

 

４ 公共的団体及び防災上重要な施設の管理者 

公共的団体及び防災上重要な施設の管理者は、平常時から災害予防体制の整備に努め、災害

発生時には災害応急措置を実施するとともに、町その他防災関係機関の防災活動に協力する。 

第２ 処理すべき事務又は業務の大綱 

１ 神山町 

機関の名称 処理すべき事務又は業務の大綱 

神山町 

(1) 町防災会議に関する事務 

(2) 防災組織の整備 

(3) 防災訓練の実施 

(4) 防災に関する物資及び資材の備蓄、整備及び点検 

(5) 防災に関する施設及び設備の整備及び点検 

(6) 町地域の災害に関する情報の収集、伝達及び被害調査 

(7) 住民等に対する災害広報 

(8) 警報の伝達並びに避難情報の周知又は避難指示 

(9) 消防・水防その他の応急措置 

(10)災害時要配慮者・避難行動要支援者に関する事項 

(11)被災者の救難、救助、その他の保護 

(12)災害を受けた児童、生徒の応急の教育 

(13)食糧、医薬品、その他の物資の確保 

(14)施設及び設備の応急の復旧 

(15)清掃、防疫その他の保健衛生 

(16)緊急輸送等の確保 

(17)災害復旧の実施 

(18)町内における公共的団体及び住民防災組織の育成指導 

(19)ボランティアに関する事項 

(20)その他災害発生の防御又は拡大防止のための措置 
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２ 徳島県 

機関の名称 処理すべき事務又は業務の大綱 

徳島県 

(1) 県防災会議に関する事務 

(2) 防災組織の整備 

(3) 防災訓練の実施 

(4) 防災に関する物資及び資材の備蓄、整備及び点検 

(5) 防災に関する施設及び設備の整備及び点検 

(6) 県地域の災害に関する情報の収集、伝達及び被害調査 

(7) 住民等に対する災害広報 

(8) 警報の伝達並びに避難情報の周知又は避難指示 

(9) 消防、水防その他の応急措置 

(10)被災者の救難、救助、その他の保護 

(11)災害を受けた児童、生徒の応急の教育 

(12)食糧、医薬品、その他の物資の確保 

(13)施設及び設備の応急の復旧 

(14)清掃、防疫その他の保健衛生 

(15)犯罪の予防、交通規制その他災害地における社会秩序の維持 

(16)緊急輸送等の確保 

(17)災害復旧の実施 

(18)市町村等関係機関との防災に関する連絡事項 

(19)ボランティアに関する事項 

(20)公共的団体及び住民防災組織の育成指導 

(21)その他災害発生の防御又は拡大防止のための措置 

徳島県東部県税局 
災害に関する情報の収集伝達 

町の実施する被災者の救助の応援及び調整 

徳島県東部保健福祉局 

（徳島保健所） 

町の実施する被災者の救助の応援 

食糧、その他の物資の確保 

清掃、防疫その他保健衛生についての応急措置 

徳島県東部農林水産局 
農地及び農業用施設に対する応急措置・新設改良及び災害復旧 

治山・治水に対する新設改良及び災害復旧 

徳島県東部県土整備局 
公共土木施設に対する応急措置 

公共土木施設の新設改良及び災害復旧 

徳島県警察 

（徳島名西警察署） 

災害に関する情報の収集伝達及び災害原因調査 

災害広報 

避難の指示、誘導 

被災者の救出、救護 

危険物の取締り 

緊急輸送車両の確認及び確認証明書の交付 

交通規制、警戒区域の設定その他社会秩序の維持 

犯罪の予防その他災害地における社会秩序の維持 

行方不明者の捜索、死体検視及び身元確認 
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３．指定地方行政機関 

機関の名称 処理すべき事務又は業務の大網 

四国管区警察局 

管区内各県警察の災害警備活動及び相互援助の指導・調整 

他管区警察局及び警察庁との連携 

管区内防災関係機関との連携 

管区内各県警察及び防災関係機関等からの情報収集及び報告連絡 

警察通信の確保及び統制 

広域緊急援助隊の運用 

四国総合通信局 

電気通信の統制管理 

電気通信の確保及び非常通信の運用管理 

防災相互通信用無線局の整備育成 

徳島県非常通信協議会の育成指導 

四国財務局徳島財務事務

所 

公共土木施設及び農林水産業施設等の災害復旧事業費の査定立会 

地方公共団体に対する災害融資 

災害応急措置等の用に供する場合の国有財産の貸付 

災害時における金融機関の業務運営の確保及び金融上の措置 

四国厚生支局 独立行政法人国立病院機構等関係機関との連絡調整 

徳島労働局 

工場，事業場における労働災害の防止 

被災者に対する早期再就職のあっ旋等 

雇用保険の失業等給付及び労災保険給付等 

中国四国農政局徳島農政

事務所 

応急食糧の緊急引渡しに関する事項 

政府保管主要食糧、飼料の受渡等に関する事項 

四国森林管理局 

徳島森林管理署 

国有林野の治山事業の実施並びに民有林直轄冶山事業の実施 

国有保安林の整備保全 

災害応急対策用木材（国有林）の供給 

四国経済産業局 

物資の需給の調整 

被災商工業，鉱業の事業者の業務の正常な運営の確保 

電気，ガス事業に関する復旧促進等の対策 

四国地方整備局 河川，道路，港湾，空港などの防災対策及び災害復旧対策の実施 

四国運輸局徳島運輸支局

（応神町庁舎） 

陸上輸送機関，その他関係機関との連絡調整 

陸上における緊急輸送の確保 

道路運送事業者の安全輸送の確保等に係る災害応急対策の指導 

徳島地方気象台 

気象・洪水・高潮・波浪に関する注意報、警報、情報の発表及び伝達 

気象観測の実施及び観測施設に関すること 

気象知識の普及及び関係機関の計画等への助言 

災害発生時の各種情報提供 

県からの派遣要請等があった場合、職員の派遣及び防災情報の開設 
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４．指定公共機関 

機関の名称 処理すべき事務又は業務の大網 

日本郵政株式会社四国支

社 

郵便業務の確保を図るとともに、次により災害特別事務取扱い、援護

対策を実施する。 

被災者に対する郵便葉書等の無償交付 

被災者が差し出す郵便物の料金免除 

被災地あて救助用郵便物の料金免除 

被災者救助団体に対するお年玉付郵便葉書等に付加される寄附金の配 

分 

日本銀行（徳島事務所・

高松支店） 

災害時における通貨の円滑な供給の確保 

損傷銀行券引換のための措置および手形交換における不渡処分猶予等

の特別措置 

金融機関の休日営業日および営業時間の延長その他緊急措置について

の指導 

各種金融措置に関する広報 

日本赤十字社徳島県支部 

救護班の編成及び医療並びに助産等の救護の実施に関する事項 

災害救助の協力奉仕団の連絡調整に関する事項 

義捐金品の募集配分に関する事項 

ボランティア活動体制の整備に関する事項 

日本放送協会徳島放送局 
住民に対する防災知識の普及及び警報等の周知徹底に関する事項 

社会事業団体等による義援金品の募集に関する事項 

独立行政法人 

国立病院機構本部 

（中国四国ブロック事務

所） 

災害時における独立行政法人国立病院機構の医療、災害医療班の編

成、連絡調整並びに派遣の支援 

広域災害における独立行政法人国立病院機構からの災害医療班の派遣、

輸送手段の確保の支援 

災害時における独立行政法人国立病院機構の被災情報収集、通報 

独立行政法人国立病院機構の災害予防計画、災害応急対策計画、災害

復旧計画等の支援 

西日本電信電話株式会社

徳島支店及び株式会社ｴ

ﾇ･ﾃｨ･ﾃｨﾄﾞｺﾓ四国支社徳

島支店 

電気通信施設の整備に関する事項 

警報の伝達及び非常緊急通話の取扱いに関する事項 

被災電気通信施設の応急対策及び災害復旧に関する事項 

ＫＤＤＩ株式会社 

徳島支店 

電気通信施設の整備に関する事項 

警報の伝達及び非常緊急通話の取扱いに関する事項 

被災電気通信施設の応急対策及び災害復旧に関する事項 

ソフトバンクテレコム株

式会社及びソフトバンク

モバイル株式会社 

電気通信施設の整備に関する事項 

警報の伝達及び非常緊急通話の取扱いに関する事項 

被災電気通信施設の応急対策及び災害復旧に関する事項 

日本通運株式会社徳島支店 貨物自動車等による救助物資及び避難者の輸送の協力に関する事項 

四国電力株式会社徳島支店 

四国電力送配電株式会社徳

島支社 

電力施設等の防災管理に関する事項 

被災施設の応急対策及び災害復旧に関する事項 

被災施設の調査及び復旧 
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５．指定地方公共機関 

機関の名称 処理すべき事務又は業務の大網 

四国ガス株式会社徳島支店 

災害時におけるガスの安定供給の確保に関する事項 

ガス施設の防災対策及び災害時における供給対策に関する事項 

住民に対する災害時のガス事故防止に係る緊急措置等の周知徹底に関

する事項 

一般社団法人徳島県エル

ピーガス協会 
ＬＰガス施設の防災対策及び災害時における供給対策 

四国放送株式会社、 

一般社団法人徳島新聞社 

株式会社エフエム徳島 

住民に対する重要な情報の周知と防災知識の普及に関する事項 

社会事業団体等による義援金品の募集協力に関する事項 

一般社団法人徳島県バス

協会及び社団法人徳島県

トラック協会会社 

貨物自動車等による救助物資及び避難者の輸送の協力に関する事項 

社団法人徳島県医師会 

名西郡医師会 

救護班の編成並びに連絡調整 

災害時における医療救護活動の実施 

社会福祉法人徳島県社会 

福祉協議会 

神山町社会福祉協議会 

ボランティア活動体制の整備 

被災生活困窮者に対する生活福祉資金の貸付 

 

 

６．自衛隊 

機関の名称 処理すべき事務又は業務の大網 

陸上自衛隊第 14旅団及

び自衛隊徳島地方協力本

部 

災害派遣に必要な基礎資料の調査及び収集 

県・市町村が実施する防災訓練への協力 

災害派遣の実施 

災害救助のため、防衛省の管理に属する物品の無償貸付及び譲与 

海上自衛隊徳島教育航空

群及び海上自衛隊 24航

空隊 

情報収集 

主に航空隊による人命救助 

救援物資の空輸 

その他災害対策 
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７．公共的団体及び防災上重要な施設の管理者 

機関の名称 処理すべき事務又は業務の大網 

神山町消防団 

平常時の防災訓練等の実施 

情報収集に関する事項 

初期消火に関する事項 

救急、救護に関する事項 

避難誘導に関する事項 

その他保有装備を活用した災害応急対策の実施に関する事項 

名西郡農業協同組合 

徳島中央森林組合 

農林関係の被害調査及び対策の指導 

被災農業者に対する融資のあっせんの協力 

町その他防災関係機関の防災活動についての協力 

神山町商工会 

商工業関係の被害調査及び対策の指導 

被災商工業者に対する融資のあっせんの協力 

町その他防災関係機関の防災活動についての協力 

 

８．住民 

機関の名称 処理すべき事務又は業務の大網 

住民 

自らの防災対策を定期的に点検するよう努める。  

自ら防災対策を行うとともに、地域において相互に連携して防災対策
を行う。  

防災訓練及び研修に積極的に参加するなどして、地震や台風等の自然
現象の特徴、予測される被害、災害発生時の備え、災害発生時に取る
べき行動に関する知識の習得に努める。 

生活地域における地形、地質、過去の災害記録等の情報を収集するよ
う努める。  
避難所、避難の経路及び方法、家族との連絡方法等を予め家族で確認
しておく。 

建築物の所有者は、当該建物について必要な耐震診断を行うととも
に、その結果に応じて改修等を行うよう努める。  

家具、窓ガラス等について、転倒、落下等による被害の発生を防ぐた
めの対策をとるよう努める。 

ブロック塀、公告板その他の工作物又は自動販売機を設置するもの
は、当該工作物等の強度等を定期的に点検し、必要に応じて補強、撤
去等を行うよう努める。 

被害拡大防止のため、消火器等を準備しておくよう努める。 

災害発生に備えて、食料、飲料水、医薬品その他の生活物資を備蓄
し、ラジオ等の情報収集の手段を用意しておくよう努める。  

高齢者、障害者等で避難に支援が必要となるものは福祉課等に、避難
の際に必要な自らの情報を提供するよう努める。 

自主防災組織を結成し、その活動に積極的に参加するよう努める。 

災害が発生し、又は発生の恐れがある場合には、災害に関する情報の
収集に努め、必要と判断したときは、自主的に避難する。また町が避
難勧告、避難指示を発したときは、速やかにこれに応じて行動する。  

避難は、町の地域防災計画、防災・ハザードマップ等によって示され
た行動基準に従って行う。 

 



 

 

11 

 

９．自主防災組織 

機関の名称 処理すべき事務又は業務の大網 

自主防災組織 

 

千里西部自主防災会 

千里東部自主防災会 

喜来谷自主防災会 

中組自主防災会 

西稲原自主防災会 

中稲原自主防災会 

東稲原自主防災会 

栗生野自主防災会 

松ノ本・京地自主防災会 

地野自主防災会 

神領上自主防災会 

小野戸主自主防災会 

南谷自主防災会 

千歳自主防災会 

中央自主防災会 

紅葉自主防災会 

松尾地区自主防災会 

阿川東部自主防災会 

阿川西部自主防災会 

五反地自主防災会 

大地谷自主防災会 

殿宮自衛消防隊 

大中尾自衛消防隊 

中津自衛消防隊 

金泉自衛消防隊 

江田自衛消防隊 

川又自衛消防隊 

川又婦人消防隊 

中谷・名本自衛消防隊 

喜来谷自衛消防隊 

玉谷自衛消防隊 

北谷自衛消防隊 

 

自らの防災対策を定期的に点検するよう努める。 

予め災害が発生する危険性が高い場所及びその場所の危険度を確認す

るよう努める。 

避難所、避難の経路及び方法を確認するよう努める。 

災害が発生する危険性が高い場所や避難経路や避難所など防災に関す

る情報を示した災害予測地図・防災地図(ハザードマップ)を作成する

よう努める。  

災害時要配慮者への避難誘導、避難支援等を行うための体制を整備す

るよう努める。 

災害時等に地域住民がとるべき行動について、災害発生時、避難途中、

避難所等における行動基準を作成し、周知するよう努める。  

地域住民の防災意識の啓発及び高揚並びに地域防災力の向上を図るた

めに研修・防災訓練を行うよう努める。 

地域の実情に応じて、必要となる資器材及び物資を備蓄しておくよう

努める。 

町が行う防災活動及び災害復旧活動に協力する。 

 

 



 

 

 

第２編 災害予防計画 
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第２編 災害予防計画 

第１章 防災教育・訓練実施計画 

第１節 防災知識の普及・啓発計画 

第１ 計画の趣旨等 

大規模災害時には町等防災関係機関の活動が制約されることが予想されることから、住民一人

ひとりが、「自らの身の安全は自らが守ること（自助）」を基本認識とし、平常時より防災につ

いての備えを心がけるとともに、発災時には自らの身を守るよう行動することが重要である。 

また、災害時には、「初期消火や近隣の負傷者、災害時要配慮者を、地域の人々が協力しあっ

て助けること（共助）」、避難場所での活動、あるいは「町など行政が行う防災活動（公助）」

への協力など、防災への寄与に努めることが求められる。 

こうしたことから，防災対策をより一層効果的に行うためには、自助、共助、公助が、それぞ

れの役割を十分果たすとともに、相互の密接な連携・協働のもとに行う官民をあげての取り組み

が重要であり、住民防災運動として、自主防災組織の組織化の促進と活動の活性化を図り、既存

の自主防災組織、事業所等の自衛消防組織等と協力して住民に防災思想、防災知識を普及啓発し、

防災意識の高揚に努めるとともに、防災関係機関の職員（以下「防災対策要員」という。）に対

して災害の防止に必要な教育の徹底を図るものとする。この際、男女共同参画の視点を取り入れ

た防災体制の確立にも配慮するものとする。 

さらに、南海トラフ巨大地震など大規模災害から迅速かつ円滑に復旧・復興するためには、住

民をはじめ、地域コミュニティ、事業者、行政など、復興を担う関係者における被災後の復興プ

ロセスの事前理解はもとより、被災前からの復興に向けた様々な「準備」や「実施」である「事

前復興」に、平時から取り組んでおくことが極めて重要である。こうしたことから、「徳島県復

復興指針」に基づき、平時からの「事前復興」の視点を取り入れた防災知識の普及・啓発に努め

るものとする。 

なお、防災対策要員においては、住民の先頭に立って災害対策を推進する必要があり、災害と

その対策に関する深い知識と高い意識を身につけられるよう防災教育活動を実践する必要がある。 

 
一般住民に対する防災知識の普及計画 

 

  
児童・生徒に対する防災教育計画 

   防災知識の普及・啓発計画 

 
防災対策要員に対する防災教育計画 

 
 

 
災害教訓の伝承 

第２ 一般住民に対する防災知識の普及計画 

町は、住民に対し、災害の発生時期及び種類に応じた災害時の心得、被害予防対策等の記事を

広報紙に掲載するほか、広報パンフレット等を適宜作成配布するとともに、防災展の開催や社会

教育の場等に防災教育を組み入れるなど、住民の防災意識の高揚を図るとともに、災害時には住

民一人ひとりが正しい知識と判断をもって、自らの生命と財産は自らの手で守るという心構えと

行動ができるよう、次により防災知識の普及徹底を図るものとする。 
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１ 広報紙、パンフレット等の利用 

主な実施機関 

町（総務課） 

 

 (1) 災害の知識 

① 簡単な気象知識に関すること 

② 風水害に関する一般的知識 

③ 過去の主な被害事例 

④ 県、町等の災害対策の現状 

⑤ 避難所、避難経路その他避難対策に関する知識 

⑥ ５段階の警戒レベルに対応した避難情報、防災気象情報と住民がとるべき行動 

⑦ 災害危険箇所に関すること 

⑧ 災害時における応急措置並びに心得に関すること 

⑨ 南海トラフ地震に関すること 

   ・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 

   ・南海トラフ地震臨時情報の内容及びこれに基づきとられる措置の内容 

   ・南海トラフ地震臨時情報が出された場合及び南海トラフ地震が発生した場合の出火防止 

    対策、近隣住民と協力して行う救助活動、避難行動、自動車運転の自粛等、防災上とる 

    べき行動に関する知識 

(2) 平常時の心得 

① 家族と避難先や連絡先の相談 

② 防災訓練への参加 

③ 自主防災組織への加入 

④ 住民自ら実施得る、最低でも３日間、可能な限り１週間程度の食糧、水、医薬品、衣類

等生活必需品の備蓄 

⑤ 消火用具の準備 

⑥ 建物の補強、家具類の転倒・落下の防止 

⑦ ブロック塀等の点検補修 

(3) 災害発生時の心得 

① まずわが身の安全の確保 

② すばやく火の始末 

③ 非常脱出口の確保 

④ 火の始末（電気、ガスの元栓を閉鎖） 

⑤ 火がでたらまず消火 

⑥ 避難する時の注意点 

ア あわてて屋外に飛び出さないこと。 

イ 狭い路地、塀ぎわ、崖や川べりに近寄らないこと。 

ウ 山崩れ、崖崩れに注意すること。 

エ 避難は徒歩で、持ち物は最小限にすること。 

オ みんなが協力しあって応急救護を行うこと。 

カ 正しい情報をつかみ、的確な行動をとること。 

⑦ 自主防災組織への参加 

 

２ 防災展の開催 

主な実施機関 

町（総務課、教育委員会、消防本部） 

(1) 展示 

① 風水害に関する一般的知識 

② 過去の主な被害事例 

③ 県、町の災害対策 
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④ 避難所、避難経路、その他避難対策 

⑤ 平常時及び災害時の心得 

⑥ 県内、町内の自主防災組織及びその活動 

(2) 大規模災害の映画の上映会 

 

３ 社会教育の場等における防災教育 

主な実施機関 

町（総務課、教育委員会、消防本部） 

 

 (1) 講座の編成 

① 防災関係基礎知識 

② 平常時の心得 

③ 災害発生時の心得 

④ 応急救護の基礎知識 

⑤ 災害対策映画の上映 

(2) 実習 

① 人工呼吸等応急救護の実習 

第３ 学校における防災教育 

主な実施機関 

町（総務課、教育委員会、消防本部） 

 

町は、様々な危険から児童等の安全を確保するため、防災教育の充実を図る。 

１ 災害発生時における危険を認識し、日常的な備えを行うとともに、自然災害等の危険に際し

て、自らの命を守り抜くため主体的に行動できるようにする。 

２ 自然災害発生の原因や、災害発生時の関係機関の役割、応急手当等、自然災害に関する正し

い知識を習得させるようにする。 

３ 災害発生時及び事後に、支援者となる視点から、安全で安心な社会づくりに貢献できるよう

にする。 

第４ 防災対策要員等に対する防災教育計画 

１ 町職員に対する防災教育 

主な実施機関 

町（総務課、消防本部） 

 

町は、災害時における職員の適正な判断力を養い、各機関における防災体制の確立と防災活

動の円滑な実施を期するため、職員に対する防災教育の徹底を図る。 

(1) 教育の内容 

① 防災計画及びこれらに伴う各機関の防災体制と職員が果たす役割に関すること 

② 災害発生の原因、対策等の科学的、専門的知識に関すること 

③ 過去の主な被害事例に関すること 

④ 防災関係法令の運用に関すること 

⑤ 南海トラフ地震に関すること 

   ・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 

   ・南海トラフ地震臨時情報の内容及びこれに基づきとられる措置の内容 

   ・南海トラフ地震臨時情報が出された場合及び南海トラフ地震が発生した場合の具体的に 

    とるべき行動に関する知識 

   ・南海トラフ臨時情報が出された場合及び南海トラフ地震が発生した場合に職員等が果た 

    すべき役割 
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   ・南海トラフ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 

   ・南海トラフ地震対策として今後取り組む必要のある課題 

  ⑥ 土木、建築その他災害対策に必要な技術に関すること 

(2) 教育の方法 

① 講習会、研修会等の実施 

② 防災活動の手引等印刷物の配布 

③ 見学、現地調査等の実施 

 

２ 自主防災組織、ボランティアに対する防災教育 

主な実施機関 

町（総務課、健康福祉課、消防本部） 

 

町は、災害時における自主防災組織、ボランティアの対応力を養成するため、自主防災組織、

ボランティアに対する防災教育・啓発に努める。 

(1) 講習会 

学識経験者及び関係機関の専門職員を講師として、特に大規模災害の原因及び対策等につい 

ての専門知識を習得させる。また、東日本大震災及び阪神・淡路大震災の教訓等を踏まえ、災 

害時の初期消火、情報収集・伝達、救出・救護、避難等の活動内容及びその活動方法を習得さ 

せる。 

(2) 見学会等 

防災関係機関、防災施設、防災展等防災関係の催し等について見学をさせる。 

第５ 災害教訓の伝承 

町は、過去に起こった大災害の教訓や災害文化を確実に後世に伝えていくため、大災害に関す

る調査分析結果や映像を含めた各種資料を広く収集整理し、適切に保存するとともに、広く一般

に閲覧できるよう公開に努める。 
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第２節 防災訓練計画 

第１ 計画の趣旨等 

災害発生時における迅速かつ的確な防災活動を行うためには、日ごろからの訓練が重要である

ので、防災関係機関は、独自あるいは関係機関相互の連携のもと災害時の状況を想定した具体的

かつ効果的な訓練を年１回以上実施する必要がある。 

なお、住民にもこれらの訓練に積極的に参加させることにより、的確な災害対応を体得させる

必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２ 防災関係機関が実施する訓練計画 

１ 町が実施する訓練 

主な実施機関 

町（各課、消防本部） 

 

(1) 非常参集訓練 

災害対策を実施するために必要な職員を確保するために必要な訓練であり、非常連絡、非常 

参集等職員の動員訓練を実施する。 

(2) 通信連絡訓練 

対策通報、被害情報等を防災関係機関相互に正確かつ迅速に通報するために必要な訓練であ

り、各種事態を想定して訓練を実施する。 

(3) 消防訓練 

災害発生時における災害の規模や態様に応じた円滑な消防活動を実施するために必要な訓練

であり、火災防御技術等の訓練を実施する。 

(4) 避難訓練 

災害発生時に住民を安全な場所へ避難させるために必要な訓練であり、避難指示による誘導

等の訓練を単独又は他の訓練とあわせて実施する。 

(5) 各種救助救護訓練 

孤立者、負傷者等の救出、救助、応急救護、物資の輸送、給水、炊出し等の救助活動を円滑 

防災関係機関が実施す

る訓練計画 

保育所、学校、病院及び社会福

祉法人等における訓練 

町が実施する訓練 

防災関係機関が実施する訓練 

防

災

訓

練

計

画 

広域合同防災訓練計画 

自主防災訓練、住民等

の訓練計画 

事業所における訓練 

自主防災組織、ボランティア

等における訓練 

一般住民の訓練 
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に行うために必要な訓練であり単独又は他の訓練とあわせて実施する。また、医療関係機関と

連携し、トリアージ等の応急救護訓練を実施するものとする。 

(6) 緊急地震速報対応訓練 

緊急地震速報表時の適切な対応行動の普及・啓発に資するため、全国瞬時警報システム(J- 

ALERT)等を活用した緊急地震対応訓練を適宜に実施する。 

(7) 情報伝達訓練 

  津波警報又は南海トラフ地震臨時情報等が発表された場合の情報伝達に係る防災訓練を実施

する。 

 

２ 防災関係機関が実施する訓練 

主な実施機関 

町（総務課、消防本部） 

 

(1) 防災関係機関 

防災関係機関は、風水害や土砂災害を想定し、東日本大震災及び阪神・淡路大震災の教訓を

もとに非常参集、通信連絡、消防、避難、救助等の各種防災訓練を積極的に実施する。 

(2) 町 

町は、防災関係機関が実施する非常参集、通信連絡、消防、避難、救助等各種の防災訓練に

積極的に協力する。 

 

３ 保育所、学校、病院及び社会福祉施設等における訓練 

主な実施機関 

町（総務課、健康福祉課、教育委員会、消防本部） 

 

町は、災害発生時の児童、生徒、傷病者、身体障害者及び高齢者等の災害対応力の比較的低

い施設利用者の生命・身体の安全を図り、被害を最小限に止めるため施設管理者に対して、避

難訓練を中心とする防災訓練を実施するよう指導する。 

第３ 自主防災組織、住民等の訓練計画 

 

１ 訓練の必要性等の周知 

主な実施機関 

町（総務課、消防本部） 

 

災害時に自らの生命及び財産の安全を確保するためには、住民相互の協力のもと、自衛的な

防災活動を実施していくことが重要であり、日ごろから訓練を実施し、災害時の行動に習熟す

るとともに、関連する防災関係機関との連携を深めておく必要がある。 

このため、町は日常的な訓練の必要性や関連する防災関係機関を事業所、自主防災組織、ボ

ランティア及び住民に周知させるものとする。 

 

２ 事業所における訓練 

主な実施機関 

町（消防本部） 

 

学校、工場、事業所及びその他消防法で定められた防火管理者は、その定める消防計画に基

づき避難訓練を定期的に実施するものとする。 

なお、これら事業所は、地域の一員として、町及び地域の防災組織の行う防災訓練にも積極

的に参加し、事業所の特性に応じて地域の防災対策行動に貢献することが望ましい。 
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３ 自主防災組織、ボランティア等における訓練 

主な実施機関 

町（総務課、消防本部）、防災関係機関、自主防災組織、 

防災ボランティア 

 

自主防災組織やボランティア等は、住民の防災活動や防災意識の向上及び関連防災組織との

連携を図るため、町の指導を受けて、地域の事業所とも協調しながら、年１回以上の組織的な

訓練を実施することが望ましい。 

訓練種目としては、初期消火、通報、避難、応急救護及び高齢者、身体障害者、傷病者など

の災害時要配慮者の安全確保の訓練等を主として行うものとする。 

なお、自主防災組織やボランティア等からの指導・協力の要請を受けた防災関係機関は、関

連する諸機関との連携を図りながら、積極的に自主防災組織やボランティア等の活動を支援す

るものとする。 

 

４ 一般住民の訓練 

主な実施機関 

町（総務課、消防本部）、住民 

 

町及び防災関係機関は、災害時において住民一人ひとりが適切な行動がとれるよう防災訓練

に際しては広く住民の参加を呼びかけるものとする。 

なお、一般住民は、防災訓練の重要性を認識し、各種訓練に主体的・積極的に参加するとと

もに、家庭においても日ごろから防災について話し合うなど高い防災意識を持つことが望まし

い。 

第４ 広域合同防災訓練計画 

 

１ 訓練の実施 

主な実施機関 

町（総務課、消防本部）、近隣市町村、徳島県、徳島名西警察署、 

防災関係機関 

 

町は、隣接市町村及び県と協力しながら広域合同防災訓練を実施するものとする。訓練は、

大規模な風水害や土砂災害を想定し、東日本大震災及び阪神・淡路大震災の教訓をもとに、防

災関係機関相互の連携体制の確立や住民と一体となった実際的な訓練を実施することとし現地

対策本部、広域応援体制、ボランティアの受入体制等の訓練を行う。 

 

２ 訓練の内容 

主な実施機関 

町（総務課、消防本部）、近隣市町村、徳島県、 

徳島名西警察署、防災関係機関 

 

(1) 災害対策本部の設置及び運営 

(2) 現地災害対策本部の設置及び運営 

(3) 各種火災消火及び広域消防応援体制の確立 

(4) 救出・救助及び救護・応急医療並びにこれらの広域応援体制の確立 

(5) 避難準備及び避難誘導並びに避難所の機能確保と運営 

(6) ボランティアの受入れ及び活用 

(7) 緊急物資輸送 

(8) 無線による被害情報の収集及び伝達 
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第２章 災害に強いまちづくり推進計画 

第１節 建築物等災害予防計画 

第１ 計画の趣旨等 

建築基準法に基づき、次の計画を推進する事により、建築物の被害の防止又は軽減を図る。 
 

 
災害危険区域指定計画 

 建築物等災害予防計画 

 建築指導計画 

第２ 災害危険区域指定計画 

主な実施機関 

町（総務課、建設課） 

災害危険区域内における住宅の用に供する建築物の建築の禁止、その他建築物に係る制限を行

い、被害の未然防止を図る。 

第３ 建築指導計画 

主な実施機関 

町（総務課、建設課） 

災害危険区域内等における建築物の建築について、適切な行政指導を行い、安全確保について

万全を図る。 
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第２節 土砂災害等予防計画 

第１ 計画の趣旨等 

災害による被害を最小限に止めるためには、その土地の地盤、地形を十分に理解し、その土地

に適した土地利用を行うとともに、災害発生の危険度の高い場所については、災害防除のための

対策を実施して、住民の生命、財産の保全に努める必要がある。 

 

   
地盤災害危険度調査計画 

   

    

土砂災害等予防計画 
  

斜面崩壊予防対策の推進 
  

    

   
農業用ため池等対策 

   

第２ 地盤災害危険度調査計画 

主な実施機関 

町（総務課、建設課） 

１ 地盤情報の収集・蓄積 

町は、行政区域内の地形、地質、土質、地下水位等に関する各種調査を実施し、情報を収

集・蓄積するとともに、地盤災害の危険度の把握に努めるものとする。 

 

２ 地盤情報の公開 

町は、収集・蓄積した地盤情報を広く公開し、公共工事、民間工事における災害対策に必要

な工法の判定等に活用させるものとする。 

第３ 斜面崩壊予防対策の推進 

主な実施機関 

町（総務課、建設課） 

 

１ 地すべり予防対策 

県は、地すべりの起きる可能性のある所を地すべり防止区域、地すべり危険箇所として指定

し、必要な対策を行うが、それには長年月を要することから、町は次のような地すべりの前兆

があれば一応は地すべりと疑って、常に地すべり防止区域を見回り、警戒避難体制を確立する

とともに、必要な事項を記載した印刷物の配布による周知により、人的、物的被害の軽減に努

めるものとする。 

（地すべり防止区域、地すべり危険箇所…別添資料編として整理） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 斜面に段差が出たり、き裂が生じる 

２ 凹地ができたり、湿地が生じる。 

３ 斜面からの湧水が濁ったり、沸き方が急に変化する。 

４ 石積みがはらんだり、擁壁にひびが入る。 

５ 舗装道路やたたき（三和土）などにひびが入る。 

６ 樹林、電柱;墓石などが傾く 

７ 戸やふすまなどの建具がゆるみ、開けたてが悪くなる。 

集中豪雨、長雨、地震時に発見しやすいが、常に注意しておく必要がある。 

地すべりの前兆 
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２ 急傾斜崩壊予防対策 

町は、がけ崩れによる災害を防止するため、がけ崩れのおそれのある箇所を把握し人家５戸

以上（５戸未満であっても学校、病院、旅館等のある場合を含む。）、がけの高さ５ｍ以上、

こう配 30 度以上の危険な「急傾斜地崩壊危険箇所」が急傾斜地崩壊危険区域として指定され

るよう県に対して積極的に働きかけるものとする。 

なお、県は危険度の高い急傾斜地崩壊危険区域から対策工事を実施しているが、全区域にお

いて同時に施行することは困難であることから、次のようながけは危険度が非常に高いものと

して常に注意し、警戒避難体制をとる必要がある。 

また、指定された急傾斜地崩壊危険区域には標識等の設置や必要な事項を記載した印刷物の

配布により付近の住民への周知徹底を図るとともに、定期的な防災パトロールを実施し、簡単

な予防措置（水路の掃除、不安定土塊の除去、風等で地盤を揺すぶる大木の切除など。）を講

じるものとする。 

（急傾斜地崩壊危険区域、急傾斜地崩壊危険箇所…別添資料編として整理） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 土石流発生危険区域予防対策 

最近における災害の特徴として、一見安定していると思える地域において、集中豪雨、地震

後の降雨等により、土石流が発生し、人家集落が悲惨な災害を受けた事例が頻発している。 

これら事例に鑑み、町は、土石流危険予想地域に簡易雨量計を設置し、観測するとともに、

迅速で的確な警報の伝達、避難等の措置が行われるよう警戒避難体制を確立するほか、必要な

事項を記載した印刷物の配布による周知、自主防災組織の育成、土石流危険渓流のパトロール

等を実施し、土石流による災害を未然に防止するものとする。 

なお、土石流対策の雨量基準（警戒雨量、避難雨量）の設定については、県の充分な指導を

受けるものとする。 

 

４ 山地に起因する災害危険箇所（山腹崩壊危険地区、崩壊土砂流出危険地区）の予防対策 

近年、台風や集中豪雨に伴い、山地の崩壊・土石流・地すべり等の「山地災害」が多発し、

人命・財産に深刻な被害をもたらしている。これらの災害を未然に防止するため、林野庁は、

山腹の崩壊や落石による災害が発生する危険性が高い地区を「山腹崩壊危険地区」、山腹の崩

壊や地すべりによって発生した土砂などが、土石流となって流出し災害が発生する危険性の高

い地区を「崩壊土砂流出危険区域」として区分しており、県は、それぞれ危険地区を林野庁の

定める調査要領に基づき判定している。 

町は、県とともに、住民に山地災害危険個所の情報を周知し、集落の実態を調査し、危険度

に応じた警戒避難体制を確立するとともに、県や山地防災ヘルパーとも連携して定期的なパト

ロールを実施する。特に、人的被害の軽減を最優先に考え、山地災害危険箇所内にある要配慮

者関連施設の周辺を重点的に実施する。 

町は、山地災害を未然に防止するため、治山事業による防災対策を推進するよう県に働きか

けていくとともにそれを支援する。 

 

 

 

１ クラック（き裂のあるがけ） 

２ 表土の厚いがけ 

３ オーバーハングしているがけ 

４ 浮石の多いがけ 

５ 割目の多い基岩からなるがけ 

６ 湧水のあるがけ 

７ 表流水が集中するがけ 

８ 高さ５ｍ以上、こう配３０度以上のがけ 

９ 日当たりが悪く、植生の貧弱ながけ 

集中豪雨、長雨、地震時には特に注意する必要がある。 

危険度の高いがけ 
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５ 土砂災害警戒区域等における予防対策 

土砂災害法に基づく警戒区域及び特別警戒区域指定箇所においては、住民にその状況周知を

図るとともに、安全対策に努める。 

土砂災害警戒区域の指定があった場合は、本町は、警戒区域ごとに土砂災害に関する情報の

収集・伝達、避難及び救助等、警戒避難体制に関する事項について町防災計画に定めるものと

し、円滑な警戒避難が行われるために必要な事項を住民に周知するよう努める。 

また、県の調査結果に基づいて、警戒区域の高齢者等、災害時要配慮者が利用する施設等に

対し、円滑に警戒体制配備にあたるとともに迅速かつ適切な避難行動に向け、土砂災害に関す

る情報等の伝達方法を定める。 

(1) 土砂災害警戒区域等の指定 

土砂災害から住民の生命及び身体を守るため、急傾斜地の崩壊、土石流又は地すべりが発生

するおそれがある土地の区域を明らかにし、警戒避難体制の整備を図るとともに、一定の開

発行為を制限すること等を盛り込んだ土砂災害推進定の開発行為を制限すること等を盛り込

んだ土砂災害対策の推進を図る。そのため、町は、土砂災害警戒区域等における土砂災害警

戒区域、土砂災害特別警戒区域の指定を計画的に行うよう、県にはたらきかけていくととも

に、それを支援するものとする。 

・土砂災害警戒区域内にある要配慮者等利用施設 

①神山町養護老人ホーム寿泉園 神山町神領字西上角 127 

②広野保育所 神山町阿野字広野 154-1 

(2) 警戒避難体制の整備 

町は、土砂災害警戒区域毎にパトロールを実施する体制を確立するとともに、土砂災害に関

する情報の収集及び伝達、予警報の発令及び伝達、避難、救助その他必要な警戒避難体制に

関する事項を定める。土砂災害警戒区域内に主として高齢者等の災害時要配慮者が利用する

施設がある場合は、当該施設の利用者の円滑な警戒避難が実施されるよう土砂災害に関する

情報の伝達方法を定める。 

なお、災害時要配慮者等が利用する施設等の管理者は、その情報を活用して施設利用者が安

全な避難行動をとれるよう、あらかじめ避難計画を策定する。 

(3) 住民等に対する周知 

土砂災害に関する情報の伝達方法や避難地に関する事項その他土砂災害警戒区域における円

滑な警戒避難を確保する上で必要な事項を網羅した防災マップを作成し、町民に周知してい

く。また、土砂災害警戒区域内にある要配慮者等利用施設等の管理者、施設の防災責任者に

対する説明会を実施する。 

第４ 農業用ため池等対策 

主な実施機関 

町（総務課、産業観光課、農業委員会） 

 

１ 対策 

農業従事者の減少や兼業農家の増加、農地の減少、用水の整備等により、ため池の利用頻度

は低下し、点検修理、維持管理が十分に行われていないため池が増えている。 

農業用ため池等は、土堤構造がほとんどであり築造年代は、相当古いものが多く集中豪雨に

よる洪水時等には堤体が損傷し被害を受けるとともに、決壊により周囲に被害を及ぼす恐れが

ある。 

町は県と連携して、農業用ため池等について、管理者による適切な日常管理や定期点検が行

われるよう適切に指導する。 
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第３節 火災等予防計画 

第１ 計画の趣旨等 

住宅の過密化、建築物の多様化、危険物需要の拡大等により、大規模火災の発生及び人的、物

的被害が生じることが予想される。このため、町は、出火防止、初期消火の徹底を図るための火

災予防に関する指導を行うとともに、消防力の整備強化を図る必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２ 出火防止、初期消火体制確立計画 

主な実施機関 

町（総務課、消防本部） 

 

１ 火災予防の指導の推進 

町は、出火防止を重点とした消防広報及び講習会の開催、ポスター・パンフレット等印刷物

の配布、火災予防週間中における車両等を用いた火災予防の呼びかけなど種々の広報を行い、

火災予防の徹底を図るものとする。林野火災については、出火原因の大半が焚き火やタバコ等

の不用意な火の取扱によるものであり、広報活動や消火訓練等を通じて林野周辺住民、入山者

等の防災意識の向上を図るものとする。 

また、出火防止はもとより、出火した場合における初期消火の対応状況が被害の増減に大き

く影響することから、初期消火に必要な消火器材、消防用設備等の設置並びにこれら器具等の

取扱い方法について周知させるものとする。 
 

(1) 一般家庭に対する指導 

町は、各地区の消防団を通じて、一般家庭に対し消火器具、消火用水の普及徹底を図り、こ

れらの器具の取扱い方法を指導するとともに、初期消火の重要性を充分認識させ、初期消火

活動の徹底を図るものとする。 

ア コンロ、ストーブ等からの出火の予防 

イ 電気器具からの出火の予防 

(2) 職場に対する指導 

町は、予防査察、火災予防運動、防災指導等あらゆる機会をとらえ、関係者に対する防火思

想の普及に努める。 

ア 地震発生時における応急措置の要領 

イ 消防用設備等の維持点検と取扱い方法の徹底 

ウ 避難、誘導体制の確立 

エ 終業後における火気点検の励行 

オ 自衛消防隊の育成指導 

 

２ 防火対象物の防火体制の推進 

多数の者が出入りする防火対象物については、火災が発生した場合の危険性が大きいため、

火災等予防計画 

出火防止、初期消火体制確立計画 

危険物の保安確保指導計画 

消防力の整備強化計画 
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町は、消防法に規定する防火対象物について防火管理者を必ず選任させ、その者に消防計画の

作成を指導し、この計画に基づく消火、避難訓練、消防用設備等の点検整備、火気の使用又は

取扱いに関する指導を行い、防火対象物に対する防火体制の推進を図る。 

 

３ 予防査察の強化 

町は、防火対象物の用途、地域等に応じて予防査察を年間行事計画等により定期的に実施し、

常に当該区域内の防火対象物の状況を把握するものとし、特に火災発生時において人命に危険

があると認められる対象物並びに公共施設等については定期査察のほかに特別査察を行い、火

災発生危険の排除とともに予防対策の指導を行い、火災の未然防止を図る。 

第３ 危険物の保安確保の指導計画 

主な実施機関 

町（消防本部） 

 

１ 危険物 

町は、石油類、高圧ガス等の危険物による災害を未然に防止するため、必要の都度危険物施

設への立入検査を実施し、危険物施設の位置、構造及び設備その他管理の状況等が法令に定め

る技術上の基準に適合し、適正に維持管理されているかについて予防査察を行うとともに、次

のような災害予防対策の指導を行うものとする。 

 

(1) 危険物施設の所有者・管理者に対し、定期的な点検、点検記録の作成及び保存を行わせ、

災害発生の予防指導を行う。 

(2) 危険物施設の従業員に対し保安教育を行い、防災に対する諸活動が円滑に実施され、応急

対策が完全に遂行されるよう自主保安体制の確立を指導する。 

(3) 大火災となる要素を包蔵している地域又は施設に対しては、災害発生に対する防御計画の

策定を指導する。 

 

２ 化学薬品 

工場及び学校等に保有している化学薬品は、少量の薬品が多種にわたり、しかも不必要とな

っても貯蔵保管されているのが現状であり、これら薬品の中には、転倒落下による衝撃、他の

薬品との混合に伴い発火発熱する性質を有するものがある。 

このため、町は、これら化学薬品等の貯蔵、保管場所の不燃化等の指導を行う。 

第４ 消防力の整備強化計画 

町は、火災の消火、人命救助等の初期活動がすみやかに実施できる体制を確立するため、県の

指導、援助を得ながら消防力の強化に努める。 

 

１ 総合的な消防計画の策定 

主な実施機関 

町（総務課、消防本部） 

 

町は、災害が発生した場合に現有消防力を迅速かつ最大限に活用し、被害を最小限に軽減す

るための総合的な消防計画を次のとおり策定するものとする。 

 

(1) 災害警防計画 

災害時において消防機関が適切かつ効果的な警防活動を行うため、災害種別に応じた活動体

制、活動要領の基準を定める。 

(2) 火災警防計画 
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火災が発生し、又は発生するおそれがある場合における消防団員の非常招集、消防隊の出動

基準、警戒等について定める。 

(3) 消防活動困難地域の火災防御計画 

木造建築物密集地域、消防水利不足地域等で、火災が発生すれば大火になると予想される消

防活動困難地域について定める。 

(4) 危険物の防御計画 

爆発、引火、発火その他火災の防御活動上危険な物品を貯蔵する建築物、場所に対する要領

について定める。 

 

２ 地域消防力の整備強化 

主な実施機関 

町（総務課、消防本部） 

 

町は、地域社会の消防防災の中核的活動を行う消防団を次により育成強化するものとする 
 

(1) 消火用資器材の充実 

消防ポンプ自動車、小型動力ポンプ等の消防機械、消火栓、防火水槽等の消防水利、火災報

知設備その他の消防施設・設備等の整備改善を図る。 

(2) 消防水利の確保等 

防火水槽を中心とする災害時の消火活動に欠かせない消防水利を確保するため、防火水槽の

設置及び耐震化を図るとともに、河川・用水・池等の自然水利を確保する。 

なお、災害時に全域にわたって消火栓が使用不能となる可能性があるため、消防水利を消火

栓のみに偏することなく、消火栓の設置と併せて防火水槽や耐震性貯水槽の整備に努める。 

(3) 消防通信施設の整備 

消防対策本部と火災現場等との間で迅速・的確に情報の伝達や指令等を行うため消防通信施

設の整備充実を図る。 

(4) 救助装備の整備・高度化 

人命救助資器材、救助隊員の安全装備、支援装備等の計画的な整備促進を図るとともに、救

助隊員の救助技術の向上を図る。 
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第４節 水害予防計画 

第１ 計画の趣旨等 

水災の予防は、治山治水事業の促進、河川管理の強化及び水防体制の整備によって、その効果

を期すべきものとし、災害の防除軽減を図るものとする。 

 

 
異常降雨に対する災害対策計画  

 
水害予防計画 

 

 台風に対する災害対策計画 
 

第２ 異常降雨に対する災害対策計画 

主な実施機関 

町（総務課、建設課、消防本部） 

１ 水防計画に基づく危険区域の監視 

町は、異常降雨等により河川の水位が上昇しているとき、又は指定河川については水防警報

が発せられたとき、神山町水防計画に定める危険区域について堤防巡視を行なうものとし、当

該区域ごとに消防団員を配置するものとする。 

 

２ 農業用排水路工作物の点検 

農業用排水路工作物の管理団体は、当該施設の点検と所要の予防措置を講ずるものとする。 

 

３ 水防資器材の点検配備点検 

出水のおそれのある場合は、あらかじめ水防倉庫内格納資器材の点検を行い、出水状況に応

じて水防作業に便利な位置に配備を行なうものとする。 

 

４ 避難準備措置の確立 

河川の出水状況により、遊水又は破堤によって直接被害を受けるおそれのある集落等に対し

ては、避難指示の予告を行なう等避難準備配置を講ずるものとする。 

第３ 台風に対する災害対策計画 

主な実施機関 

町（総務課、建設課、消防本部） 

１ 家屋その他建築物の倒壊防止、緊急措置の徹底 

家屋その他建築物の管理者に、次の措置の徹底を図るものとする。 

(1) 戸、窓、壁等にはすじかい、支柱等の補強材による応急的な補強工事を行なう。 

(2) 倒壊のおそれがある建物は、ひかえ柱を取りつける、ロープを張る、大きなすじかいを打

ち付ける等する。 

(3) 煙突、看板、塀、立木等を針金等で補強する。 

(4) 電灯引込線等がたるんでいないか点検し、破損等不良箇所を発見した場合は、直ちに電気

事業者等に連絡する。 

 

２ 避難の指示勧告 

前号の措置によっても、被害の防止が困難である急迫事態に際しては、当該家屋等の現在住
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者に対し避難のための立ち退きを指示、勧告し避難所に収容する。 

 

３ 強雨に伴う洪水被害の防止 

措置内容は、異常降雨に対する災害予防措置に準ずる。 

第４ 局地的集中豪雨対策計画 

気象庁のアメダス観測データによると、１時間あたりの降水量８０ミリ以上の年間発生回数は、

１９７６年から１９８７年の間の年平均が１０．９回なのに対し１９９９年から２０１３年の１

５年間の年平均が１７．７回と増加している。このため、全国各地で局地的集中豪雨が発生し、

多くの死者も発生しており、その対策が、重要な防災上の課題となっている。 

 

１ 気象情報等の収集と活用 

局地的集中豪雨は、降る時間や場所を事前に予測するのが難しい。そこで大雨・洪水警報ほ

発表時はもちろん、大雨・洪水の注意報が発表された段階から、雨域や時間雨量、河川の水位

など、周辺エリアの気象情報等の収集を図り活用することが重要となる。 

これら気象情報等の収集の手段としては、携帯電話の活用などが効果的であり、「すだちく

んメール」や「徳島県携帯サイト」をはじめ、民間気象会社や町など、各種のメール配信サー

ビスやインターネットなどの活用について、周知・広報する。 

 

２ 住民への周知 

「大雨警報」、「洪水警報」、「特別警報」、「土砂災害警戒情報」などの気象警報や、

「避難指示」などの避難情報の発表については、防災行政無線やインターネット、電子メール

などにより、住民に対し迅速・適切に周知を図る。 

 

３ 消防等による警戒 

消防本部や消防団、町等においては、局地的集中豪雨による事故の未然防止や事故発生時の

救助体制の確認のため、次の事項について警戒し、必要な対応を行う。 

(1) 各地域の雨量の動きや降水量の把握 

(2) 局地的豪雨が発生した場合における「浸水または水位上昇」などにより事故発生が予想さ

れる地域の警戒 

(3) がけ地などの危険箇所等の警戒 

 

４ 河川関連工事現場での安全対策 

町が河川関連工事を発注する場合，短時間に局地的な集中豪雨によって危険が予想される箇

所の安全対策について，次の観点から請負業者を指導する。 

・雨天時の工事中止等の検討 

・気象情報等の取得体制の強化とその活用 

・避難行動の事前確認の徹底 

・作業現場及び周辺の点検 

５ 施設管理者等の安全対策 

町が管理する施設の管理等について、次の点に配慮して、局地的集中豪雨に対する安全対策

を講じる。 

・気象情報の迅速な収集と活用 

・土石流、地すべり、がけ崩れ、道路法面などの危険箇所の警戒や対応 

・早期の道路の通行規制 
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第５節 雪害予防計画 

第１ 計画の趣旨等 

この計画は、積雪による交通路の途絶、通信線の切断、なだれ等による家屋、人家の被災、さ

らには孤立集落の発生など長期化、広範化が予想される雪害を未然に防止し、迅速的確な除雪作

業を図ることを目的とする。 

   
除雪計画 

   

雪害予防計画 
   

   

   
雪害対策計画 

  

第２ 除雪計画 

主な実施機関 

町（総務課、建設課、消防本部） 

 

１ 除雪する路線及び区間 

県が行う除雪の路線及び区間 

路線名 除雪区間 延長 備考 

一般国道１９３号 

〃４３８号 

石井神山 

神山鮎喰 

鴨島神山 

神山国府 

鬼籠野国府 

神山川島 

二宮山川 

山川海南 

合計 

上分字経ノ坂～上分字大中尾 

鬼籠野字小原～上分字川井トンネル 

阿野字長谷～神領字中津 

阿野字南行者野～鬼籠野字川東 

阿野字広石～阿野字本名 

阿野字歯ノ辻～阿野字歯ノ辻 

鬼籠野字坂瀬川～鬼籠野字猪ノ頭 

神領字北～下分字鍋岩 

阿野字二ノ宮～阿野字松尾 

上分字大中尾～上分字雲早トンネル 

１０路線 

１２．２㎞ 

４６．２ 

１６．９ 

１８．９ 

８．２ 

８．９ 

１４．１ 

６．４ 

３．６ 

７．９ 

１４３．３ 

 

町が行う除雪の路線及び区間 

町が行う除雪の路線及び区間は、町道を基本に行いその内生活道として交通量が多く交通事

故が多発し、なおかつ重大事故が発生すると思われる路線及び区間を優先して行うように努め

る。 

 

２ 凍結防止剤の配置 

凍結防止剤の配置は次のとおりとし、交通状況又は道路の凍結状況により計画的に散布し、

交通の確保に努めるものとする。 

配置先 町保管の凍結防止剤数 備考 

上分公民館 

下分公民館 

町役場（本庁） 

鬼籠野公民館 

阿川公民館 

広野支所 

合計 

50袋 

50 

100 

30 

30 

40 

300 
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３ 除雪機械投入計画 

ブルドーザー・グレーダーその他除雪に使用する建設機械の投入計画は次のとおりとする。 

町確保分 
 

機械種別 台数 運転日数 備考 

タイヤショベル 

作業車（ダンプトラック） 

合計 

２台 

１ 

３ 

10日 

10 

20 

町直営 

〃 

 

 

４ 除雪の始期 

除雪は、積雪の状況により交通に重大な支障をきたすと認められたときに開始し、必要な交

通の確保を期して実施するものとする。 

 

５ 除雪用機械の整備 

町は、各路線毎に建設業者の奉仕協力を得て、適宜指導を行い、非常時等において出動でき

るよう整備しておくものとする。 

県除雪用機械の配置 

路線名 グレーダー ショベル 作業車 備考 

一般国道 193号 

〃438号 

石井神山 

神山鮎喰 

鴨島神山 

神山川島 

二宮山川 

山川海南 

鬼籠野国府 

合計 

 

 

１ 

 

 

 

 

 

 

４ 

１ 

１ 

 

１ 

 

 

 

 

 

３ 

 

名正・田村・川南 

西森・拓洋・南本・大南 

永正・岩丸・松浦・坂東工業 

相原・やまか・花井 

昭和・松浦 

昇旭・南本 

昭和 

名正・田村 

佐々木 

 

 

町除雪用機械の配置及び区域 

町は、各建設業者と地域の部落会長等（代表者）と、連絡を密にして、交通に重大な支障を

きたさないよう除雪作業を実施するものとする。 

なお、地域区分については、建設業者間の申合せによる区域とし、責任をもって除雪作業に

当たるように努めるものとする。 

第３ 雪害対策計画 

主な実施機関 

町（建設課） 

 

１ 農林施設・作物の雪害対策 

県の関係各課、東部農林水産局、町内の農業協同組合及び町が一体となり積雪時の被害をで

きるだけ軽減し、農家経営の安定を図るため、気象台より発表される気象予報に注意し、積雪

を早期に知るとともに、被害を軽減さすための予防措置を講じ、生産者に周知する。 
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第６節 風害予防計画 

第１ 計画の趣旨等 

暴風や突風等による、農作物や通信施設、電力設備への被害を未然に防止するため、風害予防

対策を定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２ 農作物の被害予防対策 

主な実施機関 

町（産業観光課、農業委員会） 

 

風害を予防するため、防風ネットや防風林等を設置する。また、被覆栽培による土壌飛散防止

に努める。 

栽培面では、幹や枝の誘引による作物体の折損防止、水田深水による倒伏防止対策等を講じ、

被害の軽減を図るものとする。 

さらに、各種施設については施設の補強、被覆資材の飛散防止対策を十分に行い、施設内外の

被害防止を図るものとする。 

第３ 通信施設の防災対策 

通信事業者は、電気通信設備について、必要により設備の補強措置を講じるほか、計画的な設

備更改を行い、設備の信頼性向上と安定化を図るものとする。 

第４ 電力設備の防災対策 

電気事業者は、電力設備について、必要により設備の補強を行うほか、強風時においては、予

防巡視を実施する。 

  

風害予防計画 

農作物の被害予防対策 

通信施設の防災対策 

電力設備の防災対策 
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第７節 企業防災の推進に関する計画 

自然災害による不測の事態から中小企業の「事業継続」を確保するため、中小企業に対し、災

害時における企業の事業継続を目的とした「事業継続計画（ＢＣＰ）」の作成の促進を図るもの

とする。 

また、企業は防災力を高めるため、「事業継続計画（ＢＣＰ）」を策定するよう努めるととも

に、防災体制の整備、防災訓練、事業所の耐震化等を実施するなどの企業の防災活動の推進に努

めるものとする。 

 

主な実施機関 

町（総務課） 

第１ 周知・啓発 

事業継続ガイドラインに基づき、企業が「事業継続計画（ＢＣＰ）」策定を行うよう、町は、

こうした取り組みに資する情報提供を進めるため、講習会の開催や広報などを実施するものとす

る。 

第２ 防災力向上の推進 

企業は地域コミュニティの構成員であり、地域住民とともに自助・共助の精神を基本として主

体的に地域活動に参加することが求められる。 

町は、企業からの「事業継続計画（ＢＣＰ）」策定支援等のニーズに的確に応えられるよう情

報提供体制等の条件整備に取り組むとともに、企業がボランティアや地域の各種団体等とのネッ

トワークを構築し、その連携の中で自主的な防災活動が行えるよう、指導・助言などの支援に努

めるものとする。 
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第８節 気象業務整備計画 

第１ 計画の趣旨等 

この計画は、注意報・警報・特別警報及び気象情報等の気象業務の組織及び気象観測施設を整

備し関係防災機関相互の連絡を密にし、防災対策の適切な実施を図るものとする。 

 

主な実施機関 

町（総務課） 

 

   
注意報・警報・特別警報、気象情報 

   

気象業務整備計画 
   

   

   
火災気象通報 

  

第２ 注意報・警報・特別警報、気象情報 

１ 注意報 

  気象現象等により被害が予想される場合、住民及び関係機関の注意を喚起するために発表さ

れる。 

種 類 発 表 基 準 

気 
 
 
 
 
 
 

象 
 
 

 
 
 
 

注 
 
 
 
 
 
 

意 
 
 
 
 
 
 

報 

風雪注意報 
風雪によって災害が起こるおそれがあり、具体的には、降雪を伴い平均風

速が陸上で 12ｍ／ｓ以上、海上で 15ｍ／ｓ以上と予想される場合 

強風注意報 
強風によって災害が起こるおそれがあり、具体的には、平均風速が陸上で

12ｍ／ｓ以上、海上で 15ｍ／ｓ以上と予想される場合 

大雨注意報 
大雨によって、災害が起こるおそれがあり、具体的には、３時間雨量が

90 ㎜、土壌雨量指数 113に到達することが予想される場合  

大雪注意報 
大雪によって災害が起こるおそれがあり、具体的には、24 時間の降雪の

深さが 5 ㎝以上、山地で 20 ㎝以上と予想される場合 

濃霧注意報 
濃霧によって交通機関等に著しい支障が生じるおそれがあると予想され、

具体的には、視程が陸上で 100ｍ以下、海上で 500ｍ以下と予想される場合 

雷 注 意 報 落雷等により被害が予想される場合 

乾燥注意報 
空気が乾燥し、火災の危険が大きいと予想され、具体的には、最小湿度が

40％以下で、実効湿度が 60％以下と予想される場合 

なだれ注意

報 

なだれによって災害が起こるおそれがあり、具体的には、積雪の深さが

50 ㎝以上あり、 

①降雪の深さが 20 ㎝以上、②最高気温７℃以上、③降水量 10㎜以上のい

ずれかが予想される場合 

着雪注意報 
着雪によって、災害が起こるおそれがあり、具体的には、気温－２℃～

２℃の条件下で、24時間の降雪の深さが 20㎝以上と予想される場合 

霜 注 意 報 
晩霜によって農作物等に著しい被害が起こるおそれがあると予想され、具

体的には、晩霜期を対象とし、最低気温が４℃以下と予想される場合 

低温注意報 
低温によって農作物等に著しい被害が起こるおそれがあると予想され、具

体的には、最低気温が－３℃以下と予想される場合 

※ 
地面現象注意報 

大雨、大雪等による山崩れ、地すべり等によって災害が起こるおそれがあ

る場合 
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種 類 発 表 基 準 

※ 
浸 水 注 意 報 

大雨、長雨等による浸水によって災害が起こるおそれがある場合 

洪 水 注 意 報 

大雨、長雨等による洪水によって災害が起こるおそれがあり、具体的に

は、３時間雨量が 90㎜、鮎喰川流域流域雨量指数が 22 に到達することが予

想される場合 

 

２ 警報 

気象現象等により重大な災害が予想される場合、住民及び関係機関の注意を喚起するために

発表される。 

種 類 発 表 基 準 

気 

象 

警 

報 

暴 風 警 報 
 暴風によって重大な災害が起こるおそれがあり、具体的には、平均風速が

陸上で 20ｍ／ｓ以上、海上で 25ｍ／ｓ以上と予想される場合 

暴風雪警報 
 暴風雪によって重大な災害が起こるおそれがあり、具体的には、降雪を伴

い平均風速が陸上で 20ｍ／ｓ以上、海上で 25ｍ／ｓ以上と予想される場合 

大 雨 警 報 
 大雨によって重大な災害が起こるおそれがあり、具体的には、３時間雨量

が 170㎜、土壌雨量指数 142 に到達することが予想される場合 

 大 雪 警 報 
 大雪によって重大な災害が起こるおそれがあり、具体的には、24時間の

降雪の深さが 30㎝以上、山地で 50㎝以上と予想される場合 

※ 
地 面 現 象 警 報 

 大雨、大雪等による山崩れ、地すべり等によって重大な災害が起こるおそ

れがある場合 

洪 水 警 報 

 大雨、長雨等による洪水によって、重大な災害が起こるおそれがあり、具

体的には、３時間雨量が 170 ㎜、土壌雨量指数 142に到達することが予想さ

れる場合  

注１ 発表基準欄に記載した数値は、徳島県における過去の災害と気象条件との関係を調査して決めたもの

であり、社会環境や先行気象状況により変更することがある。 

注２ ※を付した注意報・警報は、これらの標題は用いないで、気象注意報・気象警報に含めて行う。 

注３ 注意報及び警報はその種類にかかわらず、新たな注意報又は警報が発表されたときに切替えられるも

のとし、解除されるときまで継続される。 

注４ 山地とは概ね標高 500ｍ以上の地域。 

 

３ 注意報・警報文の構成 

(1) 発表年月日時分及び発表気象官署名………発表時刻は 24時制とする。 

(2) 見出し文………注意、警戒を要する事項について簡潔に記述する。 

(3) 本  文………原則として次に掲げる事項を内容とし、努めて簡明に表現する。 

 ア 予想される異常気象等の原因、現在の状況及び今後の推移 

 イ 予想される異常気象等の起こる時刻、影響する区域及びその程度 

 ウ 災害の予想される時刻、場所及び程度 
 

４ 特別警報 

警報の発表基準をはるかに超える豪雨等が予想され、重大な災害の危険性が著しく高まって

いる場合、最大限の警戒を呼び掛けるため、「特別警報」を発表する。 

 

 

 

 

 



 

 

34 

種 類 概 要 

大雨特別警報 

大雨による重大な災害が発生するおそれが著しく大きいときに発表さ
れる。 
大雨特別警報には、大雨特別警報（土砂災害）、大雨特別警報（浸水
害）、大雨特別警報（土砂災害、浸水害）のように、特に警戒すべき
事項が明記される。 

大雪特別警報 
大雪により重大な災害が発生するおそれが著しく大きいときに発表さ
れる。 

暴風特別警報 
暴風により重大な災害が発生するおそれが著しく大きいときに発表さ
れる。 

暴風雪特別警報 

雪を伴う暴風により重大な災害が発生するおそれが著しく大きいとき
に発表される。「暴風による重大な災害」に加えて「雪に伴うことに
よる視程障害などによる重大な災害」のおそれについても警戒を呼び
かける。 

波浪特別警報 
高い波により重大な災害が発生するおそれが著しく大きいときに発表
される。 

高潮特別警報 
台風や低気圧等による海面の異常な上昇により重大な災害が派生する
おそれが著しく大きいときに発表される。 

 

５ 土砂災害警戒情報 

県と気象庁徳島地方気象台は、大雨警報発表中において大雨による土砂災害発生の危険度が

高まったときに、市町村長が防災活動や住民等への避難指示等の災害応急対応を適時適切に行

えるように支援すること、また、住民が自主避難の判断等に役立てることを目的とする「土砂

災害警戒情報」を共同作成・共同発表する。 

 

(1) 土砂災害警戒情報 

土砂災害警戒情報は、大雨による土砂災害発生の危険度を気象庁の降雨予測に基づいて判断

して、土砂災害に対する警戒及び警戒解除について分かりやすい文章と図を組み合わせた情報

として作成・発表する。 

土砂災害警戒情報の内容は、タイトル、情報番号、発表時間、発表者名、発表対象地域名、

情報文、今後の大雨による土砂災害危険度及び数時間内の最大１時間雨量の推移、文章を捕捉

する図を含む。 

(2) 土砂災害警戒情報の発表・解除基準 

発表（発表基準） 

・大雨警報発表中において、気象庁が作成する降雨予測に基づいて、警戒基準に達した

とき 

（監視基準は、県内を約１ｋｍ×１ｋｍの格子で区分し、各格子毎に60分間積算雨量と

土壌雨量指数によって定められた基準値） 

解除（警戒解除基準） 

・警戒基準を下回り、かつ数時間内で再び警戒基準を超過しないと予想されるとき 

・無降雨状態が長時間継続しているとき 

(3) 土砂災害警戒情報の特徴及び利用に当たっての留意点 

土砂災害に対する避難勧告・避難指示の発令に当たっては、土砂災害警戒情報を参考にす

る。しかしながら、土砂災害警戒情報は、大雨による土砂災害発生の危険度を、降雨に基づい

て判定し発表するもので、個々の急傾斜地等における植生・地質・風化の程度等の特性や地下

水の流動等を反映したものではなく、個別の災害発生個所・時間・規模等を詳細に特定するも

のではないことに留意する必要がある。また、土砂災害警戒情報の発表対象とする土砂災害

は、技術的に予知・予測が可能である表層崩壊等による土砂災害のうち土石流や集中的に発生

する急傾斜地の崩壊とし、技術的に予知・予測が困難である斜面の深層崩壊、山体の崩壊、地

すべり等については発表対象とするものではないことに留意する。 
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■土砂災害警戒情報発表例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 気象情報 

大雨や強風等が予想される場合には、気象の実況や今後の予想の解説を加え、警報や注意報

に先立って発表する気象情報（予告的情報）、注意報・警報を補完する気象情報（補完的情

報）等を文章や図形式で「大雨に関する徳島県気象情報」等の名称で注意や警戒をする旨発表

する。 

(1) 警報や注意報に先立って発表する気象情報（予告的情報） 

(2) 注意報・警報を補完する気象情報（補完的情報） 

(3) 大雨に関する気象情報 

① 記録的短時間大雨情報 

数年に一度しか起こらないような短時間の猛烈な雨を観測した場合に、「記録的短時間大

雨情報」を発表している。 

この記録的短時間大雨情報は、担当予報区内で１時間に降った雨量（アメダス、解析雨

量）が、下表雨量基準を超えた場合、記録的短時間大雨情報を発表し、より一層の警戒を喚

起する。 

② 記録的短時間大雨情報発表の基準雨量 

 

徳島県北部 １時間降水量 １００ミリ 

徳島県南部 １時間降水量 １２０ミリ 

 

７ 竜巻注意情報 

竜巻注意情報は、積乱雲の下で発生する竜巻、ダウンバースト等による激しい突風に対して

注意を呼びかける情報で、雷注意報で発表する。 
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■竜巻注意情報の発表例 

徳島県竜巻注意情報第１号 

平成××年４月 20日 10時 27分徳島地方気象台発表 

 

徳島県では、竜巻発生のおそれがあります。 

 

竜巻は積乱雲に伴って発生します。雷や風が急変するなど積乱雲が近づく兆しが

ある場合には、頑丈な建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。 

 

この情報は、20日 11時 30分まで有効です。 

 

８ 台風予報、台風情報 

(1) 台風に関する予報、情報 

気象庁は、北西太平洋（東経 100度～東経 180度、赤道～北緯 60度）上に存在する台風

の進路（中心位置）や強さ等について、実況及び 24 時間先までの予報を３時間毎に、72時

間先までの予報を６時間毎に発表する。さらに、３日（72時間）先も引き続き台風であると

予想されるときには、５日（120時間）先までの進路予報を６時間毎に発表する。台風が日

本に被害を及ぼす可能性が生じた場合には、１時間後の中心位置や強さ等を推定して１時間

毎に発表するとともに、24時間先までの詳細な予報（３時間刻みの中心位置や強さ等）を３

時間毎に発表する。 

(2) 台風の大きさ、強さ 

台風接近時に的確な防災対策を行うためには、台風の勢力や進路等に関する情報が必要で

ある。そのために、台風を「大型で強い台風」のように、大きさ（強風域：平均風速 15m/s

以上の強い風が吹いている範囲）を３段階、強さ（最大風速）を４段階で表現する。 

 

■台風の大きさの分類          ■台風の強さの分類 

 
平均風速 15m/s以上
の強風域の半径 分 類 

 
最大風速 分 類 

17m/s 以上 33m/s未満 
 

500㎞未満 
 

33m/s 以上 44m/s未満 強い 

500 ㎞以上 800 ㎞未
満 

大型（大きい） 44m/s 以上 54m/s未満 非常に強い 

800㎞以上 
超大型 
（非常に大きい） 

54m/s 以上 猛烈な 

 

第３ 火災気象通報 

徳島地方気象台が消防法（昭和 23年法律第 186号）第 22条第１項に基づき、気象の状況が火

災の予防上危険であると認めるとき、その状況を火災気象通報として知事に通報し、知事から市

町村に伝達されたものについては、町は必要により防災行政無線等を通じ、関係機関及び住民に

対し、伝達する。 

〈通報基準〉 

 

( )１ 実効湿度 60パーセント以下で最小湿度 40パーセント以下となり、

最大風速７ｍ／ｓ以上の風が吹く見込みのとき。 

( )２ 平均風速 10ｍ／ｓ以上の風が１時間以上連続して吹く見込みのと

き。ただし、降雨、降雪中は通報しないこともある。 
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第３章 被害への対応計画 

第１節 避難計画 

第１ 計画の趣旨等 

災害時における火災、地盤災害等から住民の生命、身体の安全を確保するため、あらかじめ避

難場所及び避難路を選定し、避難計画の策定を行うなど総合的かつ計画的な避難対策を推進する

必要がある。 
 
 

緊急避難場所の確保計画 
 

 

 
避難路の選定計画 

 

 
避難計画 

 
 

 
避難に関する広報計画 

 

 

 
避難計画の作成 

 

第２ 緊急避難場所の確保計画 

主な実施機関 

町（総務課、建設課、健康福祉課、教育委員会） 

 

１ 緊急避難場所の指定 

町は、延焼火災、がけ崩れ等の危険性の高い地域について、住民等を安全に避難させるため

必要に応じ次の基準により広域避難場所を指定しておくものとする。 

ただし、広域避難場所としての適格性の判断は各地区の状況等を考慮して、総合的に判断す

るものとする。 

(1) 火災の延焼によって生じる輻射熱等から、避難者を安全に保護することのできる十分な広

さを有する公園、緑地、ゴルフ場、グラウンドその他の公共空地であること。 

(2) 避難者一人当たりの必要面積はおおむね２㎡以上とし、要避難地区の全ての住民を収容で

きるよう配置すること。 

(3) 木造密集地から 300ｍ以上離れていること。 

(4) がけ崩れ、地すべり、浸水などの危険のないところで、付近に多量の危険物等が備蓄され

ていないところであること。 

(5) 避難者が安全に到着できる避難路と連結されていること。 

(6) 地区分けをする場合においては大字等の集落を原則とするが、主要道路、河川等を境界と

し、住民がこれを横断して避難することはできるだけ避けること。 

 

２ 緊急避難場所の整備 

町は、円滑な避難誘導及び避難場所での迅速な救援・救護活動を実施するため、緊急避難場

所の環境整備に努めるものとする。その主な内容は次のとおりとする。 

(1) 緊急避難場所及び周辺道路に案内標識、誘導標識等を設置し、平常時から関係地域住民へ

の周知を図る。 

(2) 緊急避難場所内で円滑な給水活動ができるよう、ポンプ、浄水器等の整備及び水源の確保

を図る。 
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(3) 医療救護、給食、情報連絡等の応急活動に必要な設備等の整備を図る。 

第３ 避難路の選定計画 

主な実施機関 

町（総務課、建設課） 

 

町は、住民が安全に緊急避難場所等へ避難するための避難路をおおむね次の基準により選定し、

確保するものとする。 

(1)町内を通過する国道及び県道 

(2)１級町道及び２級町道 

ア 各集落と国道、県道を連絡する道路 

イ 集落相互を連絡する道路 

ウ 防災上重要施設につながる道路 

(3)上記以外、各居宅から避難所等までの経路上にある公衆用道路のうち、町が選定した道路 

第４ 避難に関する広報計画 

主な実施機関 

町（総務課） 

 

町は、住民が的確な避難行動をとることができるよう平常時からあらゆる機会をとらえ避難に

関する広報活動を行うとともに、避難場所の標示板を設置し、住民に対して周知徹底を図るもの

とする。 

１ 緊急避難場所等の広報 

緊急避難場所について、地域住民に対し次の事項の周知徹底に努めるものとする。 

(1) 名称 

(2) 所在位置 

(3) 経路 

(4) その他必要な事項 

 

２ 避難のための知識の普及 

次の事項について住民への普及徹底に努めるものとする。 

(1) 平常時における避難への備え 

(2) 避難時における知識 

(3) 避難収容後の心得 

第５ 避難計画の作成 

主な実施機関 

町（総務課） 

 

町は、災害発生時において安全かつ迅速な避難を行うことができるよう具体的な避難計画を作

成しておくものとする。 

（具体的な避難計画は「第３編応急対策計画」を参照） 
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第２節 被災者支援計画 

第１ 計画の趣旨等 

災害発生後、避難場所に避難した被災者のうち、住居等を滅失するなど引き続き救助を要する

住民に対して、収容保護を目的とした施設の提供が必要となるため、避難所としての施設の指定

及び整備を行う必要がある。 

また、住宅の被災等による各家庭での食糧、飲料水、生活必需品のそう失、流通機能の一時的

停止や低下が起こった場合には、被災者への食糧、生活必需品等の迅速な供給が必要となるため、

災害発生直後から被災者に対し円滑な生活救援物資の供給が行えるよう物資の備蓄及び調達体制

の整備を行う必要がある。 
 
 避難所整備計画  

 

 被災者支援計画  飲料水の供給体制整備計画  

 

 
食糧等の供給体制整備計画 

 

第２ 避難所整備計画 

主な実施機関 

町（総務課、産業観光課、農業委員会、教育委員会） 

 

１ 避難所の指定 

町は、避難場所に避難した被災者のうち住居等をそう失するなど引き続き救護を要する者に

対しての収容保護を目的として避難所を指定する。避難所の指定基準は、おおむね次のとおり

とする。 

(1) 避難所は、原則として、大字等の集落を単位として指定する。 

(2) 避難所は、耐震性・耐火性の高い公共建築物（学校、体育館、公民館等）を利用する。 

(3) 避難所に受入れる被災者数は、おおむね居室４㎡当たり２人を目安とする。 

（指定避難所…別添資料編として整理） 

 

２ 避難所の耐震性の確保 

町は、避難所に指定した建築物については、できるだけ早期に耐震診断等を実施し安全性を

確認・確保するものとする。 

 

３ 避難所の備蓄物資 

町は、避難所に必要な食糧及び資機材等をあらかじめ備蓄し、又は必要な時直ちに配備でき

るよう準備しておくものとする。主な備蓄物資は次のとおりとする。 
 

ア 飲料水、食糧 

イ 生活必需品 

ウ 通信機材 

エ 放送設備 

オ 照明設備（非常用発電器を含む） 

カ 炊出しに必要な機材及び燃料 

（鍋、釜、包丁、食器セット） 

キ 給水用機材 

ク 医薬品 

ケ 仮設の小屋又はテント 

コ 防疫用資機材 

サ 工具類 
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■神山町避難施設一覧 

 

地域名 

避難場所 施設の概要 指定緊急避難場所の対象となる災害 
福
祉
避
難
所 

施設名 施設状況 人員 
耐
震 

地震 土砂 洪水 台風 火災 

上分   旧上分小学校西側校舎   ＲＣ造３階 100 ○ ○ ○     

  防  上分公民館 ＲＣ造２階 70 ○ ○ ○ ○ ○ ○  

下分 防  下分公民館 ＲＣ造２階 80 ○ ○ ○ ○ ○ ○  

   下分保育所 木造平屋 60 ○ ○ ○     

   旧下分小学校運動場 グランド 300  ○ ○     

神領   城西高校神山校  ＲＣ造３階 200 ○ ○ ○     

   城西高校神山校 体育館 Ｓ造平屋 180 ○ ○ ○     

   城西高校神山校 武道場 Ｓ造平屋 130 ○       

 災  神山町役場 ＲＣ造２階 80 ○ ○ ○ ○ ○ ○  

   神領小学校 ＲＣ造３階 85 ○       

    神領小学校体育館 Ｓ造平屋 150 ○ ○ ○     

    神領幼稚園 Ｓ造平屋 40 ○ ○ ○     

   町民総合運動場 ※ グランド 800  ○ ○     

   神山中学校 ＲＣ造３階 200 ○       

    旧神山中学校 ＲＣ造４階 280 ○       

    神山中学校体育館 Ｓ造平屋 190 ○ ○ ○     

    養護老人ホーム寿泉園 ※ ＲＣ造平屋 10 ○      ○ 

 防  社会福祉協議会 ＲＣ造２階 50 ○ ○ ○ ○ ○ ○  

鬼籠野   旧鬼籠野小学校体育館 Ｓ造平屋 160 ○ ○ ○     

    旧鬼籠野幼稚園 Ｓ造平屋 30 ○ ○ ○     

   旧鬼籠野小学校運動場 グランド 400  ○ ○     

 防  鬼籠野公民館 Ｓ造２階 40 ○ ○ ○ ○ ○ ○  

 防  鬼籠野生活改善センター Ｓ造２階 10 ○ ○ ○ ○ ○ ○  

   旧鬼籠野小学校一ノ坂分校 ＲＣ造２階 50 ○ ○ ○     

阿川   旧阿川小学校 ＲＣ造３階 170 ○ ○ ○     

    旧阿川幼稚園 Ｓ造平屋 30 ○ ○ ○     

  防  阿川公民館 Ｓ造２階 60 ○ ○ ○ ○ ○ ○  

広野   広野小学校  ＲＣ造３階 180 ○ ○ ○     
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地域名 

避難場所 施設の概要 指定緊急避難場所の対象となる災害 
福
祉
避
難
所 

施設名 施設状況 人員 
耐
震 

地震 土砂 洪水 台風 火災 

   広野小学校体育館 Ｓ造平屋 200 ○ ○ ○     

   広野小学校運動場 グランド 450  ○      

広野 
  広野小学校旧校舎 ＲＣ造３階 180 ○ ○ ○     

  広野小学校旧体育館 Ｓ造平屋 100 ○ ○ ○     

  防  広野支所 ＲＣ造３階 90 ○ ○ ○ ○ ○ ○  

    特養神山すだち園 ※ ＲＣ造１階 20 ○      ○ 

※を除き、全ての施設が指定避難所となります。 

「地震」は、大規模な地震による災害を示します。 

「土砂」は、崖崩れ、土石流及び地すべり等の土砂災害を示します。 

「洪水」は、台風や大雨による洪水災害を示します。 

「火災」は、大規模な火災による災害を示します。 

「福祉」は、災害時要配慮者が生活支援を受けることができる福祉避難所です。 

 

施設名の左にある「災」は、災害対策本部を設置する施設 

施設名の左にある「防」は、各地区の防災拠点施設 

 

４ 道の駅の防災拠点化 

  道路利用者や地域住民の一時避難場所として、道の駅温泉の里かみやまを活用する。 

第３ 飲料水の供給体制整備計画 

主な実施機関 

町（総務課、産業観光課、農業委員会、教育委員会） 

 

１ 飲料水の備蓄 

(1) 目標数量 

町の想定避難者約 320 人の７日分（１人１日３ℓ）程度に相当する量を目標とする。 

２ 飲料水等の確保対策 

(1) 小中学校の給水設備等の耐震化を図る。 

(2) 小中学校のプールの耐震化、飲料水兼用耐震性貯水槽の設置、利用可能な井戸の登録、ろ

水器の配備等により飲料水及び生活用水を確保する。 

(3) 浄水器の増加により飲料水を確保する。 

(4) 水道施設の応急配管及び応急復旧用資機材の備蓄増強に努める。 

第４ 食糧等の供給体制整備計画 

主な実施機関 

町（総務課、産業観光課、農業委員会） 

 

１ 食糧の備蓄 

(1) 目標数量 

町の想定避難者約 320 人の７日分程度に相当する量を目標とする。 
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(2) 品名 

① 主食      乾パン等、アルファ化米、即席めん、その他 

② 乳児食     粉ミルク、離乳食、ほ乳びん、その他 

③ 副食品等    副食品（梅干し、つくだ煮、缶詰め等）、調味料（塩、みそ、しょう

ゆ等）、災害時要配慮者向け食品（粥、減塩食品等） 

 

(3) 備蓄物資の目標数値の改訂 

県備蓄計画による基礎数値 

避難者 0歳児 0～2歳 要配慮高齢 要配慮介護 要配慮障害 

320人 20人 60人 30 人 20人 30 人 

 

① 飲料水 

備蓄目標 

320人の 7日分(1人 1 日 3㍑) 

2ℓペットボトルと浄水器での対応 

 

② 食糧の備蓄 

 

ア 主食 

品名 備蓄目標 

乾パン等 
320人×1日 1食×7日分 

２，２４０食 

アルファ米 
320人×1日 2食×7日分 

４，４８０食 

即席めん 
320人×1日 1食×2日分 

６４０食 

レトルト食品等 
320人×1日 2食×7日分 

４，４８０食 

 

イ 乳児食 

品名 備蓄目標 

粉ミルク 
20 人×0.4缶×7日分 

５６缶 

離乳食 
60 人×1 日 3食×7 日分 

１，２６０食 

ほ乳びん 
20 人 

２０本 

 

ウ 副食品 

品名 備蓄目標 

副食品 
320人×1日 1食×7日分 

２，２４０食 

調味料 
320人×1日 1食×2日分 

６４０食 

要配慮者食品 
80 人×1 日 3食×7日分 

１，６８０食 

 

 

２ 食糧等の備蓄体制 

町は、１の(1)の目標数量の食糧備蓄に努めるとともに、更新及びメンテナンスに配慮する

ものとする。 
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第３節 孤立対策計画 

主な実施機関 

町（総務課） 

 

平成 23 年台風 12 号では、紀伊半島において道路の寸断など孤立集落が発生し、孤立化が予想

される中山間地等における防災対策の必要性が改めて認識されたことから、町は、孤立化が予想

される地域に対して、次に掲げる事項について、あらかじめ対策を講じておくものとする。 

第１ 通信手段の確保 

中山間地等において、孤立化し通信の途絶が予想される地域について、衛星携帯電話等あらゆ

る通信手段の確保に努める。 

第２ ヘリコプター駐機スペースの確保 

孤立して陸上輸送が不可能となる場合に備え、孤立が予想される地域について、ヘリコプター

駐機スペースの確保に努める。 

第３ 食料及び生活必需品の備蓄 

孤立化が予想される地域の住民に対し、食料及び生活必需品の備蓄呼びかけるなど、孤立化対

策の啓発に努める。 
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第４節 災害時要配慮者安全確保計画 

第１ 計画の趣旨等 

災害発生時には高齢者、傷病者、障害者、妊産婦、乳幼児、外国人など災害対応能力の弱い災

害時要配慮者への十分な支援が必要となる。 

災害時要配慮者は、自力による避難が困難であったり、災害情報の伝達に考慮すべき点がある

ことなどから、浸水や土砂災害の情報伝達や避難対策などが重要となる。 

このため、次により各種対策を実施し、災害時の災害時要配慮者の安全確保を図るものとする。 

その際、災害時要配慮者の特性に十分配慮するとともに、男女のニーズの違い等男女双方の視

点に十分配慮するよう努めるものとする。 
 
   

災害時要配慮者支援体制の充実 
   
   

 

   
在宅災害時要配慮者への防災対策計画 

   

災害時要配慮者安全確保計画 
  

 
  

   
避難行動要支援者の避難支援体制の整備 

   

   
 

   
外国人等への防災対策計画 

   

第２ 災害時要配慮者支援体制の充実 

主な実施機関 

町（総務課、健康福祉課） 

 

１ 災害時要配慮者に関する情報の更新 

町は、災害時要配慮者を適切に避難誘導し、安否確認を行うため、民生委員、児童委員、自

主防災組織等の協力を得ながら、平常時より災害時要配慮者に関する情報を更新し、最新の情

報の把握に努める。 

 

２ 支援体制の整備充実 

町は、事前に把握した災害時要配慮者の情報をもとに、安否確認や避難誘導、避難所での支

援などを円滑に実施するため、自主防災組織、民生委員・児童委員、社会福祉施設等と連携を

図り、必要な支援体制の整備充実に努める。 

 

３ 福祉避難所の周知・活用 

町は、災害時要配慮者が相談や介助・医療的ケアなどの必要な生活支援が受けられるよう、

福祉避難所の周知を図るとともに、福祉避難所となる社会福祉施設等の管理者との協議をして

おく。 

 
名称（施設名） 所在地（住所） 受入対象者 

指定緊急避難

場所との重複 
想定収容人数 

１ 
神山町養護老人ホーム

寿泉園 

神山町神領字西上

角 127番地 

災害時 

要配慮者 
なし 10 

２ 
特別養護老人ホーム 

神山すだち園 

神山町阿野字長谷

335番地 

災害時 

要配慮者 
なし 20 
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第３ 在宅災害時要配慮者への防災対策計画 

主な実施機関 

町（総務課、健康福祉課） 

 

１ 防災知識の普及・啓発 

町は，災害時要配慮者及びその関係者に対して、災害時における的確な対応能力を高めるた

め、地域の防災訓練等への積極的参加を呼びかけるなど、防災知識の普及・啓発に努めるもの

とする。 

なお、防災訓練等の実施に当たっては、災害時要配慮者の特性に配慮し、地域において災害

時要配慮者を支援する体制の整備に努めるものとする。 
 

２ 避難誘導・救出・救護体制の確立 

町は、災害時要配慮者を適切に避難誘導・救出・救護するため、平常時より自主防災組織や

民生委員等と連携して災害時要配慮者の状況を把握し、その名簿を整備するなど、実態把握に

努める。 

なお、把握した情報については、個人情報等の保護に十分配慮しつつ、関係機関において共

有するとともに、支援の必要性の高い者から優先的、重点的に、各災害時要配慮者の個別避難

支援プラン策定に努める。 

また、より一層の防災知識の普及・啓発を図り、住民全体で防災に取り組む土壌の育成に努

めるとともに、戸主会等を中心とした自主防災組織の育成について促進を図るものとする。 

 

３ 緊急通報システムの整備 

町は、災害時におけるひとり暮らし高齢者等の安全確保のため、必要に応じ緊急通報システ

ム等の整備に努めるものとする。 

 

４ 的確な情報伝達活動 

町は、災害時要配慮者等に対し正確かつ迅速に情報提供を行うため、個々の災害時要配慮者

にとって適切な伝達手段を検討し、民生・児童委員や地域住民等の連携による伝達など、多様

な伝達手段の整備に努めるものとする。 

第４ 避難行動要支援者の避難支援体制の整備 

主な実施機関 

町（総務課、健康福祉課） 

 

避難行動要支援者名簿を活用した実効性のある避難支援を行うため、町は、地域における災害

特性等を踏まえつつ、避難行動要支援者の避難支援についての全体的な考え方（全体計画）を整

理し、本計画に重要事項を定めることとしている。以下にその内容を示す。 

 

１ 避難支援等関係者の決定 

全体計画の策定にあたっては、地域の実情に応じた実効性のある避難支援を計画する。その

ため、避難支援等関係者の決定においては、消防機関、県警察、民生委員、町社会福祉協議

会、福祉事業者、自主防災組織に限定せずに、地域住民等の日常から避難行動要支援者と関わ

る者や高齢者や障害者等の多様な主体の参画を促し、地域に根差した幅広い団体の中から、避

難支援者を決めることが必要である。また、より多くの避難支援等関係者を確保するのに当た

っては、年齢要件等にとらわれず、地域住民の協力を幅広く得る必要がある。 

以下に、町における避難支援等関係者の枠組みを示す。 
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２ 避難行動要支援者名簿の作成 

町は、避難行動要支援者の把握に努めるとともに、避難の支援を行うための基礎となる名簿

「避難行動要支援者名簿」を作成する。（災害対策基本法第 49条の 10第１項） 

(1) 避難行動要支援者名簿の記載事項 

避難行動要支援者名簿には、避難行動要支援者に関する次に掲げる事項を記載し、又は記録

する。 

・ 氏名 

・ 生年月日 

・ 性別 

・ 住所又は居所 

・ 電話番号その他の連絡先 

・ 避難支援等を必要とする事由 

・ その他、避難支援等の実施に関し町長が必要と認める事項 

(2) 要配慮者の把握 

町は、避難行動要支援者に該当する者を把握するために、関係部局で把握している要介護高

齢者や障害者等の情報を集約するよう努める。その際、要介護状態区分別や障害種別、支援区

分別に把握する。 

また、町で把握していない情報については、県その他の関係機関に対して、要配慮者に関す

る情報の提供を求める。 

(3) 避難行動要支援者の範囲 

町は、名簿作成にあたって、避難行動要支援者の範囲を下記に設定する。 

ただし、避難行動要支援者の要件を満たさない場合でも、以下のケースにより避難行動要支

援者として「避難行動要支援者名簿」に掲載を求めることができる。 

・避難支援等関係者の判断により、避難行動要支援者として避難行動要支援者名簿への掲載を

町に求めることができる。 

・形式要件から漏れた者が自らの命を主体的に守るため、自ら避難行動要支援者名簿への掲載

を町に求めることができる。 

 

  

避難行動要支援者 神山町役場 

民生児童委員 

同意の確認 

同意 

日ごろの見守り 
災害時の避難支援 

名簿の提供 

自主防災組織 
消 防 
警 察 



 

 

47 

■自ら避難することが困難な者（避難行動要支援者） 

(ｱ) 要介護認定 ３から５ を受けている者 

(ｲ) 身体障害者手帳１、２級（総合等級）の第 1 種を所持する身体障害者

（心臓、じん臓機能障害のみで該当するものは除く） 

(ｳ) 療育手帳 Ａ を所持する知的障がい者 

(ｴ) 精神障害者保健福祉手帳１、２級を所持する者で単身世帯の者 

(ｵ) 町の生活支援を受けている難病患者 

(ｶ) 上記以外で町長が必要と認めた者 

 

３ 名簿の管理 

(1) 情報の適正管理 

町は、避難行動要支援者名簿について適正な情報管理が行われるよう、情報セキュリティ対

策については、総務省の『地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドラ

イン』に基づき遵守を徹底する。 

また、災害規模等によっては町の機能が著しく低下することを考え、避難行動要支援者名簿

のバックアップ体制を構築する。また、災害による停電等を考慮し、電子媒体での管理に加

え、紙媒体でも最新の情報を保管しておく。 

(2) 名簿の更新と情報の共有 

町は、避難行動要支援者の状況は常に変化し得ることから、避難行動要支援者名簿を更新す

る期間や仕組みをあらかじめ構築し、避難行動要支援者名簿情報を最新の状態に維持する。ま

た、更新された情報は、町及び避難支援等関係者間で共有を図る。 

 

４ 名簿情報の提供及び漏えい防止 

町は、避難行動要支援者の名簿情報について、あらかじめ避難支援等の実施に必要な限度で

避難支援等関係者に提供する。ただし、名簿情報の提供にあたっては、避難行動要支援者に名

簿情報を提供することの趣旨や内容を説明したうえで、意思確認を行う。 

さらに、避難支援等関係者が適正な情報管理を図るよう、次の適切な措置を講ずるよう指導

する。 

(1) 避難行動要支援者名簿には避難行動要支援者の秘匿性の高い個人情報も含まれるため、当該

避難行動要支援者を担当する地域の避難支援等関係者に限り提供すること 

(2) 町内の一地区の自主防災組織に対して町内全体の避難行動要支援者名簿を提供しないなど、

避難行動要支援者に関する個人情報が無用に共有、利用されないよう指導すること 

(3) 災害対策基本法に基づき避難支援等関係者個人に守秘義務が課せられていることを十分に説

明すること 

(4) 施錠可能な場所への避難行動要支援者名簿の保管を行うよう指導すること 

(5) 受け取った避難行動要支援者名簿を必要以上に複製しないよう指導すること 

(6) 避難行動要支援者名簿の提供先が個人ではなく団体である場合には、その団体内部で避難行

動要支援者名簿を取扱う者を限定するよう指導すること 

(7) 名簿情報の取扱状況を報告させること 

(8) 避難行動要支援者名簿の提供先に対し、個人情報の取扱いに関する研修を開催すること 

 

５ 避難のための情報伝達 

(1) 避難準備情報等の発令・伝達 

町は、自然災害発生時に避難行動要支援者が円滑かつ安全に避難を行うことができるよう、

「自主避難の呼び掛け」「避難注意情報」等の避難準備情報、避難勧告、避難指示の発令等の

判断基準（具体的な考え方）を適時適切に発令し、関係機関及び町民その他関係のある公私の

団体に伝達する。また、必要があると認めるときは、避難のための立退きの準備等の通知又は

警告を行う。 
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特に、要配慮者が円滑に避難のための立退きを行うために、着実な情報伝達及び早い段階で

の避難行動を促進できるよう、その発令及び伝達に当たっては、次の配慮を行う。 

・高齢者や障害者等にも分かりやすい言葉や表現、説明などにより、一人一人に的確に伝わる

ようにすること 

・同じ障害であっても、必要とする情報伝達の方法等は異なることに留意すること 

・高齢者や障害者に合った、必要な情報を選んで流すこと 

(2) 多様な手段の活用による情報伝達 

自然災害発生時は、緊急かつ着実な避難指示が伝達されるよう、防災行政無線（同報系）や

広報車による情報伝達に加え、携帯端末等を活用した緊急速報メールなど、複数の手段を有機

的に組み合わせる。 

さらに、避難行動要支援者自身が情報を取得できるよう、日常的に生活を支援する機器等も

活用するなど、多様な手段を活用して情報伝達を行う。 

(3) 避難支援等関係者の安全確保 

避難支援等関係者は、名簿情報に基づいて避難行動要支援者の避難支援を行う。 

町等は、避難支援等関係者等が避難行動要支援者に対して、地域の実情や災害の状況に応

じて、可能な範囲で避難支援等を行えるよう、安全確保に十分に配慮する。このため、避難支

援等関係者等の安全確保の措置を決めるに当たっては、避難行動要支援者や避難支援等関係者

等を含めた地域住民全体で話し合って、ルールを決め、計画をつくり、周知することとする。 

 

６ 福祉避難所における体制整備 

町は、県と連携を図りながら、社会福祉施設、公共宿泊施設等の管理者との協議により、災

害時要配慮者が相談や介護・医療的ケアなどの相談等の必要な生活支援が受けられるなど、安

心して生活ができる体制を整備した、福祉避難所（二次的な避難施設）の選定に努める。 

同時に、災害時要配慮者の相談や介護・医療的ケアなどの支援対策が円滑に実施できる要員

の確保に努める。 

 

７ 福祉サービスの継続と関係機関の連携強化 

福祉サービスの災害時における運用方針等に関し、県と密接に連絡をとるとともに、介護・

医療的ケアなどの福祉サービスの継続に必要な体制を確立する。その際、他の地方公共団体等

からの広域的な応援派遣・受入れも活用しつつ、発災後も福祉・医療関係部局や福祉サービス

提供施設等に必要な人員を確保し、関係者と密接な連携を図る。 

第５ 外国人等への防災対策計画 

言語、生活習慣、防災意識の異なる外国人や旅行者等が、災害時に迅速かつ的確な行動がとれ

るよう防災知識の普及，防災教育や防災訓練への参加の推進に努めるとともに，地域全体で外国

人等への支援システムや救助体制の整備などに努めるものとする。 

主な実施機関 

町（総務課、住民課） 

 

１ 外国人の所在の把握 

町は、災害時における外国人の安否確認等を迅速に行い、円滑に支援できるよう、平常時に

おいて外国人登録の推進を図り、外国人の人数や所在の把握に努めるものとする。 

 

２ 防災基盤の整備 

町は、避難所や避難路の表示等災害に関する案内板について、外国語の併記表示を進め、外

国人にも分かりやすい案内板の設置を進めるものとする。 
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３ 防災知識の普及啓発及び訓練の実施 

町は、日本語を理解できない外国人に対して外国語による防災に関するパンフレットを作成

し、外国人との交流会や外国人雇用事業者等を通じて配布を行い、防災知識の普及・啓発に努

めるものとする。 

 

４ 防災訓練の実施 

町は、外国人の防災への行動認識を高めるとともに、災害時に迅速かつ的確な行動がとれる

よう、外国人を含めた防災訓練を積極的に実施するものとする。 

 

５ 通訳・翻訳ボランティアの確保 

町は、外国人が災害時にも円滑にコミュニケーションが図れるよう外国語通訳や翻訳を行う

ボランティアなどの確保を進めるものとする。 
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第４章 災害対策に関する組織と情報ネットワークの  

整備計画 

第１節 自主防災組織育成計画 

第１ 計画の趣旨等 

災害対策は、住民（自助）、地域（共助）、行政（公助）がその役割分担を理解して、各々が

その役割分担を確実に推進するとともに災害発生時には連携して対応することにより被害の軽減

が図れるものでなければならない。 

災害からの被害を最小限に止めるために、行政の対応に加えて、住民一人ひとりが自らの生命

と財産は自ら守るということを認識し、住民が自主的に防災活動に参加し、地域で助け合ってい

く、自主防災組織の結成促進及び育成を図る必要がある。 

 

 
自主防災組織育成計画  

 自主防災組織育成計画  

 自主防災組織活動マニュアル作成  

第２ 自主防災組織育成計画 

主な実施機関 

町（総務課、消防本部） 

 

１ 自主防災組織の意義 

災害時には、種々の要因により防災関係機関の行う応急対策活動が遅れたり阻害されること

が予想される。このため自主防災組織の結成促進及び育成を図ることにより住民自らが出火防

止、初期消火、被災者の救出救護、避難等の防災活動を自主的かつ組織的に行い、もって被害

を最小限に止め、災害の拡大を防止する。 

 

２ 自主防災組織の結成促進 

町は、防災に関する講演会や研修会の開催、パンフレットの作成等を通じて広く住民に自主

防災組織の活動の重要性や役割を啓発するなど、既存の自主防災組織に加えて新たな自主防災

組織結成への働きかけ及び支援を積極的に行うものとする。その際、障害者、高齢者等の災害

時要配慮者や女性の参画の促進に努めるものとする。 

(1) 単位 

自主防災組織は、既存のコミュニティ単位である戸主会等ごとに結成することを目標とする。

ただし、その規模が大きすぎる場合は、さらにブロックに分けて結成するものとする。 

(2) 支援 

自主防災組織の結成が遅れている地域に関しては、組織を結成する際に必要な資機材の整備

の支援を行い、組織率の向上を図るものとする。 

 

３ 自主防災組織の育成支援等 

町は、自主防災組織の育成を図るため、必要な措置を講ずるものとする。 

(1) 協力体制の整備 

自主防災組織間の協力体制を整備するため、町内の自主防災組織の連絡協議会を設置し、自
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主防災組織間の情報や意見交換を行う機会を設けるなど組織間の連携体制の強化に努める。 

(2) 活動支援 

自主防災組織に対し軽可搬ポンプ、トランジスターメガホン等防災活動に必要な資機材の充

実を図る。 

(3) 自主防災組織育成・活性化の支援 

町は、自主防災組織の育成・活性化を支援するため、防災訓練や各種行事の開催、啓発資料

の作成配布等を通じて自主防災組織の結成に向け啓発を行うとともに、リーダー養成のため

の研修会や資機材整備などによりその活動を支援し、育成強化に努めるものとする。 

(4) 地域コミュニティにおける防災活動の促進 

町は、地域コミュニティを防災活動の最も重要な啓発対象と捉え、自主防災組織はもとよ

り、未組織の地域住民や事業所に対しても、防災教育の普及に努め、地域コミュニティ構成員

が自助・共助の精神を基本として主体的に地域活動に参加し、ボランティアや地域の各種団体

等とネットワークをつくり、その連携の中で自主的な防災活動ができるよう、指導助言など支

援に努める。 

 

４ 自主防災組織の編成 

(1) 組織 

自主防災組織は、災害対応組織の基本単位である戸主会等のブロックごとに結成する実行組

織と、これら実行組織の集合体である統括組織からなる。 

(2) 実行組織 

実行組織は、戸主会等のブロックを単位として結成し、防災活動に従事する活動班を置くこ

とを原則とするが、地域特性及び戸主会等に属する世帯数等を考慮した防災活動にもっとも

適した組織とする。 

(3) 統括組織 

統括組織は、８～12 実行組織ごとに１統括組織を結成し、防災活動に従事する活動班を置

くことを原則とするが、地域の歴史や地理的条件等にも配慮し、地域の実情に即した組織づ

くりを行う。 

(4) 消防団員 

消防団員は実行組織に属するものとし、平常時には、その専門的知識及び技能を生かして実

行組織の防災訓練の指導等にあたるものとするが、災害発生時には消防団の一員として防災

活動に従事するため、実行組織の活動班には組み入れないものとする。 

(5) 消防団 

消防団は統括組織を構成するものとし、平常時には、地域の防災活動に指導的役割を果たす

ものとするが、災害発生時には防災活動を行うため、統括組織には組み入れないものとする。 

(6) 実行組織の活動班 

活動班 活動内容 

① 総務班 
各班の活動状況の把握調整及び統括組織との連絡調整を

行う。 

② 情報班 地域の災害情報の収集及び伝達を行う。 

③ 消火班 初期消火を行う。 

④ 救出救護班 けが人、病人等の救出救護を行う。 

⑤ 避難誘導班 避難誘導及び避難人員の把握を行う。 

⑥ 給水給食班 給水給食及び生活必需品の配付を行う。 

⑦ 避難所運営班 避難所の自主的運営を行う。 
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(7) 統括組織の活動班 
 

活動班 活動内容 

① 総務班 
所属する実行組織の相互応援等の防災活動の調整を行

う。 

② 情報班 地域及び広域の災害情報の収集及び伝達を行う。 

③ 避難所運営班 給水給食及び救援物資等の配分を行う。 

 

５ 自主防災組織の防災計画 
 

(1) 平常時の活動 

組織 活動内容 

実行組織 

・防災意識の啓発 

・防災知識の普及 

・防災資機材の管理 

・防災訓練 

統括組織 

・所属する実行組織との連絡調整 

・親子会、青年会、ＰＴＡ及びボランティア団体等の住民団

体並びに社会福祉施設及び事業者等との間に地域の防災活

動の連携を目的としたネットワークづくりを行う。 

 

(2) 災害時の活動 

組織 活動内容 

実行組織 

・地域の災害情報の収集及び伝達 

・初期消火 

・救出救護 

・避難誘導 

・給水給食及び生活必需品の配付 

・避難所の開設・運営 

統括組織 

・所属する実行組織との連絡調整 

・給水給食及び救援物資等の配分 

・自主的で秩序ある避難所の運営のために必要な町職員、学

校職員、ボランティア等との連絡調整 

 
 

(3) 自主防災組織等のリーダー育成 

町は、自主防災組織の活動班のリーダーあるいは戸主会や親子会等の住民団体等のリーダー

等の幅広い住民を対象に講習会及び訓練等を実施し、防災活動についての知識・技能、責任

感及び実行力を有するリーダーを育成するものとする。 

(4) 町職員の積極的参加 

町の職員は、地域住民としての自覚を持ち、地域の自主防災組織の結成及び活動について積

極的に参加するものとする。 
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(5) 自主防災資機材の整備 

各実行組織ごとに次の簡易救助用資機材を整備するよう努めるものとする。 

・ ジャッキ     １台 

・ 丸形スコップ   ５本 

・ テコバール    ５本 

・ 替刃式折込ノコ  ５本 

・ 布バケツ     10個 
 

(6) 自主防災資機材の管理 

各実行組織ごとに整備する資機材の管理は各実行組織で行うものとする。 

第３ 自主防災組織の活動マニュアルの作成 

主な実施機関 

町（総務課、消防本部） 

 

町は、地域住民が効果的な防災活動を行えるよう、次の項目についての理解しやすい防災マニ

ュアルを作成し、配布するものとする。 

 

１ 平常時の活動 

(1) 日ごろの備え及び災害時の的確な行動等の防災知識の普及 

(2) 情報の収集・伝達、初期消火、救出・救護、避難等の防災訓練 

(3) 初期消火、救出・救護用の防災資機材等の備蓄・管理 

(4) 家庭及び地域における防災点検 

(5) 地域における高齢者、身体障害者、外国人等災害弱者の把握 

 

２ 災害時の活動 

(1) 正確な情報の収集及び伝達 

(2) 出火防止、初期消火の実施 

(3) 避難誘導  

(4) 救出・救護の実施 

(5) 給食、給水 

(6) 高齢者、障害者等の災害時要配慮者の安否確認、移動補助及び集団避難の実施 

(7) 炊出しの実施及び協力 

(8) 救援物資の分配及び避難所の運営に対する協力等 
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第２節 ボランティア受入体制の整備及び運用に関する計画 

第１ 計画の趣旨等 

阪神・淡路大震災など、近年の大規模災害においては、行政や防災機関のみの災害対応の限界

が指摘されると同時に、ボランティアの多彩な活動が注目された。 

発災に伴い人や公共施設等をはじめとして多種多様な被害が発生することが想定され、これに

対応するためには、平常時から専門知識を有するボランティアを確保し、この運用計画について

も策定しておく必要がある。 

このため町は、大規模災害時におけるボランティア活動が、速やかに立ち上がり効果的に生か

されるよう、平常時からボランティアの受入体制等の整備に努めるものとする。 

 

 
ボランティア活動普及啓発計画 

 

 ボランティア受入体制整備計画  

 ボランティア活動支援計画 
 

第２ ボランティア活動普及啓発計画 

主な実施機関 

町（総務課、健康福祉課）、神山町社会福祉協議会 

 

１ ボランティア活動の普及及び啓発 

町は、神山町社会福祉協議会等と連携し、災害時におけるボランティアの十分な協力と円滑

な活動を確保するため、交流会や研修会の開催などにより住民や事業所に対するボランティア

活動の普及・啓発に努めるものとする。 

 

２ 防災ボランティア登録制度の創設等 

町は、災害時において必要とされるボランティア活動について、即時的に対応できるよう、

防災ボランティア登録制度を創設する。 

(1) 登録対象者 

① 町内に在住又は勤務する個人又は団体 

② 町内に活動拠点を有する個人又は団体 

(2) 活動内容等 

① 一般ボランティア 

特別な資格を必要としない次のような活動を行う。 

・ 炊出し 

・ 清掃 

・ 救援物資の管理及び配付 

・ 被災者の生活支援や話し相手 

・ 専門職ボランティアの補助等 

② 専門職ボランティア 

一定の経験や知識又は専門的な知識や技術若しくは特別な資格等を必要とする次のよう

な活動を行う。 

・ 災害時に行う建物の危険度判定 

・ アマチュア無線等による情報の収集及び伝達 

・ パソコン通信等による災害、安否、生活情報等の収集及び伝達 
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・ 特殊車両による救援 

・ 救急救護 

・ メンタルケア 

・ 介護 

・ 通訳・手話等 

③ボランティアコーディネーター 

一般ボランティアの中から希望者を募り、県の協力を得ながらボランティア・ニーズの

把握や各種ボランティア団体の活動等の連絡調整を行うことのできるボランティアコーデ

ィネーターの育成を図る。 

 

３ ボランティア団体との連携 

町及び神山町社会福祉協議会は、平常時からボランティア団体、ボランティア関連団体、企

業、大学等とのネットワークや社会貢献活動、地域活動を行っている団体等とのネットワーク

を形成し、災害時における協力体制を構築しておくものとする。 

第３ ボランティア活動支援計画 

主な実施機関 

町（総務課、健康福祉課） 

 

１ 活動拠点の整備 

町は、災害発生時においてボランティアの受入・活動拠点となる「災害ボランティア支援セ

ンター」を神山町社会福祉協議会に設置するものとし、神山町社会福祉協議会は平常時から拠

点整備に努めるとともに、情報通信手段となる非常時用電話、携帯電話、ＦＡＸ、パソコン等

の資機材の整備を進めておくものとする。 

 

２ ボランティア活動時における保険制度の整備 

町は、災害及び二次災害等担保特約保険へ加入し、ボランティア活動中の事故に対する保証

を行うことを検討する。 

 

３ 専門ボランティアの活動への支援 

町は、専門知識や特殊な技術を有するボランティアの活動を支援するための方策の検討等を

行い活動体制の整備に努める。 

また、土砂災害に係る啓発や危険箇所の点検などの災害防止活動に取り組んでいる砂防ボラ

ンティア、及び森林災害の原因となる異常兆候や集中豪雨等による森林被害・治山施設の被災

状況を把握し、被害を受けた箇所の監視活動を行う山地防災ヘルパーにつても、その育成を図

り、活動を支援する。 
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第３節 広域応援計画 

第１ 計画の趣旨等 

町内において災害が発生し、自力による対応が困難な場合、他の市町村や防災関係機関の協力

を得て災害対策を実施する必要がある。このため、他の市町村や防災関係機関との間に相互応援

協定等を締結するなど相互の連携を強化し、広域的な防災活動体制の強化・充実を図る必要があ

る。 
 

 応援要請・応援受入体制整備計画  

 広域応援計画 
 

 他市町村応援活動体制整備計画  

第２ 応援要請・応援受入体制整備計画 

主な実施機関 

町（総務課、産業観光課、農業委員会、住民課、消防本部） 

 

１ 相互応援協定の締結 

町は、隣接する市町村のみならず、同時に被災する可能性の低い離れた位置にある市町村と

の相互応援協定の締結をするなど広域応援体制の拡充に努めるものとする。また、すでに締結

している協定についてはその内容を常に検討し、災害で得た新たな教訓や社会環境への変化を

反映させるとともに、その内容の具体化に努めるものとする。 

なお、相互応援協定の締結状況は次のとおりであり、連絡担当部局及び電話番号等について

は、不断に見直しを行っておくものとする。 

おって、災害による通信機能の途絶等一定の条件のもとでは、応援を要請される側が自らの

判断により出動ができるような協定の見直しについて検討するものとする。 

 

(1) 隣接市町村（消防相互応援協定） 

協定締結市町村 連絡担当部局 電話番号 

石井町 危機管理課 088-674-1171 

佐那河内村 総務課 088-679-2111 

 

(2) 県内の市町村（災害協定） 

協定名 締結先 

徳島県市町村消防相互応援協定 徳島県下全市町村 

徳島県消防防災ヘリコプター応援協定 徳島県下全市町村 

徳島県東部地域における災害時相互応援に

関する協定 

徳島市   小松島市 勝浦町 上勝町 

佐那河内村 石井町  松茂町 北島町 

藍住町   板野町  上板町 

徳島県及び市町村の災害時相互応援協定 徳島県下全市町村 
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(3) 県外の市町村 

協定名 締結先 

鳥取県町村会と徳島県町村会との危機事象

発生時相互応援協定 

鳥取県町村会 

（三朝町・湯梨浜町・琴浦町・北栄町） 

 

２ 応援要請体制の整備 

町は、災害発生時の応援要請が迅速かつ円滑に行われるよう応援要請手続き及び連絡方法を

定め、職員への周知徹底を図るものとする。 

なお、協定を締結している他の市町村及び防災関係機関との間において、平常時から訓練、

情報交換等を実施するものとする。 

(1) 応援要請手続 

次に掲げる事項について、口頭又は電話等をもって要請し、後日文書によりあらためて処理

するものとする。 

① 災害の状況及び応援を求める理由 

② 応援を希望する機関名 

③ 応援を希望する人員、物資等 

④ 応援を必要とする場所及び期間 

⑤ 応援を必要とする活動内容 

⑥ その他必要な事項 

(2) 応援要請の連絡方法 

① 応援要請は口頭又は電話により行う。 

② 応援要請後、３の(2)で定める活動計画をＦＡＸにより送付する。 

③ 文書による応援要請は、災害による混乱が収拾した後に行う。 

 

３ 応援受入体制の整備 

町は、応援要請後直ちに応援部隊の受入体制がとれるよう応援受入体制の整備手続きを定め、

職員への周知徹底を図るものとする。 

なお、応援受入体制の主な内容は次のとおりとし、これ以外の事項については臨機応変に対

処するものとする。 

(1) 応援要請及び応援活動の記録 

① 応援の要請先、要請日時、要請内容 

② 回答先、回答日時、回答内容 

③ 応援部隊の到着日時、人員、責任者の氏名・連絡先 

④ 活動（滞在）期間、自立度（食糧、飲料水、宿舎） 

⑤ 搬入物資の内容・量・返却義務の有無 

⑥ 応援活動実績記録（事故等の記録を含む） 

⑦ 撤収日時 

(2) 応援部隊の活動計画の作成 

要請した応援部隊に対して、いつから、どこで、何を、いつまで応援活動を要請するのか等

を整理した応援部隊の活動計画を作成する。 

(3) 食糧、飲料水、宿舎等の準備 

要請する応援部隊は自立できることが原則ではあるが、応援部隊が自立できない場合は、必

要最小限の食糧、飲料水、宿舎、待機場所、駐車場等を準備する。 

(4) 応援受入マニュアルの作成 

他市町村等からの多人数の応援部隊の受入れを円滑に行うため、「広域応援受入マニュアル

（仮称）」の作成を検討する。 
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第３ 他市町村応援活動体制整備計画 

主な実施機関 

町（総務課、建設課、産業観光課、住民課、消防本部） 

 

１ 応援体制の整備 

町は、被災市町村より応援要請を受けた場合、直ちに応援部隊の派遣ができ、かつ通常業務

に支障をきたさないよう、次の事項についての業務方法について定めるものとする。 

(1) 支援対策本部の設置及び運営 

(2) 派遣部隊の編成及び派遣 

(3) 携帯資機材の調達及び運搬 

(4) 応援活動の作業手順等 

 

２ 応援にあたっての留意事項 

派遣部隊は被災地において被災市町村からの援助を受けることのないよう、食糧、衣料、宿

営機材、通信機材に至るまで自力で賄うことができる自己完結型の組織体制を持たなければな

らない。 

第４節 防災施設等整備計画 

第１ 計画の趣旨等 

大規模な災害が発生した場合、町及び防災関係機関は災害応急対策を円滑に実施できるように、

情報通信ネットワーク施設をはじめ必要な施設、資機（器）材及び物資の整備，充実に努める必

要がある。 

 

 
情報通信体制整備計画 

 

 

  
 防災通信システム整備計画 

 

 

 
防災情報システム整備計画 

 

 

 

 

 

 

 
防災拠点施設等整備計画 

 

 

 

 

 

 

第２ 情報通信体制整備計画 

主な実施機関 

町（総務課、消防本部）、防災関係機関 

 

１ 情報収集体制の整備 

町及び防災関係機関は、町内の被害状況を迅速かつ的確に把握するため、情報収集要員を定

める等情報収集体制を整備し、情報収集機能の向上に努めるものとする。 

  

防災施設等整備計画 
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２ 情報連絡体制の整備 

町及び防災関係機関は、災害情報を迅速かつ的確に伝達するため、情報連絡担当者を定める

等情報伝達体制を整備するものとする。 

(1) 指定電話及び情報連絡担当者 

町及び防災関係機関は、情報伝達を円滑に行うためあらかじめ指定電話及び情報連絡担当者

を定め、情報連絡窓口を一本化するものとする。 

(2) 町の情報連絡体制 

町の災害に係る情報連絡体制は次のとおりとする。 

① 災害対策本部が設置されていない場合町総務課（電話 676-1127） 

② 災害対策本部が設置された場合町災害対策本部室（電話 676-1129） 

(3) 有線電話の優先使用 

町及び防災関係機関は災害発生時における有線電話の異常ふくそうにより一般通話が制限さ

れる可能性があることから、災害情報の収集及び伝達を円滑にするため「重要加入電話」に

加入申込み及び更新を行っておくものとする。 

また、町及び西日本電信電話株式会社徳島支店は、有線電話の異常ふくそうによる通信不能

の事態が生じないように、日ごろから住民に対し災害発生時における電話利用の自粛の呼び

かけを行っておくものとする。 

(4) 通信手段の多様化 

町及び防災関係機関は、通信手段の途絶に備え、アマチュア無線、携帯電話、タクシー等の

業務無線等各種の通信手段が利用できるような体制の整備に努めるものとする。 

 

３ 広報体制の整備 

町は、住民及び事業所に対し被害情報等の災害情報を広報するため、災害広報要員を定める

等広報体制を整備するとともに、災害情報を迅速に広報するためのシステムの確立等情報伝

達機能の向上に努めるものとする。 

第３ 防災通信システム整備計画 

主な実施機関 

町（総務課、消防本部）、徳島県 

 

１ 防災通信システムの整備 

(1) システム構成 

町及び防災関係機関は、災害情報の収集及び伝達・連絡のために、次の機器により構成され

る防災通信システムを整備するものとする。 
 

有線通信設備 無線通信設備 

消防報知専用電話 

直通電話 

消防専用電話 

重要加入電話 

防災行政無線 

消防救急無線 

衛星携帯電話 

 
(2) 整備方針 

防災通信システムは、有線通信途絶時にも通信機能を確保できるよう、有線通信設備に併せ

て無線通信設備の整備に努めるものとする。 

(3) 運用方針 

町及び防災関係機関は、通信設備として有線通信設備を活用することを原則とする。 

ただし、有線通信が途絶したときは、防災行政無線等の防災通信システムの無線通信設備の

ほか他機関の無線通信設備をも活用するものとする。 
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２ 防災対策要員緊急招集システムの整備 

町は、防災対策要員を緊急に招集できるよう、携帯電話等の緊急連絡用機器の活用を図るも

のとする。 

(1) 機器の貸与 

町は、災害対策本部要員等に対し、次により緊急連絡に必要に応じ機器を貸与するものとす

る。 

貸与機器 貸与すべき本部要員等 

携帯電話 防災担当者 

 

(2) 機器の登録 

町は、災害対策本部要員等が個人的に利用している緊急連絡用機器の連絡先を登録・更新し、

招集システムの一環に組み入れるものとする。 

 

３ 震度情報ネットワークの維持・整備 

国、県と連携し迅速かつ円滑な初動体制等の確立のために必要な地震計等観測機器の維持・

整備に努めるとともに、震度情報ネットワークその他の災害情報等を瞬時に伝達するシステム

を維持・整備するよう努めるものとする。 

 

４ 緊急地震速報の伝達のための体制等の整備 

町は、迅速な緊急地震速報の伝達のため、全国瞬時警報システム（J-ALERT）など、その伝

達体制及び通信施設、整備の充実を図るよう努める。 

 

５ 防災通信システムの耐震化 

町は、重要な防災通信施設には次のような措置を講じておくものとする。 

(1) 通信用機器の転倒防止工事 

(2) 自家発電装置の設置及び定期的点検 

(3) バッテリーの保管及び更新 

(4) 主要防災機関との間の通信ネットワークの二重化 

 

６ 防災通信システムの高度化 

町は、災害時における防災通信機能を向上させるため、地域防災無線等の防災通信システム

の高度化に取り組むものとする。 

第４ 防災情報システム整備計画 

主な実施機関 

町（総務課、消防本部） 

 

１ 防災情報システムの整備 

町は、被害状況の集計・分析やパソコン通信等に活用するためコンピューター等情報関連機

器の整備に努めるものとする。 

 

２ 防災情報システムの耐震化 

町は、地震に備えて防災情報システム耐震化を図るため、次のような措置を検討するものと

する。 

(1) 無停電電源装置の導入 

(2) 防災関連システムのコンピュータ設置場所への免震床の導入 

(3) 主要機器のシステムの二重化 
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３ 各種データの整備保全 

町は、復興の円滑化のため、あらかじめ各種データの総合的な整備保全（戸籍、住民基本台

帳、地籍、建築物、権利関係、施設、地下埋設物等情報及び測量図面、情報図面等データの整

備保存並びにバックアップ体制の整備)をしておくものとする。 

第５ 防災拠点施設等整備計画 

主な実施機関 

町（総務課） 

 

町は、町の防災中枢機能を果たす庁舎等施設、設備の充実及び災害に対する安全性の確保の推

進に努めるとともに、代替エネルギーシステムの活用を含め自家発電設備等の整備を図り、十分

な期間の発電が可能となるような燃料の備蓄等に努める。 

その際、物資の供給が相当困難な場合を想定した食料、飲料水、燃料等の適切な備蓄・調達・

輸送体制の整備、通信途絶時に備えた衛星携帯電話の整備等非常用通信手段の確保を図る。 

また、あらかじめ代替施設の選定などのバックアップ対策を講じることに努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

第３編 応急対策計画 
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第３編 応急対策計画 

第１章 初動計画 

第１節 職員参集・動員計画 

第１ 計画の趣旨等 

町の地域において災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、迅速かつ円滑な災害応急対

策を実施するため、町職員の参集及び動員の方法をあらかじめ定めておくものとする。 

 

 

 職員非常配備計画  

 職員参集・動員計画  

 職員非常動員計画  

第２ 職員非常配備計画 

主な実施機関 

町（総務課） 

 

１ 職員配備体制 

町において、災害が発生した場合、職員は勤務時間の内外を問わず、あらかじめ定められた

配備体制に基づき、所定の業務に従事するものとする。 

なお、職員の非常体制の配備は、次に示すとおり待機体制及び第１非常体制から第３非常体

制の４段階とする。 
 

 神山町災害対策本部 

（本部員会議・部室開設） 

設置閉鎖 

 

 

 
災害の発生等 

 非 

常 

体 

制 

配 

備 

指 

令 

  

第 

３ 

非 

常 

体 

制 

 

解 

 

散 

   
 
 
 
 
 
 
 

 

第 

２ 

非 

常 

体 

制 

 
    

 
 
 
 
 
 

 
 第 

１ 

非 

常 

体 

制 

 
 

  
 
 
 

待 

機 

体 

制 

 
 
 
 

 
気象予警報等の

発令 
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２ 非常体制の配備決定 

非常体制の配備決定は、次により行うものとする。ただし、決定者が不在の場合は(2)で定

める代決者が決定し、事後承認を得るものとする。 

(1) 配備決定手続き 

① 待機体制 

総務課長が状況を判断して決定する。 

② 第１非常体制 

総務課長が状況を判断し、副町長の承認を得て決定する。 

③ 第２非常体制 

総務課長が副町長の指示を受け、町長の承認を得て決定する。 

④ 第３非常体制 

第２非常体制に同じ。 

(2) 代決者 

災害が発生した場合の命令系統は次のとおりとし、定めた者が不在又は連絡不能の場合は次

の者が直ちにその職務を遂行し、事後その承認を受けるものとする。 

① 町長 

② 副町長 

③ 総務課長 

 

３ 職員配備計画 

(1) 非常体制配備指令の発令 

町長は、災害が発生し又は発生するおそれがある場合には、その災害の規模、被害状況等に

応じて必要な防災体制をとるため、職員に対し非常体制配備指令を発令する。 

(2) 非常体制配備指令の解除 

町長は、災害の発生、継続又は拡大のおそれがなくなったと認めるときは、非常体制配備指

令を解除する。 

(3) 発令の種類、基準等 

 

種類 発令基準 配備職員 配備内容 

待機体制 

配備指令 

１ 気象予警報に基づき、い

まだ第１非常体制配備指令

を発令するには至らない

が、今後の状況の推移に注

意を要し、連絡を緊密にす

る必要があると認めるとき 

２ 南海トラフ地震臨時情報

(調査中)が発表されたとき 

３ その他必要により町が指

令したとき 

(4)の非常配

備人員の基準

に定める職員 

（必要がある

場合はその都

度 定 め る 職

員） 

配備職員は、原則として

通常の勤務場所におい

て、気象予警報等の情報

連絡活動を行うとともに

状況に応じてすみやかに

第１非常体制を配備し得

る体制とする。 
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第１非常体制 

配備指令 

１ 大雨注意報等が発表され

相当な災害の発生が予想さ

れるとき又は台風が接近す

るおそれがあるとき 

２ 河川の水位が警戒水位に

近づいたとき 

３ 町域内に震度４の地震が

発生したとき 

４ 南海トラフ地震臨時情報

(巨大地震注意)が発表され

たとき 

５ その他、大規模な事故等

の災害が発生し、大きな被

害が予測されるとき。 

６ その他必要により町が指

令したとき 

(4)の非常配

備人員の基準

に定める職員 

（必要がある

場合はその都

度 定 め る 職

員） 
 

 

 

 

 

 

配備職員は、原則として

通常の勤務場所におい

て、非常体制配備指令等

の情報連絡活動及び災害

応急対策に従事するとと

もに、状況に応じてすみ

やかに第２非常体制を配

備し得る体制とする。 

第２非常体制 

配備指令 

１ 暴風、大雨、洪水警報等

が発表されたとき 

２ 台風が通過することが確

実とされたとき 

３ 河川が氾濫注意水位に近

づいたとき 

４ 町域内に震度５弱又は５

強の地震が発生したとき 

５ 南海トラフ地震臨時情報

(巨大地震警戒)が発表され

たとき 

６ その他大規模な事故等の

災害が発生し、大きな被害

が発生したとき 

７ その他町長が必要と認め

たとき 

 
 

 

 

 

同上 

第２非常体制配備職員は

本部室において災害情報

連絡活動及び災害応急対

策に従事し、状況に応じ

てすみやかに第３非常体

制を配備し得る体制を整

える。 

（必要に応じて町災害対

策本部の設置） 

第３非常体制 

配備指令 

１ 町災害対策本部が設置さ

れたとき 

２ 町域内で震度６弱以上の

地震が発生したとき 

 

同上 全職員を配備し災害応急

対策活動を行う。 
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(4) 非常体制の配備人員基準 

課等の非常配備人員の基準は、次のとおりとする。 

課等名 待機体制 
第１非常 
体  制 

第２非常 
体  制 

第３非常 
体  制 

備考 

総 務 課 ３ ４ ７ 全員  

住 民 課 １ １ ２ 〃  

建 設 課 ２ ３ ６ 〃  

産業観光課 １ １ ２ 〃  

農業委員会 １ １ １ 〃  

税務保険課 １ １ ３ 〃  

健康福祉課 １ １ ２ 〃  

地域包括支援ｾﾝﾀｰ ０ ０ １ 〃  

出 納 室 １ １ １ 〃  

議会事務局 １ １ １ 〃  

教育委員会 １ １ ２ 〃  

(注) １ 災害対策本部における本部長（町長）、副本部長（副町長）及び本部長付 

    （教育長）は、この配備人員には含まれない。 

   ２ 課等の長は、第１非常体制の配備時点では参集しているものとする。 

 

４ 職員非常配備実施台帳の作成 

(1) 町は、次の様式により「神山町職員非常配備実施台帳」を作成し、不断に更新するものとす

る。 

(2) 非常体制配備指令の当初の伝達等を円滑に行うため、各課等に正副２人の非常連絡員をあら

かじめ定めておくものとする。 

なお、非常連絡員は、原則として庶務担当の課長補佐又は係長とする。 

 

神山町職員非常配備実施台帳 

課等名 職名 氏名 

非 
常 
連 
絡 
員 

配備体制 連絡先 備考 

待
機 
体
制 

第
１ 
非
常 
体
制 

第
２ 
非
常 
体
制 

第
３ 
非
常 
体
制 

有線 
電話 

携帯 
電話 

 

総 務

課 

課

長 
×××   ○ ○ ○ xxxx xxxx  

課長
補佐 

××× ○ ○ ○ ○ ○ xxxx xxxx  

          

          

住 民

課 

課

長 
×××  ○ ○ ○ ○ xxxx xxxx  

          

          

           

           

(注)連絡先の携帯電話の番号は、町の貸与したものだけでなく、個人的に利用しているものも
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含めて記載すること。 

第３ 職員非常動員計画 

主な実施機関 

町（総務課） 

 

１ 非常体制配備指令の伝達 

町において、非常体制配備指令が発令された場合、あらかじめ定められた伝達系統及び伝達

手段により、発令内容を迅速かつ正確に伝達するものとする。 

(1) 勤務時間内 

総務課長は、第２の２の決定を受け、次の伝達系統及び伝達手段により、気象予警報等の種

類及び配備の種類を伝達する。 

① 伝達系統 
 

   状況報告   
庁内放送 

 

町長 

 

総務課 

 

本庁各課 

 
  

 

指揮・命令 

 

  防災行政無線 

  又は有線電話 情報交換 

 

 

消防本部 

 

 

 

出先機関 

 

 
 

② 伝達手段 

(ｱ) 庁内放送 

(ｲ) 防災行政無線又は有線電話 

○ 内放送等の文例 

「町長からの緊急指令を伝達します。町長からの緊急指令を伝達します。 

暴風、大雨、洪水警報が発令されました。 

（○時○分災害対策本部を設置し、）第○非常体制により災害応急対策を実施しま

すので、職員は、既定の計画どおり所定の配備につき応急対策の実施に万全を期して

ください。（以上繰り返します。）」 

 

(2) 勤務時間外 

総務課長は、第２の２の決定を受け、次の伝達系統及び伝達手段により、気象予警報等の種

類及び配備の種類を伝達する。 

なお、総務課長が退庁している場合は、在庁している職員より被害状況等の情報を入手し、

決定を行うものとする。 
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① 伝達系統 

 

副町長 

 
各課非常 

配備要員 

 

 

 状況報告         伝達 

 

電話等          電話等 

 

    状況報告  

町長 

  

総務課 

 

電話等 
各課等非 

常連絡員 

 
 電話等 

 

指揮・命令 

 

  

情報交換 
 

 
消防本部 

 

② 伝達手段 

(ｱ) 有線電話 

(ｲ) 携帯電話 

○配備指令の伝達等の文例 

「町長からの緊急指令を伝達します。 

第○非常体制の配備指令が発令されました。 

繰り返します。第○非常体制の配備指令が発令されました。 

職員は、直ちに配置につき応急対策を実施してください。」 

③ 非常連絡員の対応 

(ｱ) 非常配備指令を上司及び所定の職員に伝達 

(ｲ) 所定の職員の非常配備の状況を総務課に報告 

 

２ 勤務時間外の職員の参集 

職員は、勤務時間外において気象情報等により災害発生が予想される場合は、又は南海トラ

フ地震臨時情報（調査中）若しくは南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）、南海トラフ地

震臨時情報（巨大地震警戒）が発表された場合は、次のとおり行動するものとする。なお、職

員は、参集途上に把握した被災状況を報告する。 

(1) 直ちに、テレビ、ラジオ等により状況把握に努める。 

(2) 職員はテレビ、ラジオ等で情報を収集し、自らや家族の安全を確保した後、直ちに災害応急

対策活動を行うものとする。 

(3) 職員は、配備体制の指示に従い、また非常連絡員は伝達を行うものとする。 

(4) 職員は、交通機関の不通等により本庁舎へ登庁できない場合は、最寄りの支所、出張所等に

参集し、応急対策活動に従事するとともに、その旨を総務課に連絡する。 

 

３ 勤務時間外の非常体制の配備につかない職員の対応 

勤務時間外において非常体制の配備につく職員以外の職員は、自己の住所地付近の災害状況

等を把握することに努め、必要に応じてその状況を町（災害対策本部等）へ通報し、かつ、何

時でも非常体制の配備につける態勢で待機するものとする。 
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第２節 災害対策本部設置計画 

第１ 計画の趣旨等 

町の地域において災害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、防災関係機関はもとより

民間団体や住民等も含めて一致協力して災害の拡大の防止と被災者の救援救護に努め、被害を最

小限に止める必要がある。 

このため、町は、防災対策を総合的かつ迅速に行う必要があると認めるときは災害対策本部を

設置し、防災業務の遂行にあたるものとする。 

 
災害対策本部の設置計画 

 

 

 災害対策本部設置計画  災害対策本部の運営計画  

 

 
災害対策本部の閉鎖計画 

 

第２ 災害対策本部の設置計画 

主な実施機関 

町（総務課） 

 

１ 設置基準 

災害に係る災害対策本部は、次の場合に設置する。 

(1) 自動設置 

町の地域で震度６弱以上の地震が発生したとき 

(2) 判断設置 

① 町の地域で震度５弱又は５強の地震が発生したとき 

② 近隣で相当規模の地震災害が発生し，又は発生するおそれがあるとき 

③ 台風等により、大規模な災害が発生し、又は発生のおそれがあるとき 

ア 暴風、大雨、洪水警報（又は特別警報）等が発令され、大規模な被害の発生が予想され

るとき 

イ 台風が四国に接近し，徳島県の全部又は一部を通過し暴風圏に入ることが確実とされる

とき 

ウ 河川の増水により指定河川の水位が警戒水位を越え、さらに水位上昇により大規模な被

害の発生が予想されるとき 

エ 人的被害、家屋被害が相当数発生したとき、又はそれが予知されるとき 

④ 災害が広範囲な地域にわたり、又は拡大するおそれがあるとき 

⑤ その他、多数の人的被害など、重大な社会的影響がある大規模な事故等の災害が発生し、

又はそのおそれが高まったとき 

ア 通常の町行政組織により災害応急対策が不可能と判断される特殊な災害が発生したとき 

 

２ 組織等 

神山町災害対策本部の設置にあたっては、神山町災害対策本部条例（昭和 37 年神山町条例

第 20号）に定めるほか、対策本部の組織及び事務分掌等は次のとおりとする。 
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(1) 町災害対策本部の組織 

 
 

本部員会議 
 会計部 

  出納室   
 

本部長 
  

総務部 
  総務課 
  神山町消防団 

町 長 
 

  
   
 副本部長  税務保険部 

  税務保険課 
副町長 

 
 

  
住民部 
  住民課・環境センター・広野支所   

 
本部員 

  
   

教育長 
総務課長 
住民課長 

健康福祉課長 
税務保険課長 
建設課長 

産業観光課長 
農業委員会事務局長 

出納室長 
議会事務局長 
教育委員会次長 

消防署長 
消防団長 
消防副団長 

福祉部 
 健康福祉課・包括支援センター 
  広野保育所・下分保育所   

連 
絡 
調 
整 
会 
議 

  

 

産業建設部 
 建設課・産業観光課・農業委員会  

 
 

教育部 
  教育委員会・学校給食共同調理場 
  広野公民館・阿川公民館・鬼籠野公民
館・下分公民館・上分公民館 

 
 

  

 
協力部 
  議会事務局   

 
 

消防部 
 神山消防署  

(2) 本部員会議 

① 構成 

神山町災害対策本部の最高意思決定機関として、本部員会議を設置し本部長、副本部長

及び本部員全員をもって構成する。ただし、本部長が必要と認めるときは、本部長、副本

部長及び関係本部員による関係本部員会議を開催することができる。 

原則として各部の庶務担当の課長補佐又は係長が、連絡調整を行うものとする。 

② 代決者 

災害対策本部の本部長は町長があたるものとし、町長が不在の時は副町長が代行するも

のとし、町長、副町長とも不在の時は総務課長が代行するものとする。 

なお、本部員の代行は、各部においてあらかじめ指名したものをもってあてるものとす

る。 

③ 庶務 

本部員会議の庶務は、総務部において行う。 
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 (3) 事務分掌 

部の名称 部長 部となる課 事務分掌 

会計部 
会計管理者 

出納室長 
出納室 

・防災・復旧活動の応援に関すること 

・義援金品の受入・保管に関すること 

総務部 総務課長 総務課 

・本部の設置及び廃止に関すること 

・本部員会議及び関係本部員会議に関すること 

・本部長命令の通達に関すること 

・本部の庶務に関すること 

・職員の動員・配備に関すること 

・国、県等との連絡調整に関すること 

・被害状況及び応急対策の実施状況の取りまと

め、記録等に関すること 

・災害時の広聴及び相談に関すること 

・災害に関する写真等による記録に関すること 

・他の市町村等からの災害復旧活動に対する応援

の調整に関すること 

・災害予算に関すること 

・気象予警報に関すること 

・県災害対策本部、県警察本部、自衛隊等関係機

関との連絡に関すること 

・本部として行う新聞発表、放送等の広報活動及

び報道機関との連絡に関すること 

・水防計画の実施についての連絡・調整に関する

こと 

税務保険部 税務保険課長 税務保険課 

・物資運搬車両等の調達・確保に関すること 

・被害家屋の判定基準及び家屋被害状況の調査に

関すること 

・り災証明（火災によるものを除く）等の災害に

関する諸証明の発行に関すること 

住民部 住民課長 住民課 

・遺体の埋火葬に関すること 

・応急仮設住宅のうち住宅の管理に関すること 

・外国人に関する連絡及び調整に関すること 

・物価の安定その他住民生活に関すること 

・一般廃棄物の収集、処理、処分に関すること 

・災害廃棄物の撤去、処理、処分に関すること 

・災害ボランティアの住宅に関すること 

・道路、みぞ等の環境整備に関すること 

・環境保全対策に関すること 

福祉部 健康福祉課長 健康福祉課 

・災害救助法に基づく救助に関する連絡・調整及

び指導に関すること 

・災害救助の資料その他災害救助の実施状況の取

りまとめ及び報告に関すること 

・被災者に対する見舞金に関すること 

・義援金品の配分に関すること 

・災害救助法に基づく医療助産に関すること 

・避難所の開閉及び管理運営に関すること 

・避難者の収容に関すること 
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部の名称 部長 部となる課 事務分掌 

    

福祉部 

(つづき） 
健康福祉課長 健康福祉課 

・救護班の編成、救護所の設置その他の医療・助

産の調整に関すること 

・被災地の防疫活動に関すること 

・遺体の捜索、収容、安置、に関すること 

・その他災害救助に関し他の所管に属さないこと 

・災害時要配慮者（高齢者、障害者等）に関する

こと 

・保育所の防災対策、応急保育、子育て支援に関

すること 

産業建設部 

建設課長 

 

産業観光課長 

 

農業委員会事務

局長 

建設課 

 

産業観光課 

 

農業委員会 

・被災者等への食糧の確保及び配給に関すること 

・救援物資の受入れ及び配付に関すること 

・中小企業への災害復旧資金の融資に関すること 

・農林水産業施設の防災及び復旧に関すること 

・農林水産業の＋災害復旧資金の融資に関するこ

と 

・農産物、家畜等の災害対策に関すること 

・災害応急工事の契約に関すること 

・河川、道路、橋りょう、宅地等の防災及び復旧

に関すること 

・災害救助法に基づく障害物の除去に関すること 

・排水施設等の防災及び復旧に関すること 

・ライフライン復旧の連絡・調整に関すること 

・緊急輸送路の確保に関すること 

・住宅の応急修理に関すること 

・町有建物の復旧に関すること 

・飲料水の供給に関すること 

・給水区域への給水の確保に関すること 

・応急仮設住宅のうち住宅建設の用地及び建築に

関すること 

教育部 教育次長 教育委員会 

・児童・生徒の保護および応急教育に関ること 

・教育施設の防災及び復旧に関すること 

・災害救助法に基づく学用品の給与に関すること 

協力部 議会事務局長 議会事務局 

・災害ボランティアの受入れ及び連絡・調整にす

ること 

・防災及び復旧活動の応援に関すること 

消防部 消防署長 消防署 ・管内の災害情報の収集及び把握に関すること 

※出先機関等は、関係所属課の事務分掌により対応すること。 
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３ 災害対策本部設置場所 

災害対策本部は、町役場に置くものとする。ただし、災害の状況に応じて本部長の指定する

他の町有建物に置くことがある。 

 

４ 災害対策本部の表示 

総務課長は、災害対策本部が設置された時は、町役場前に「神山町災害対策本部」の看板

（総務課保管）を掲出するものとする。 

 

５ 災害対策本部設置の通知 

総務課長は、災害対策本部を設置した場合は、直ちに各課非常連絡員にその旨通知するとと

もに、町長を通じ徳島県災害対策本部等関係機関へその旨通知するものとする。 

 

６ 職員の動員及び参集 

総務課長は、災害対策本部の設置及び非常体制の決定に基づき、応急対策を実施するのに必

要な職員を動員するものとする。この場合の手順については、第１節職員参集・動員計画のと

おりとする。 

第３ 災害対策本部の運営計画 

主な実施機関 

町（総務課） 

 

１ 災害対策本部員会議の開催 

災害の状況に応じ、災害対策に関する基本事項について協議するため、本部長が必要と認め

る場合は、本部員会議又は関係本部員会議を開催するものとする。 
 

(1) 本部員会議の協議事項 

① 第２非常体制から第３非常体制への切り替え及び災害対策本部の閉鎖に関すること 

② 避難のための立退き指示に関すること 

③ 被害情報及び被害状況の分析とそれに基づく応急対策活動の基本方針の策定に関するこ

と 

④ 自衛隊に対する災害派遣の要請に関すること 

⑤ 災害救助法の発動についての意見に関すること 

⑥ その他災害対策に関する重要事項 

(2) 部の運営 

各部においては、災害発生時における「災害対策業務マニュアル」を策定し、その周知徹底

を図っておくものとする。 

災害対策本部に設置された各部は、本部員会議の決定した基本方針及びあらかじめ策定した

「災害対策業務マニュアル」に基づき災害対策業務に従事するものとする。 

 

２ 災害対策本部室の設置 

(1) 開設 

災害対策本部が設置された場合、総務課長は直ちに災害対策本部室を開設する。 

(2) 災害対策本部長の所在 

災害対策本部長は、原則として災害対策本部室に在室するものとする。 

(3) 本部室の役割 

災害対策本部室においては、気象等観測結果及び被害情報の収集及び集計・分析並びに非常

配備及び予警報等の伝達など、主として対策本部において必要な情報の収集・集計・分析及

び対策本部の決定事項の伝達を行う。 
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(4) 設置場所 

災害対策本部室は、町役場総務課に置くものとする。ただし、災害の状況に応じて本部長の

指定する他の町有建物に置くことがある。 

(5) 本部室の構成 

災害対策本部室は、次の課の所要の職員で構成し、副町長が統括する。 

① 総務課 

② 健康福祉課 

③ 建設課 

④ その他本部長が必要と認める課 

(6) 本部室の電話番号等 

① 有線電話 

６７６－１１２７ 

６７６－１１２９ 

② 無線局 

［呼称］ぼうさいかみやまちょうやくば 57.98MHz（町波） 

ぼうさいかみやまちょう（県波固定） 

LASCOM徳島県徳島ｽｰﾊﾟｰﾊｰﾄﾞ可搬地球 V9（県波衛星） 

第４ 災害対策本部の閉鎖計画 

主な実施機関 

町（総務課） 

 

１ 災害対策本部の閉鎖基準 

災害対策本部は、本部長が次のとおり認めたときに閉鎖する。 

(1) 町の地域に係る災害発生のおそれが解消したとき 

(2) 災害応急対策がおおむね完了したとき 

 

２ 災害対策本部の閉鎖通知 

総務課長は、災害対策本部を閉鎖した場合は、直ちに非常配備要員にその旨通知するととも

に、本部長を通じ徳島県災害対策本部等関係機関へその旨通知するものとする。 
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第２章 相互応援協力計画 

第１節 自衛隊災害派遣要請計画 

第１ 計画の趣旨等 

災害発生後、町長は、災害規模や地震規模等に関し収集された情報等に基づき、現有の人員、

資機材、備蓄物資等では災害応急対策又は災害復旧対策を実施することが困難であると判断した

ときは、すみやかに知事へ自衛隊の派遣を要請し、迅速かつ的確な応急対策を講ずるものとする。 

 
災害派遣要請計画 

 

 

 

 
災害派遣部隊受入計画 

 

 
自衛隊災害派遣要請計画 

 
 

 
災害派遣部隊の撤収要請計画 

 
 

 

 

 
災害派遣経費の負担計画 

 

第２ 災害派遣要請計画 

主な実施機関 

徳島県、町（総務課）、自衛隊 

 

１ 自衛隊に対する災害派遣要請者等 

(1) 災害派遣要請者 

自衛隊の災害派遣要請者は徳島県知事である。 

町長は、町の地域において災害が発生し、又は発生しようとしている場合において、応急措

置を実施する必要があると認められるときは、知事に対し、自衛隊に対する部隊等の災害派

遣を要請するよう依頼する。 

ただし、町長は、特に緊急を要し、通信途絶等により町長が知事に対して災害派遣要請の依

頼ができない場合は、その旨及び災害の状況等を最寄りの自衛隊に通知するものとする。 
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(2) 最寄りの災害派遣要請部隊等の長 

① 陸上自衛隊第１４旅団長（香川県善通寺市） 

② 海上自衛隊徳島教育航空群司令（板野郡松茂町） 

③ 海上自衛隊第２４航空隊司令（小松島市） 

 
     

町災害対策本部長 

（神山町長） 

 徳島名西警察署   （協議・通報） 

６３２－０１１０ 
災害対策本部室 

６７６－１１２７ 

６７６－１１２９ 

 

 

（通知） 
 

（依頼） 

 徳島県知事 派 

遣 

要 

請 

陸上自衛隊 海上自衛隊  

徳島県危機管理環境部 

088-621-2716 

徳島県庁衛視室  088-621-2057 

第１４旅団 

司令部第３部  

(0877)62-2311 

内線：233、234 

［当直：208］ 

徳島教育航空群 

（松茂町） 

(088)699-5111 

内線：3213 

［当直：3222、3223］ 

第２４航空隊 

（小松島市） 

(0885)37-2111 

内線：213 

  

 

（通報） 

 徳島県警察本部長 
 

警備課 

088-622-3101 

 

 
 

２ 災害派遣の基準 

(1) 災害派遣の要請 

① 町長は、町の地域において災害が発生し、又は発生しようとしている場合において、応

急措置を実施する必要があると認められるときは、県知事に対し、自衛隊に対する部隊等

の災害派遣を要請するよう依頼するものとする。 

② 町長は、地震等の発生に際して特に緊急を要し、通信途絶等により町長が知事に対して

災害派遣要請の依頼ができない場合は、その旨及び災害の状況等を最寄りの自衛隊に通知

するものとする。 

③ 町長は、②の通知をした場合は、すみやかに知事にその旨を報告するものとする。 

④ 町長は、災害派遣要請の必要が生じる可能性があると認めるときは、知事に対し、状況

判断に必要な情報をすみやかに提供するものとする。 
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(2) 災害派遣の範囲 

自衛隊の災害派遣を要請できる範囲は、原則として人命及び財産の保護を必要とし、かつ事

態がやむを得ない場合で、おおむね次のような活動を必要とする場合とする。 

活動項目 活動内容 

被害状況の把握 車両、航空機等状況に適した手段による偵察 

避難の援助 避難者の誘導、輸送等 

行方不明者、傷病者等の捜索

救助 

死者、行方不明者、傷病者等の捜索救助（ただし、緊急

を要し、かつ、他に適当な手段がない場合） 

水防活動 堤防護岸の決壊に対する土のうの作製、積込み及び運搬 

道路、水路等交通上の障害物

の除去 

損壊施設又は障害物の除去若しくは道路上の崩土等の排

除（ただし、放置すれば人命、財産の保護に響すると考

えられる場合） 

応急医療・救護及び防疫支援 
被災者に対する応急医療、救護及び防疫支援（薬剤等は

県又は町が準備） 

通信支援 
緊急を要し、他に適当な手段がない場合、被災地と災害

対策本部間のバックアップ通信支援 

人員物資の輸送 

緊急を要し、かつ、他に適当な手段がない場合、緊急患

者、医師その他救急活動に必要な人員及び物資緊急輸送

（航空機による輸送は特に緊急を要する場合に限る。） 

炊飯及び給水の支援 被災者に対する炊飯、給水及び入浴支援 

危険物等の保安、除去 
能力上可能なものについて火薬類、爆発物等の保安措置

及び除去 

消火活動 
火災に対して、消防機関に協力して空中及び地上消火活

動 

宿泊支援 被災者に対する宿泊支援 

救援物資の無償貸付又は譲与 

「防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関す

る省令（昭和 33 年総理府令第１号）」に基づき、被災者

に対し救援物資を無償貸与又は譲与 

その他 
その他臨機の必要に対し、自衛隊の能力で対処可能なも

のについての所要の措置 
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３ 災害派遣要請手続等 

町長は、災害派遣の必要があると認めるときは、知事に対し次の事項を記載した災害派遣要

請依頼書により災害派遣要請を依頼するものとする。 

ただし、緊急を要する場合その他やむを得ない理由により文書で依頼することができない場

合は、電話その他迅速な方法で依頼し、事後すみやかに依頼書を提出するものとする。 

なお、災害に際し特に緊急を要し、通信の途絶等により町長が知事に対して災害派遣要請の

依頼を行うことができないときは、次の事項を記載した災害状況通知書によりすみやかに最寄

りの自衛隊に通知するものとする。 

 

災害派遣要請依頼書 
 

番  号 

年 月 日 

 

 

徳島県知事  殿 

 

 

神 山 町 長 

 

自衛隊の災害派遣要請について（依頼） 

 

 

 

災害を防除するため、次のとおり自衛隊の災害派遣要請を依頼します。 

 

 

１ 災害の状況及び派遣要請を依頼する事由 

(1) 災害の状況（特に災害派遣を必要とする区域の状況を明らかにする。） 

(2) 派遣要請を依頼する事由 

２ 派遣を希望する期間 

３ 派遣を希望する勢力 

(1) 人員 

(2) 装備の概要（特に航空機等特殊装備を必要とするとき） 

４ 派遣を希望する区域及び活動内容 

(1) 派遣を希望する区域 

(2) 活動内容（遭難者の捜索援助、道路啓開、水防、輸送、防疫等） 

５ 連絡場所及び連絡職員 

(1) 連絡場所（住所、電話番号、無線局番等） 

(2) 連絡職員（所属職氏名） 

６ その他参考となるべき事項（作業用資料、宿舎の準備状況等） 
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災害状況通知書 
 

番  号 

年 月 日 

災害派遣要請部隊長  殿 

 

神 山 町 長 

 

神山町の災害状況について（通知） 

 

 災害を防除するため、徳島県知事に対し別紙のとおり自衛隊の災害派遣要請の依

頼を試みましたが、現在のところ○○（通信途絶等具体的理由を記載）のため依頼

できていないことを通知します。 

 

（別紙として「災害派遣要請依頼書」を添付） 

第３ 災害派遣部隊受入計画 

主な実施機関 

町（総務課） 

 

１ 受入体制の整備 

(1) 連絡員の指名 

派遣部隊との連絡調整を円滑に行うため総務課職員を連絡員に指名する。 

(2) 受入計画 

応援を求める内容、所要人員及び資機材等の確保について計画を立て、部隊到着後はすみや

かに作業が開始できるようあらかじめ準備する。 

(3) 連絡員の派遣等 

町長は、派遣部隊の受入れに際し、自衛隊に対して災害対策本部に連絡班の派遣を要請する。 

また、自衛隊の要求により、災害派遣部隊の主要な活動地区へ町の連絡員を派遣する。 

(4) 活動の競合重複の排除 

災害対策本部は、自衛隊の活動が他の災害復旧機関の活動と競合重複することのないよう最

も効率的に作業を分担できるよう配慮する。 

(5) 誘導 

災害対策本部は、災害派遣部隊を受入れるに際し、災害派遣部隊の活動地区への進入ルート

及び集結地点、又は救援物資の受入場所等を選定し、災害派遣部隊を誘導するものとする。 

(6) ヘリポートの提供 

自衛隊災害派遣要請の依頼と同時に、２で定めるヘリポートの準備をし、自衛隊へも提供す

るものとする。 

(7) 資機材等の提供 

災害派遣部隊が行う活動に必要な資機材は、原則として派遣部隊が準備するが、被災現場で

必要となった資機材等については、町でも調達及び提供に配慮するものとする。 

(8) 宿泊施設又は野営適地の提供 
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町は、自衛隊から要請があった場合は、派遣部隊の宿泊所又は野営適地の提供を行うものと

する。 

(9) その他 

災害派遣部隊の受入れに際しては、自衛隊の任務と権威を侵害することのないよう配慮する

ものとする。 

 

２ ヘリポートの設置 

町長は、あらかじめ災害対策用ヘリポートの降着場適地を選定し、県に通知しておくものと

する。 

(1) 降着場適地の選定 

ヘリポート用地として、(2)の基準を満たす地積（ヘリポート）を確保する。なお、選定用

地が町有地でない場合は、土地の所有者又は管理者との調整を確実に実施しておくものとす

る。 

(2) 適地選定基準 

① 地表面は平坦でよく整理されていること 

② 回転翼の回転によって、つとめて砂塵等が上がらない場所であること 

③ 所要の地積があること 

④ 周辺に風圧の影響を受けるものがないこと（大型ヘリコプター） 

 

 

 

 

 

 

             進入角 

 
ヘリポート 

 
 

Ｈ 

 

 

 

 

 

進入角 

 

着陸帯 

 

■ヘリポート最小限所要地積 
 

機 種 着陸帯(直径) 進入角 摘 要 

小型ヘリコプター 30ｍ 10゜ 
ヘリポートの外縁から 50ｍ以内に 10

ｍ以上の障害物がないこと 

中型  〃 50ｍ ８゜ 
ヘリポートの外縁から 70ｍ以内に 10

ｍ以上の障害物がないこと 

大型  〃 100ｍ ６゜ 
ヘリポートの外縁から100ｍ以内に10

ｍ以上の障害物がないこと 

■ヘリポート適地 
 

名称 管理者 連絡先 
着陸可能な

ヘリコプタ

ーの大きさ 

神山町民総合運動場 神山町教育委員会 電話 088-676-1111 小 

徳島県立神山森林公園 徳島県林業振興課 電話 088-621-2482 大 

鬼籠野喜来ヘリポート 神山町総務課 電話 088-676-1111 小 
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■ドクターヘリ・ランデブーポイント 
 

名称 所在地 連絡先 

神山町民総合運動場 

（町民グラウンド） 
神領字大埜地 396 

電話 676-1522（神山町教育委員会） 

管理 

電話 676-1177（農村環境改善ｾﾝﾀｰ） 

ＮＰＯ法人神山ｸﾞﾘｰﾝﾊﾞﾚｰ 

神山森林公園 阿野字大地 459-1 電話 678-2482 

鬼籠野喜来ヘリポート 鬼籠野字喜来 308-2 電話 676-1111（神山町総務課） 

岳人の森 駐車場 上分字中津 946-2 電話 677-1147 

焼山寺 駐車場 下分字地中 電話 677-0112 

妙法寺 駐車場 上分字江田 1206 電話 677-0204 

旧鬼籠野小学校 鬼籠野字川東 29 電話（鬼籠野公民館）676-0111 

タカガワ東徳島 

ゴルフ倶楽部 
阿野字歯ノ辻 電話 678-0001 

広野小学校 阿野字広野 22 
電話 678-0806 

電話 676-1522（神山町教育委員会） 

広野小学校旧校舎 阿野字広野 42 電話 676-1522（神山町教育委員会） 

神山中学校 神領字西上角 175-1 
電話 676-0506 

電話 676-1522（神山町教育委員会） 

神領小学校 神領字大埜地 411-1 
電話 676-0015 

電話 676-1522（神山町教育委員会） 

 

 

(3) 事前準備 

① ヘリポートの位置確認のため、ヘリポート及びその周辺地域を含む地図（縮尺１万分の

１程度のもの）を準備し提供する。 

② 夜間等の災害派遣に備えて、ヘリコプター等の誘導のための照明器具を配備するととも

に、緯度・経度によりヘリポートを明らかにする。 

③ 自衛隊があらかじめ行う各ヘリポートの離着陸訓練の実施に対して協力する。 

(4) 受入準備 

① ヘリポート内の風圧に巻き上げられるものは、あらかじめ撤去する。 

② 砂塵の舞い上がるときは散水を、積雪時には除雪又はてん圧を実施する。 

③ ヘリポート付近の住民に対して、ヘリコプターの離着陸等について広報を実施する。 

④ 物資をとう載する場合は、その形状と重量を把握し、事前に自衛隊との調整を行う。 

⑤ 離着陸時のヘリポートには、関係者以外立入らせない。 

⑥ 離着陸地点に自衛隊員が不在の場合は、安全上の監視員を配置する。 

⑦ 離着陸地点には、石灰、白布等で次の基準の  の記号を風と平行方向に向けて表示

する。 
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⑧ ⑦とともに着陸地点には、上空から風向、風速の判定ができる次のような吹き流し又は

これに準ずる旗を掲揚する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

３ 対空目視信号 

(1) 生存者 

生存者の使用する対空目視信号は、次によることとする。 

① 利用できるあらゆる方法により記号を作ること。 

生存者が通常利用できる方法には、細かい布、落下傘の材料、木片、石

又はそれらに類する材料を使用したり、地面を踏むことにより、又は油で

汚すことによって地上に記号を作ることができる。 
 

② 記号は 25ｍ以上とすること。 

③ 背景と使用される材料との間の色彩をできるだけ対照的にすること。 

④ 無線機、火炎、反射光等の方法により、注意を引くためのあらゆる努力をすること。 

⑤ 他の記号との混同を避けるために、次表に掲げるとおりに正確に記号を作るように注意

すること。 

60cm以上 

（赤） 

（白） 

2m以上 

20cm以上 

・生地は繊維 

・型は円形帯 

（注）吹き流しがない場合は、 

吹き流しに準ずる規格の旗を掲揚 

Ｈ ３m 

以上 

２m 

以上 

４m 

以上 

30cm 

以上 

進入方向 

進入方向 

45cm 

以上 
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番号 通 報 内 容 記 号 

１ 医師を要する重傷 
 

２ 医療品を要する 
 

   
３ 前進不能 

 

４ 食糧及び水を要す 
 

５ 電池付の信号灯及び無線機を要す 
 

６ 前進すべき方向を示す 
 

７ この方向に前進中 
 

８ 航空機大破 
 

９ ここに着陸することは安全と思われる 
 

10 燃料及び潤滑油を要す 
 

11 総員異常なし 
 

 

12 否定 
 

13 肯定 
 

14 理解不能 
 

15 技術者を要す 
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(2) 地上捜索隊 

地上捜索隊において次表に記載した記号を使用する場合には、それらの記号はその図に示さ

れる意味を有するものとしなければならない。 

番号 通報内容 記号 

１ 作業完了 
 

２ 我等総員を発見 
 

３ 我等一部の人員を発見したに過ぎず 
 

４ 我等続行不能、基地に帰還中 
 

５ 二隊に分れ、それぞれ矢印の方向に前進中 
 

６ この方向に航空機ありとの情報を受信 
 

７ 何物も発見せず、捜索を続行す 
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第４ 災害派遣部隊の撤収要請計画 

主な実施機関 

町（総務課） 

 

町長は、自衛隊の災害派遣部隊等が派遣の目的を達成したときは、すみやかに知事に対し次の

事項を記載した災害派遣撤収要請依頼書により災害派遣撤収要請を依頼するものとする。 

 

災害派遣撤収要請依頼書 

 

番  号 

年 月 日 

 

徳島県知事 殿 

 

神山町長 

 

自衛隊の災害派遣撤収要請について（依頼） 

 

 

災害を防除するため自衛隊の災害派遣を受けましたが、災害の復旧も 

おおむね終了しましたので、次のとおり撤収要請を依頼します。 

 

１ 撤収要請依頼日時       年 月 日 

２ 派遣要請依頼日時       年 月 日 

３ 撤収作業場所 

４ 撤収作業内容 

 

 

第５ 災害派遣経費の負担計画 

主な実施機関 

町（総務課） 

 

１ 経費の負担 

自衛隊の救助活動に要した次の経費は、原則として派遣を受けた町が負担するものとする。 

① 派遣部隊の宿営及び救援活動に必要な土地、建物等の使用料及び借上料 

② 派遣部隊の宿営及び救援活動に伴う光熱費（自衛隊の装備品を稼働させるため通常必要

とする燃料を除く）、水道料、汚物処理料、電話等通信費（電話設備を含む）及び入浴料 

③ 派遣部隊の救援活動に必要な自衛隊装備以外の資材、資機材等の調達、借上げ運搬、修

理費 

 

２ その他 

負担区分について、疑義が生じた場合あるいはその他の必要経費が生じた場合は、その都度

協議して決めるものとする。 
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第２節 応援要請・受入体制整備計画 

第１ 計画の趣旨等 

町の地域において災害が発生し、自力による応急対策等が困難な場合は、相互応援協定等に基

づき、すみやかに他の地方自治体等に応援を要請し受入体制を整備するものとする。 

 
   相互応援協定に基づく 

応援要請・受入体制整備計画    

   
 

   消防相互応援協定に基づく 

応援要請・受入体制整備計画    

応援要請・受入体制整備計画 
  

 
  

   公共的団体等との 

協力体制整備計画    

   
 

   海外からの応援に対する 

受入体制整備計画    

 

 

第２ 相互応援協定に基づく応援要請・受入体制整備計画 

主な実施機関 

町（総務課） 

 

１ 応援要請の判断 

災害発生後、町長は、災害規模や地震規模及び初動活動において収集された情報等に基づき、

町の現有の人員、資機材、備蓄物資等では、応急対策又は災害復旧を実施することが困難であ

ると判断したときは、相互応援協定等に基づき、すみやかに他の地方自治体等に応援を要請す

るものとする。 

２ 応援要請手続等 

町長は、応援要請の必要があると判断したときは、他の地方自治体等に対し、次表に掲げる

事項について、口頭又は電話等により要請し、事後すみやかに文書を送付するものとする。 

なお、例外的な措置として、自衛隊や他市町村の消防機関等は、大規模地震が発生し通信の

途絶等により県や町との連絡が不可能な場合において、人命救助のため要請を待たず応援部隊

を派遣する場合がある。 
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要請の内容等 要請事項等 

徳 

島 

県 

１ 応援又は 

応急措置 

の要請 

(1) 災害救助法の適用 

① 災害発生の日時及び場所 

② 災害の原因及び被害の状況 

③ 適用を要請する理由 

④ 適用を必要とする期間 

⑤ 既にとった救助措置及びとろうとする措置 

⑥ その他必要とする事項 

(2) り災者の他地区への移送

要請 

① 移送要請の理由 

② 移送を必要とするり災者の数 

③ 希望する移送先 

④ り災者の収容期間 

(3) 応援要請又は応急措置の

実施の要請（災対法第 68

条） 

① 災害の状況及び応援（応急措置の実施）を

要請する理由 

② 応援を希望する物資、資材、機材、器具等

の品名及び数量 

③ 応援（応急措置の実施）を必要とする場所 

④ 応援を必要とする活動内容（必要とする応

急措置内容） 

⑤ その他必要な事項 

２ 指定地方 

行政機関 

等、他府 

県、自衛 

隊等の応 

援の斡旋 

の要請 

(1) 自衛隊災害派遣要請の要

求（災対法第 68条の 2） 

第２節 

 自衛隊災害派遣要請計画によるものとする 

(2) 他の市町、指定行政機 

関又は他府県の応援の斡旋

の要請 

① 災害の状況及び応援の斡旋を求める理由 

② 応援を希望する機関名 

③ 応援を希望する物資、資材、機材、器具等

の品名及び数量 

④ 応援を必要とする場所 

⑤ 応援を必要とする活動内容 

⑥ その他必要な事項 

(3) 指定行政機関、指定地方

行政機関又は地方公共団体

の職員派遣の斡旋の要請

（災対法第 30条） 

① 派遣の斡旋を求める理由 

② 派遣の斡旋を求める職員の職種別人員数 

③ 派遣を必要とする期間 

④ 派遣される職員の給与その他の条件 

⑤ その他参考となるべき事項 

他 

の 

市 

町 

村 

３ 他の市町村への応援の実施の要請 

（災対法第 67条） 

① 災害の状況及び応援（応急措置の実施）を

要請する理由 

② 応援を希望する物資、資財、機材、器具等

の品名及び数量 

③ 応援（応急措置の実施）を必要とする場所 

④ 応援を必要とする活動内容（必要とする応

急措置内容） 

⑤ その他必要な事項 

４ 他の市町村への職員 

派遣の要請地方自治法第 252条の 17） 

① 派遣を要請する理由 

② 派遣を希望する職員の職種別人員数 

③ 派遣を希望する期間 

④ 派遣される職員の給与その他の条件 

⑤ その他参考となるべき事項 
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３ 応援受入体制の整備 

町は、応援要請と同時に応援部隊の受入体制を整備するものとする。 

(1) 連絡体制の確保 

応援に係る連絡窓口を設置し、要請先である県、他市町村及びその他関係機関との情報交換

を緊密に行える体制を確保するものとする。 

(2) 受入体制の内容 

受入体制の主な内容は次のとおりとし、これ以外に必要とされる事項についてはその都度臨

機応変に判断するものとする。 

① 要請及び応援活動の記録 

要請及び応援活動に係る次の事項について記録する。 

ア 要請先、要請日時、要請内容 

イ 回答内容、回答日時 

ウ 応援部隊の到着日時、人員、責任者の氏名・連絡先 

エ 活動（滞在）期間、自立度（食糧、飲料水、宿舎） 

オ 搬入物資内容・量、返却義務の有無 

カ 応援活動実績記録（事故等の記録を含む。） 

キ 撤収日時 

② 活動計画の作成 

要請した応援部隊に対して、どの部隊に、いつから、どこで、何を、いつまで応援活動

を要請するか等についての応援部隊の活動計画を作成する。 

③ 食糧、飲料水、宿舎等の準備 

応援部隊は自立することが原則であるが、応援部隊が自立できない場合は、必要最小限

の食糧、飲料水、宿舎、待機場所、駐車場等を準備する。 

第３ 消防相互応援協定に基づく応援要請・受入体制整備計画 

主な実施機関 

町（消防本部） 

 

１ 応援要請の判断 

消防本部は、被害の状況により、現有の人員、資機材等では、適切な消火、救急、救助等の

応急対策を実施することが困難であると判断したときは、相互応援協定等に基づき、すみやか

に他の消防組織に応援を要請するものとする。 

 

２ 応援要請手続等 

消防本部は、応援要請の必要があると判断したときは、他の消防組織に対し、次表に掲げる

事項について、口頭又は電話等により要請し、事後すみやかに文書を送付するものとする。 

なお、平成７年の改正で、一定の条件のもとでは要請される側が自らの判断で出動を行うこ

とができるよう改正している。 
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協定 事項 連絡先 

１ 徳島県広域消防 

相互応援協定 (1) 災害の発生日時、場所及び 

状況 

 

(2) 必要とする人員、車両及び 

資機材等 

 

(3) 集結場所及び連絡担当者 

 

(4) その他必要事項 

徳島県消防保安課 

直通：088-621-2281 

 

徳島県内の市町村及び消防事

務を行う一部事務組合 

(別添資料編として整理) 

２ 徳島県消防防災 

ヘリコプター応援協定 

３ 徳島県市町村消防 

相互応援協定 

４ 石井町との消防 

相互応援協定 

石井町 

代表 088-674-1111 

５ 佐那河内村との消防 

相互応援協定 

佐那河内村 

代表 088-679-2111 

 

３ 緊急消防援助隊の要請 

緊急消防援助隊は、国内における大規模災害の発生に際し、被災地の消防の応援のためすみ

やかに被災地に赴き、人命救助活動等を行う。この緊急消防援助隊は、平成７年６月に発足し、

市町村長は設置した救助、救急及び後方支援部隊について、その隊数を消防庁に登録している。 

消防本部は、被害が広範囲におよび、相互応援協定を締結している市町村、消防組織等から

十分な応援が得られない場合、緊急消防援助隊の派遣を町長を通じて知事に要請するものとす

る。 

 

４ 応援受入体制の整備 

消防本部は、応援要請と同時に応援部隊の受入体制を整備するものとする。 

(1) 連絡体制の確保 

応援に係る連絡窓口を設置し、要請先である消防組織及び町との情報交換を緊密に行うもの

とする。 

(2) 受入体制の内容 

受入体制の内容は第２の３の(2)に準じるものとし、その都度臨機応変に対処するものとす

る。 

(3) 消防活動資機材の確保 

応援部隊の消防活動に必要な資機材、倉庫、駐車場等の調達及び提供を行うものとする。 

第４ 公共的団体等との協力体制整備計画 

主な実施機関 

町（総務課） 

 

１ 協力体制の確立 

町は、災害発生時の応急対策活動に関係する公共的団体等に対して、災害時の応急対策に関

して積極的な協力が得られるよう協力体制を確立しておくものとする。 

なお、主な公共的団体等としては、次のような団体が考えられる。 

① 名西郡医師会 

② 名西郡歯科医師会 

③ 名西郡薬剤師会 

④ 名西郡農業協同組合 

⑤ 徳島中央森林組合 

⑥ 神山町商工会 

⑦ 日本赤十字奉仕団神山支部 

⑧ 神山ハムクラブ 

⑨ トラック協会（東海運） 



 

 

 89 

２ 協力業務等 

町は、１の公共団体等と災害発生時における協力業務、協力の方法等をあらかじめ協議し、

災害発生時において積極的な協力が得られるようにしておくものとする。 

なお、主な協力業務としては、次のような業務が考えられる。 

(1) 異常現象、危険な場所等を発見した場合において関係機関へ連絡すること 

(2) 災害時における広報等に協力すること 

(3) 出火の防止、初期消火に協力すること 

(4) 避難誘導、避難場所での救助に協力すること 

(5) 被災者の救助業務に協力すること 

(6) 炊出し、救助物資の調達配分に協力すること 

(7) 被害状況の調査に関すること 

第５ 海外からの応援に対する受入体制整備計画 

主な実施機関 

町（総務課、消防本部） 

 

１ 連絡体制の確保 

町は、海外から災害救助に対する応援の申し入れがあった場合、連絡窓口を設置し国及び県

を通じ、活動内容、派遣人員、物資等の必要事項について情報交換を緊密に行える体制を確保

するものとする。 

 

２ 受入体制の整備 

町は、人員、物資等の応援を円滑に受入れるため、通訳ボランティア、受入施設・用地等受

入体制を整備するものとする。 
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第３節 他の自治体被災時応援計画 

第１ 計画の趣旨等 

他の自治体において災害が発生し、その自治体の自力による応急対策等が困難な場合は、相互

応援協定等に基づき、すみやかに応援が行えるような体制を整備するものとする。 

 

 
相互応援協定に基づく応援計画 

 

 
他の自治体被災時応援計画 

 
 
 

消防相互応援協定及び 

緊急消防援助隊による応援計画 

 
 

第２ 相互応援協定に基づく応援計画 

主な実施機関 

町（総務課） 

町は、他の地方自治体において災害が発生し、応援の要請があった場合は、相互応援協定に基

づき被災自治体への応援活動を実施するものとする。 

なお、緊急を要し応援要請を待ついとまがない場合、又は被災自治体が相互応援協定を締結を

していない場合であっても、町長が必要と判断した場合は、自主的に応援活動を実施するものと

する。 

１ 支援対策本部の設置 

町は、直ちに関係各課等で構成する支援対策本部を設置し、被災自治体への物資の供給及び

人員の派遣等の調整及び命令を行う。 

 

２ 応援体制 

応援活動は、派遣職員からなるチームを編成して行うものとする。 

なお、職員の派遣に際しては、被災自治体からの援助を受けないよう、飲料水、食糧から衣

服、情報伝達手段に至るまでを各員に携行させ、自己完結型の体制とする。 

 

３ 応援内容 

(1) 物資等の提供及び斡旋並びに人員の派遣 

① 食糧、飲料水、生活必需品及びその供給に必要な資機材の提供及び斡旋 

② 被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な資機材及び物資の提供及び斡旋 

③ 救援及び救助活動に必要な車両等の提供及び斡旋 

④ 救助及び応急復旧に必要な職員の派遣 

(2) 避難場所等の相互使用、緊急輸送路の緊急確保等自治体境付近における必要な措置 

(3) その他必要な事項 

第３ 消防相互応援協定及び緊急消防援助隊による応援計画 

主な実施機関 

町（消防本部） 

 

１ 消防相互応援協定に基づく応援活動 

消防本部は、他の地方自治体において災害が発生し、応援の要請があった場合は、消防相互

応援協定に基づき応援活動を実施するものとする。 
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なお、緊急を要し応援要請を待ついとまがない場合、又は被災自治体が消防相互応援協定を

締結をしていない場合であっても、必要と認められる場合は自主的に応援活動を実施するもの

とする。 
 

(1) 応援体制 

応援活動は、応援部隊を編成して行う。 

なお、応援部隊の指揮は、被災地の市町村等の消防組織の長が応援部隊の長に対して行う。 

(2) 応援内容 

① 同時多発延焼火災の消火活動 

② 要救助者の捜索及び救助活動 

③ 同時多発した多数傷病者の救急活動 

④ その他消防活動 

 

２ 救急消防援助隊による応援活動 

消防本部は、町長を通じ知事より緊急消防援助隊の派遣要請があった場合（緊急の場合は知

事を介さず消防庁長官から直接派遣要請がある場合もある）、緊急消防援助隊を編成し、被災

地へ派遣するものとする。 
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第３章 災害情報収集・伝達・広報計画 

第１節 災害情報収集・伝達計画 

第１ 計画の趣旨等 

町は、災害発生後の初動期において、災害応急対策を実施するために最も重要な情報の収集及

び伝達を迅速かつ正確に行う必要がある。 

 

 
通信手段確保計画 

 

 

 

 

 

 
災害情報収集計画 

 

 
災害情報収集・伝達計画 

 
 

 
災害情報処理計画 

 
 

 

 

 

 

 
災害情報伝達計画 

 

第２ 通信手段確保計画 

主な実施機関 

町（総務課、消防本部）、防災関係機関 

 

１ 通信手段の整備 

町は、災害時における通信手段が円滑かつ迅速に確保できるよう、平常時から防災通信シス

テムの機能をテストするなど通信手段を整備しておくとともに、通信連絡系統の運用の考え方

を町の関係各課及び防災関係機関に周知しておくものとする。 

 

２ 通信手段の確保 

通信連絡は、原則としては有線通信設備（消防報知専用電話、直通電話、重要加入電話等）

を活用する。有線通信が途絶している場合は、防災行政無線、消防救急無線のほかあらゆる機

関の無線通信施設を活用するものとする。 

なお、無線通信も途絶した場合にあっては、職員を派遣するなど、あらゆる手段をつくして

情報連絡に努めるものとする。 

(1) 電気通信設備の優先利用 

災害応急対策の実施等について緊急かつ特別の必要がある場合は、西日本電信電話株式会社

徳島支店に対し非常通話、非常電報等を申し込み、電気通信設備を優先利用するものとする。 
 

西日本電信電話株式会社徳島支店 直通：602-1141 
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(2) 総合情報通信ネットワークの運用 

徳島県総合情報通信ネットワークの運用については、平常時の防災行政事務についても広く

活用し、日ごろから緊急時に備えるものとする。 

なお、災害時には、通信ネットワークを最大限に活用し、県、町及び防災関係機関が一体と

なって迅速かつ円滑な災害情報の収集、伝達に利用するものとする。 

(3) 有線通信途絶時の通信施設の優先利用 

防災機関は、有線通信が途絶し、利用することができないとき又は利用することが著しく困

難であるときは、電波法第 52 条第 4 の規定に基づき、非常通信として徳島県非常通信協議会

の加入機関等の無線通信施設を利用することができる。 

非常通信の要件としては、地震、台風、洪水、津波、火災その他非常の事態が発生し、又は

発生するおそれがある場合において、有線通信を利用することができないか、又はこれを利

用することが著しく困難であるときに、人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序

の維持のために行われる場合である。 

■徳島県非常通信協議会加入機関 

Ｎｏ 加入機関名 電話番号 

１ 徳島県危機管理環境部 088(621)-2281 

２ 徳島海上保安部 08853(7)-2111㈹ 

３ 中国四国管区警察局四国警察支局徳島県情報通信部 088(622)-3101 

４ 西日本電信電話株式会社徳島支店 088(602)-1141 

５ 徳島県県土整備部 088(621)-2571 

６ 徳島県警察本部 088(622)-3101㈹ 

７ 四国地方整備局徳島河川国道事務所 088(654)-2211㈹ 

８ 四国電力送配電株式会社徳島支社 088(656)-4601㈹ 

９ 四国放送株式会社 088(655)-7510㈹ 

10 徳島地方気象台 088(622)-3857 

11 日本放送協会徳島放送局 088(626)-5970㈹ 

12 徳島県漁業用牟岐無線局 08847(2)-0179 

13 日本赤十字社徳島県支部 088(631)-6000 

14 日本銀行徳島事務所 088(622)-3126 

15 海上自衛隊徳島教育航空群 08853(7)-2111㈹ 

16 海上自衛隊第２４航空隊 088(699)-5111㈹ 

17 日本アマチュア無線連盟徳島県支部 0883(74)-1561 

18 株式会社日本政策金融公庫徳島支店 088(625)-7790 

19 徳島バス株式会社 088(622)-1811㈹ 

20 徳島少年鑑別所 088(652)-5606㈹ 

21 徳島刑務所 088(644)-0111㈹ 

22 株式会社ＮＴＴドコモ四国支社徳島支店 088(626)-2001 

23 株式会社エフエム徳島 088(656)-2111 
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(4) 通信途絶時のその他伝達手段 

通信途絶時においては、その他通信手段として次のような通信媒体を活用し、災害情報の住

民への伝達を図るものとする。 

・広報車 

・パソコン通信 

・アマチュア無線 

など 

第３ 災害情報収集計画 

主な実施機関 

町（総務課、消防本部）、防災関係機関 

 

１ 災害情報 

情報通信ネットワーク及びテレビ等により災害情報に関する情報を収集する。 
 

２ 異常な現象発見時の通報 

(1) 通報義務 

① 災害が発生するおそれのある異常な現象を発見した者は、遅滞なくその旨を町長又は警

察官に通報しなければならない。 

② 通報を受けた警察官はその旨をすみやかに町長に通報しなければならない。 

(2) 町の通報義務 

(1)により通報を受けた町長は、その旨を関係する次の機関に通報しなければならない。 

① 徳島地方気象台 

② 知事（災害対策本部が設置されている時は同本部長） 

③ 徳島名西警察署 

④ 東部県土整備局 

⑤ 東部保健福祉局 

⑥ 東部農林水産局 

⑦ その他関係機関 

(3) 町の対応 

町長は、(2)による通報と同時に住民その他関係の公私の団体に周知させるとともに、とる

べき必要な措置について指示するものとする。 
 

３ 気象注意報・警報・特別警報その他の情報の通報 

(1) 気象・地象及び水象に関する警報・特別警報・注意報及び情報の伝達 

災害の発生が予想されるとき、又は災害が発生したときの気象・地象及び水象に関する警

報・特別警報・注意報及び情報の通信連絡は、迅速かつ的確に伝達し、その周知徹底をはか

るものとする。 

(2) 町の対応 

町長は、(1)による通報と同時に住民その他関係の公私の団体に周知させるとともに、とる

べき必要な措置について指示するものとする。 
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■異常現象通報系統 

 

      警察官  発見者  

 

 

 徳島名西警察署 

088-632-0110 

 徳島地方気象台 

088-622-3857 

 
   

  

神山町長 

 
 東部県土整備局 

088-653-8811 

 

 

  
 東部農林水産局 

088-626-8511 

 

 

 
 東部保健福祉局 

088-626-8712 

 
 

  
徳島県知事 

088-621-2281 

   徳島県危機管理環境部 
 住民・公私の団体   関係機関  

 
 

 

 

 
 

■気象警報・特別警報・注意報・情報の伝達系統 

 
Ｎ
Ｔ
Ｔ 

防災行政無線 

 関係団体  
 

総
務
課 

神
山
町
長 

   
 

気
象
台 

 

県 

 

ネットワーク 

 
 

教育委員会 
 

 
 

  各学校  
 土木事務所  

 
  

庁内各課 
 

一
般
住
民 

 
 

警
察
本
部 

 

徳
島 

名
西
警
察
署 

 
駐
在
所 

  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  各支所 

出張所 

 
 

 
  
  分団長  

 
 
 消防団長 

消防副団長 

 
 

   放送・新聞 

 

 

報道機関 
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４ 被害情報 

町は、積極的に自らの職員を動員し、又は関係機関や住民の協力を得ながら、災害応急対策

を実施するのに必要な被害状況等の情報を収集するものとする。 

(1) 町職員等からの被害概況情報収集 

町職員、防災関係機関、戸主会あるいは住民等から、主として次のような被害概況情報を通

報により収集するものとする。 

① 火災の状況（炎上、延焼、消防隊の配置等） 

② 住民の行動、避難状況 

③ 土砂災害の状況（位置、被災戸数、要救助者の有無） 

④ 建築物の被害状況（木造住宅及びブロック塀の倒壊状況、要救助者の有無） 

⑤ 道路の被害状況（橋りょう、盛土、倒壊家屋、電柱等による被害状況） 

⑥ 道路渋滞の状況 

(2) 情報の内容 

町の収集すべき情報の主なものは次のとおりであり、人的被害、避難措置等住民の生命、身

体の保護に関連あるものを優先するものとする。 

① 緊急要請事項 

② 災害発生状況（原因、発生日時、発生した場所又は地域） 

③ 被害状況 

④ 災害応急対策実施状況 

⑤ 道路交通状況（道路被害、交通規制等） 

⑥ 水道、電気、ガス等生活関連施設の被害状況及び確保対策 

⑦ 避難状況 

⑧ 医療救護活動状況 

⑨ 住民の動静 

⑩ その他応急対策の実施に際し必要な事項 

(3) 情報の収集方法 

被害情報収集のための通信手段としては、防災通信システムを活用するものとするが、ヘリ

コプター及び携帯電話、アマチュア無線、タクシー無線等の各種無線通信施設並びに衛星通

信を活用するほか、情報収集のために職員を被災地等に派遣するなど、あらゆる手段により

迅速かつ的確に災害状況を把握するよう努めるものとする。 

(4) 被害情報の収集先 

被害情報は、おおむね次の系統により収集する。 

 

 

 

戸主会等の組織 
 

 

 自主防災組織  

 

 被災一般町民  

 

 現地消防団員  

 

 
神山町役場 

（災害対策本部室） 

６７６－１１２７ 

６７６－１１２９ 

 
 現地町職員  

 
 

 被害調査に派遣した町職員  

 
 

 防災関係機関  

 

 

 
警察官  
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(5) 勤務時間外の被害情報の収集 

町に災害対策本部が設置される状況下においては、町職員は自宅付近の災害状況について積

極的に調査し、被害を確認したとき、又は被害が発生するおそれがある事象を発見したとき

は、直ちに災害対策本部（災害対策本部が設置されていない時は、来庁職員を経由して関係

各課等）に通報するよう努めるものとする。 

(6) 措置情報の収集 

町は、以下に示す措置情報を収集する。 

① 主な応急措置（実施及び実施予定） 

② 応急措置実施のために講じた措置 

③ 応援の必要性の有無 

④ 災害救助法適用の必要性 

(7) 情報の収集・伝達系統 

県下の防災関係機関は、おおむね次の系統により相互に情報の収集及び伝達を行う。 

 

住 
 
 
 
 
 

民 

 
指定地方行政機関 

指定公共機関 

指定地方公共機関 

 

 名西消防組合 

(神 山 署) 

 

 
       

 
 

 
 ↓ 

 

神 山 町 

 
県災害対策本部 

各 実 施 班 

 

県災害対策本部 
 

 

 

徳島名西警察署 

 

県警本部 

 

 自衛隊 

 

 

第４ 情報処理計画 

主な実施機関 

町（総務課、応急対策担当課） 

 

１ 情報責任者 

災害の発生に際しては、被害の実態把握が最も重要である。このため、被害状況及び応急対

策の実施状況の取りまとめ担当課（総務課）及び応急対策担当課に被害情報責任者を置くもの

とする。 

被害情報責任者は、当該各課の課長補佐（課長補佐不在のときは、庶務担当係長）をもって

これに充て、次の事項に留意して職務を遂行するものとする。 

(1) 入手した被害情報は、記録された後、確実に応急対策担当課に伝達されたか。 

(2) 所定の報告先の機関へ報告したか。 

(3) 担当している被害状況を完全に掌握しているか。 
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２ 被害情報の処理 

被害情報の一般的処理方法は、次のとおりとする。 
 

(1) 入手した被害情報は、被害情報受領者が整理・記録する。 

この場合、情報によっては緊急な判断を要する場合があるので、外部からの情報を応急対策

担当課へ転送することは努めて避けるものとする。 

(2) 被害情報受領者は、(1)で整理・記録した被害情報を直ちに被害情報責任者に報告する。 

(3) (2)による情報を受けた被害情報責任者は、直ちに所属の上司に報告するとともに、災害対

策本部室（災害対策本部が設置されていないときは、総務課）及び応急対策担当課の被害情

報責任者へ伝達する。 

(4) 伝達を受けた応急対策担当課は、直ちに所属の上司の指示を受け、応急対策を実施する。 

(5) 応急対策担当課の被害情報責任者は、被害の状況及び応急対策の状況をそれぞれ所定の報告

先の機関及び災害対策本部室（災害対策本部が設置されていないときは総務課）へ報告する。 

(6) 重要な被害情報及び応急対策の状況については、直ちに関係課長が本部長に報告する。 

 被害情報提供者  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 所定の報告先の機関  

第５ 災害情報伝達計画 

主な実施機関 

町（総務課、住民課、建設課） 

 

１ 被害情報の内容 

伝達する被害情報の内容は、別紙様式「災害発生報告・災害中間報告・災害確定報告」によ

るものとする。 

 

２ 報告の基準 

県に報告すべき災害は次のとおりであり、報告は別記「災害報告記入要領」により行うもの

とする。 

総務課 

被害情報受領者 

被害情報責任者 

上司 

（記録） 

災害対策本部室 

（総務課） 

本部長 

応急対策担当課 

被害情報責任者 

上司 

（応急対策実施） 

（伝達） 

（被害発生） 

（応急対策） 

（報告） 
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(1) 町において災害対策本部を設置した災害 

(2) 災害の状況及びそれが及ぼす社会的影響等からみて特に報告の必要があると認められる程度

の災害 

(3) (1)又は(2)に定める災害になるおそれのある災害 

 

３ 調査方法 

被害状況の調査は、住民の生命及び財産に関する事項並びに町の管理する施設について調査

するものとし、次に掲げる機関についても調査の上、通報に協力するものとする。 

西日本電信電話株式会社徳島支店 

四国電力株式会社徳島支店、四国電力送配電株式会社徳島支社 

社団法人徳島県エルピーガス協会 

 

４ 報告の種類 

被害情報の報告の種類は次のとおりとする。 

(1) 発生報告 

災害が発生したとき直ちに行う。 

(2) 中間報告 

発生報告の後、被害の状況が変わる度に逐次行う。 

(3) 確定報告 

応急措置が完了し、その被害が確定したときに行う。 

 

５ 報告の方法 

(1) 伝達手段 

被害情報の内容については１のとおりであるが、町に甚大な被害が発生した場合には、その

大まかな内容をできるだけ早く報告するものとする。 

① 発生報告及び中間報告 

伝達のための情報通信手段としては、原則として別紙様式の内容を電話又は防災行政無

線によりすみやかに報告するものとするが、通信途絶時には携帯電話、アマチュア無線等

の通信手段を活用するなど可能な最短方法にて報告するものとする。 

② 確定報告 

確定報告は必ず別紙様式により文書で報告するものとする。 

(2) 報告先 

町災害対策本部の各組織は、次表により所管する事項の被害状況について、逐次すみやかに

電話又は防災行政無線等により報告を行う。県出先機関に報告できない場合には、県へ報告

を行う。県に報告できない場合には、消防庁経由で内閣総理大臣に報告する。（災害対策基

本法第 53条） 

 

報告内容 報告先 

県が災害対策本部を設置しな
い場合 

県の出先機関の所管に属さない町の
被害の災害発生報告、災害確定報告
（以下「災害報告」という。） 

知事 
（関係各課長） 

県の出先機関の所管に係る町の災害
報告 

各出先機関の長 

県が災害対策本部を設置した
場合 

実施班の所管に属さない町の災害報
告 

本部長 

実施班の所管に係る町の災害報告 各実施班長 

県が災害対策支部を設置した
場合 

すべての災害報告 災害対策支部長 

県が現地災害対策本部を設置
した場合 

すべての災害報告 
現地災害対策 
本部長 
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(3) 報告の系統 

① 人、住家被害等 

 

神山町 

住民課 

 徳島県東部保健福祉局 

（福祉事務所） 

TEL088-626-8712 

FAX088-626-8731 

防災無線 

＊-088-621-8712 

 

徳島県災害対策本部 
(徳島県危機管理環境部） 

TEL088-621-2281 

FAX088-621-2987 

防災無線 ＊-9500 

 

   

 
 
 

  
 徳島県東部保健福祉局 

（保健所） 

TEL088-652-5151 

FAX088-652-9331 

防災無線 389 

 
 

  

 徳島名西警察署 

TEL088-632-0110 

FAX088-632-0248 

 

徳島県警察本部 

TEL088-622-3101(内)3156 

FAX088-622-3101(内)3157 

防災無線 ＊-9560 

 

 

② 河川被害 

 
神山町 

建設課 

 徳島県東部県土整備局 

TEL088-653-8811 

（夜間 653-8812） 

FAX088-623-4026 

防災無線 

＊-088-653-1280 

 徳島県災害対策本部 
(徳島県危機管理環境部) 
TEL088-621-2281 

FAX088-621-2987 

防災無線 ＊-9500 

 

   

 

  
 徳島県県土整備部河川整備課 

TEL088-621-2571 

FAX088-621-2870 

防災無線 ＊-9570 

 

 

 
  

③ 貯水池・ため池被害 

 

神山町 

建設課 

 徳島県東部農林水産局 

TEL088-626-8511 

FAX088-626-1733 

防災無線 

＊-088-626-8561 

 徳島県災害対策本部 
(徳島県危機管理環境部) 
TEL088-621-2281 

FAX088-621-2987 

防災無線＊-9500 

 
     

 

 
 
 徳島県農林水産部 

生産基盤課 

TEL088-621-2438 

FAX088-621-2860 

防災無線 ＊-2438 
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④ 道路被害 

 

神山町 

建設課 

 徳島県東部県土整備局 

TEL088-653-8811 

（夜間 653-8812） 

FAX088-623-4026 

防災無線 

＊-088-653-1239 

 徳島県災害対策本部 

(徳島県危機管理環境部) 

TEL088-621-2281 

FAX088-621-2987 

防災無線 ＊-9500 

 

   

 

  
 徳島県県土整備部 

道路整備課 

TEL088-621-2550 

FAX088-621-2867 

防災無線 ＊-2550 

 

 

⑤ 水道施設被害 

 

神山町 

建設課 

 徳島県東部保健福祉局 

（保健所） 

TEL088-652-5151 

FAX088-652-9334 

防災無線 389 

 徳島県災害対策本部 
(徳島県危機管理環境部) 

TEL088-621-2281 

FAX088-621-2987 

防災無線 ＊-9500 

 

   

  
 徳島県危機管理環境部 

安全衛生課 

TEL088-621-2264 

FAX088-621-2848 

防災無線 ＊-2264 

 

 

 ⑥ 土砂災害被害 

 神山町 

建設課 

 徳島県東部県土整備局 

TEL088-653-8811 

（夜間 653-8812） 

FAX088-623-4026 

防災無線 

＊-088-653-1239 

 徳島県災害対策本部 
(徳島県危機管理環境部) 
TEL088-621-2281 

FAX088-621-2987 

防災無線＊-9500 

 
   

 

  
 徳島県県土整備部砂防防災課 

TEL088-621-2540 

FAX088-621-2866 

防災無線＊-9570 

 

 

 

 

６ 被害状況等の相互伝達 

５の(3)の①から⑤に掲げる人・住家被害等、河川被害、貯水池・ため池被害、道路被害、

水道施設被害、土砂災害被害をはじめ電信電話施設被害、電力施設被害等の重要な被害状況に

ついては、各機関は自己の所掌する事務又は業務に関して収集した被害状況に係わる情報を、

徳島県地域防災計画に定める防災機関に報告するほか、町内の防災関係機関に対しても相互に

伝達するものとする。 

なお、伝達手段については防災通信システムを活用するとともに、パソコン通信システム等

も活用するものとする。 
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７ 被害状況等の避難所への伝達 

５の(3)の①から⑤に掲げる人・住家被害等、河川被害、貯水池・ため池被害、道路被害、

水道施設被害、土砂災害被害をはじめ電信電話施設被害、電力施設被害等の重要な被害状況に

ついては、随時避難所にも伝達するものとする。 
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別紙様式 

災害発生報告・災害中間報告・災害確定報告 

 市町村名 
又は部局名 

 区分 被害 区分 被害 都害 
道対 
府策 
県本 
災部 

名称 
 

災害名 
・ 
確定年月日 

月日時確定 そ 
の 
他 

田 流失・埋没 ha  公立文教施設 千円  
冠水 ha  農林水産業施設 千円  設置 月日時 

畑 流失・埋没 ha  公共土木施設 千円  解散 月日時 
冠水 ha  その他の公共施設 千円  災設 

害置 
対市 
策町
本村 
本名 

 
報告者名  文教施設   小計 千円  
区分 被害 病院   公立施設被害市町村数 団体  

人 
的 
被 
害 

死者 人  道路   

そ 
の 
他 

農産被害 千円  計団体 

行方不明者 人  橋りょう   林産被害 千円  
災適 
害用 
救市 
助町 
法村 
  名 

 

負 
傷 
者 

重傷 人  河川   畜産被害 千円  

軽傷 人  港湾   水産被害 千円  

住 
家 
被 
害 

全壊 
棟  砂防   商工被害 千円  
  清掃施設      
人  土砂災害   計団体 

半壊 
棟  鉄道不通   その他 千円  消防職員出動延人数 人  
  被害船舶 隻  被害総額 千円  消防団員出動延人数 人  
人  水道 戸  

 
 
 
 
 
備 
 
 
 
 
考 

災害発生場所 
 
 
災害発生年月日 
 
災害の概況 
 
 
消防機関の活動状況 
 
その他（避難の勧告・指示の状況） 

一部破損 
棟  電話   
  電気 戸  
人  ガス 戸  

床上浸水 
棟  ブロック塀等   
     
人  

床下浸水 

棟  り災世帯数   
  り災者数 人  

人  
火
災
発
生 

建物 件  
非 
住 
家 

公共建物 棟  危険物 件  

その他 棟  その他 件  
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災害報告記入要領 
１ 人的被害 

(1) 「死者」とは、当該災害が原因で死亡し、死体を確認したもの又は死体は確認できないが死

亡したことが確実な者とする。 

(2) 「行方不明者」とは、当該災害が原因で所在不明となり、かつ、死亡の疑いのある者とする。 

(3) 「重傷者」とは、当該災害により負傷し、医師の治療を受け、又は受ける必要のある者のう

ち１月以上の治療を要する見込みのものとする。 

(4) 「軽傷者」とは、当該災害により負傷し、医師の治療を受け、又は受ける必要のある者のう

ち１月未満で治療できる見込みのものとする。 

２ 住家被害 

(1) 「住家」とは、現実に居住のため使用している建物をいい、社会通念上の住家であるかどう

かを問わない。 

(2) 「全壊」とは、住家が滅失したもので、具体的には住家の損壊、若しくは流失した部分の床

面積がその住家の延べ面積の 70％以上に達したもの又は住家の主要構造部の被害額がその住家の

時価の 50％以上に達した程度のものとする。 

(3) 「半壊」とは、住家の損壊が甚しいが、補修すれば元通りに使用できるもので、具体的には

損壊部分が、その住家の延ベ面積の 20％以上 70％未満のもの又は住家の主要構造部の被害額が

その住家の時価の 20％以上 50％未満のものとする。 

(4) 「一部破損」とは、全壊及び半壊にいたらない程度の住家の破損で、補修を必要とする程度

のものとする。ただし、ガラスが数枚破損した程度のごく小さなものは除く。 

(5) 「床上浸水」とは、住家の床より上に浸水したもの及び全壊・半壊には該当しないが、土砂

竹木のたい積により一時的に居住することができないものとする。 

(6) 「床下浸水」とは、床上浸水にいたらない程度に浸水したものとする。 

３ 非住家被害 

(1) 「非住家」とは、住家以外の建物でこの報告中他の被害箇所項目に属さないものとする。こ

れらの施設に人が居住しているときは、当該部分は住家とする。 

(2) 「公共建物」とは、例えば役場庁舎、公民館、公立保育所等の公用又は公共の用に供する建

物とする。 

(3) 「その他」とは、公共建物以外の倉車、土蔵、車庫等の建物とする。 

(4) 非住家被害は、全壊又は半壊の被害を受けたもののみを記入するものとする。 

４ その他 

(1) 「田の流失、埋没」とは、田の耕土が流失し、又は砂利等のたい積のため、耕作が不能にな

ったものとする。 

(2) 「田の冠水」とは、稲の先端が見えなくなる程度に水につかったものとする。 

(3) 「畑の流失、埋没」及び「畑の冠水」については、田の例に準じて取り扱うものとする。 

(4) 「文教施設」とは、小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、盲学校、ろう学校、

養護学校及び幼稚園における教育の用に供する施設とする。 

(5) 「道路」とは、道路法（昭和 27 年法律第 180 号）第２条第１項に規定する道路のうち橋梁

を除いたものとする。 

(6) 「橋梁」とは、道路を連結するために河川、運河等の上に架設された橋とする。 

(7) 「河川」とは、河川法（昭和 39 年法律第 167 号）が適用され、若しくは準用される河川若

しくはその他の河川又はこれらのものの維持管理上必要な堤防、護岸、水利、床止その他の施設

若しくは沿岸を保全するために防護することを必要とする河岸とする。 

(8) 「砂防」とは、砂防法（明治 30年法律第 29号）第１条に規定する砂防設備、同法第３条の

規定によって同法が準用される砂防のための施設又は同法第３条の２の規定によって同法が準用

される天然の河岸とする。 

(9) 「清掃施設」とは、ごみ処理及び浄化槽とする。 

(10) 「土砂災害」とは、急傾斜地の崩壊（落石を含む）、土石流及び地すべりによる災害とす

る。 

(11) 「電話」とは、災害により通話不能となった電話の回線数とする。 

(12) 「電気」とは、災害により停電した戸数のうち最も多く停電した時点における戸数とする。 
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(13) 「水道」とは、上水道又は簡易水道で断水している戸数のうち最も多く断水した時点にお

ける戸数とする。 

(14) 「ガス」とは、一般ガス事業又は簡易ガス事業で供給停止となっている戸数のうち最も多

く供給停止となった時点における戸数とする。 

(15) 「ブロック塀」とは、倒壊したブロック塀又は石塀の箇所数とする。 

(16) 「り災世帯」とは、災害により全壊、半壊、及び床上浸水の被害を受け通常の生活を維持

できなくなった生計を一にしている世帯とする。 

例えば寄宿合、下宿その他これに類する施設に宿泊するもので共同生活を営んでいるものに

ついては、これを一世帯として取り扱い、また同一家屋の親子、夫婦であっても、生活が別

であれば分けて扱うものとする。 

(17) 「り災者」とは、り災世帯の構成員とする。 

５ 火災発生 

火災発生件数については、地震の場合のみ報告するものであること。 

６ 被害金額 

(l) 「公立文教施設」とは、公立の文教施設とする。 

(2) 「農林水産業施設」とは、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律

（昭和 25年法律第 169号）による補助対象となる施設をいい、具体的には、農地、農業用施設、

林業用施設、漁業用施設及び共同利用施設とする。 

(3) 「公共土木施設」とは、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法（昭和 26年法律第 97号）

による国庫負担の対象となる施設をいい、具体的には、河川、海岸、砂防設備、林地荒廃防止施

設、道路、港湾及び漁港とする。 

(4) 「その他の公共施設」とは、公立文教施設、農林水産業施設及び公共土木施設以外の公共施

設をいい、例えば庁舎、公民館、児童館、都市施設等の公用又は公共の用に供する施設とする。 

(5) 災害中間年報及び災害年報の公立文教施設、農林水産業施設、公共土木施設及びその他の公

共施設については、査定済額を記入し、未査定額（被害見込額）はカッコ外書きするものとする。 

(6) 「公共施設被害市町村」とは、公立文教施設、農林水産業施設、公立土木施設及びその他の

公共施設の被害を受けた市町村とする。 

(7) 「農産被害」とは、農林水産業施設以外の農産被害をいい、例えばビニールハウス、農作物

等の被害とする。 

(8) 「林産被害」とは、農林水産業施設以外の林産被害をいい、例えば立木、苗木等の被害とす

る。 

(9) 「畜産被害」とは、農林水産業施設以外の畜産被害をいい、例えば家畜、畜舍等の被害とす

る。 

(10) 「水産被害」とは、農林水産業施設以外の水産被害をいい、例えばのり、魚具、漁船等の

被害とする。 

(11) 「商工被害」とは、建物以外の商工被害で、例えば工業原材料、商品、生産機械器具等の

被害とする。 

７ その他 

備考欄には、災害発生場所、災害発生年月日、災害の種類及び概況、消防機関の活動状況そ

の他について簡潔に記入するものとする。 
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第２節 災害情報広報計画 

第１ 計画の趣旨等 

災害が発生し、又は発生するおそれがある場合の混乱した事態にあっては、被害の状況、応急

対策の実施状況等を住民に周知し、人心の安定と社会秩序の維持・回復を図るものとする。 

 

 広報のための情報収集計画  

 

 

 災害情報広報計画  住民への広報計画  

 

 

 取材対応計画  

第２ 広報のための情報収集計画 

主な実施機関 

町（総務課） 

 

１ 被害情報等の収集 

被害情報は、本章第１節災害情報収集・伝達計画により収集した情報を使用して、広報資料

を作成するものとする。 

 

２ 写真等の収集 

写真は、被害調査の際に撮影した写真等を用いる。 

なお、必要に応じて担当者を派遣して写真やビデオの撮影、録画等を行う。 

第３ 住民への広報計画 

主な実施機関 

町（総務課） 

 

１ 広報の内容 

町が実施する広報活動においては、次の事項に重点をおくものとする。 

(1) 災害時における住民の注意事項 

(2) 災害に係る情報及び被害の状況 

(3) 災害応急対策の実施状況 

(4) 避難準備情報、避難指示の発表及び避難所での心得 

(5) 災害復旧の見通し 

(6) 電気、ガス、水道等供給の状況 

(7) 交通運輸の状況 

(8) 人心安定、志気高揚に関する事項 

(9) その他必要な事項 
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２ 広報の方法 

町は、防災関係機関と緊密な連絡をとり、情勢に適した効果的な広報活動を展開するものと

する。 

広報手段としては、防災行政無線、広報車、広報紙、ホームページ等を活用して行うものと

するが携帯電話、アマチュア無線等の通信手段も活用する。 

なお、おおむね災害が終結したときは、広報車により避難所等を巡回して必要な広報活動を

行うものとする。 

第４ 取材対応計画 

主な実施機関 

町（総務課） 

 

災害に関する情報及び神山町災害対策本部の災害対策事項、その他住民に周知すべき事項は、

災害対策副本部長（副町長）が事項の軽重、緊急性等を検討した上で、記者への口頭説明又は各

社への電話連絡（あらかじめ作成した文書を読み上げること。）によって取材に対応するものと

する。 
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第４章 災害拡大防止計画 

第１節 避難計画 

第１ 計画の趣旨等 

災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、住民の生命又は身体を災害から保護

し、その他災害の拡大を防止するため、町長は、関係機関の協力を得て、住民の避難に関する情

報の伝達・指示を行い、又は安全に避難誘導して未然に災害を防止する必要がある。特に、町長

は、住民の迅速かつ円滑な避難を実現するとともに、高齢化の進展等を踏まえ高齢者等の災害時

要配慮者の避難対策を充実・強化する必要がある。このため、避難指示のほか、地域住民に対し

て避難準備を呼びかけるとともに、災害時要配慮者等、特に避難行動に時間を要する者に対して、

その避難行動支援対策と対応しつつ、早めの段階で避難行動を開始することを求める高齢者等避

難情報の伝達を行うものとする。 

 

   
避難勧告・指示計画 

   

    

避難計画 
  

警戒区域設定計画 
  

    

   
避難誘導計画 

   

第２ 避難指示等計画 

主な実施機関 

町（総務課）、徳島県、徳島名西警察署、自衛隊 

 

１ 避難指示等の実施責任者 

避難の措置の実施責任者は、関係法令の規定に基づき、次により避難の指示等を行うものと

する。 

(1) 町長（災害対策基本法第 60条） 

① 町長は、火災、がけ崩れ等による災害が発生し、又は発生するおそれがある場合におい

て、住民の生命、身体を災害から保護し、その他災害の拡大を防止するため、特に必要が

あると認めるときは、必要と認める地域の居住者に対し、避難のための立退きを指示する

ものとする。 

② 知事は、県の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害による被害が甚大で、

町がその全部又は大部分の事務を行うことができなくなったときは、町が実施すべき措置

の全部又は一部を代わって実施する。 

町の事務の代行を開始し、又は終了したときは、その旨を公示する。 

③ 町長は、①により措置した場合及び警察官、自衛官から立退きを指示した旨の連絡があ

った場合は、直ちに県に報告する。 

(2) 水防管理者（町長）（水防法第 22条） 

水防管理者（町長）は、洪水により著しく危険が切迫していると認めるときは、危険な地域

の居住者に対し立退きを指示する。 

立退きを指示した場合は、直ちに警察署長にその旨を通知する。 

(3) 知事又はその命を受けた職員（水防法第 22条、地すべり防止法第 25条） 

知事又はその命を受けた職員は、洪水又は地震による地すべりにより著しく危険が切迫して
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いると認めるときは、危険な地域の居住者に対し立退きを指示することができる。 

立退きを指示した場合は、直ちに警察署長にその旨を通知する。 

(4) 警察官（災害対策基本法第 61条、警察官職務執行法第４条） 

警察官は、災害により住民の生命、身体に危険を及ぼすおそれのある事態が発生し、町長が

避難のための立退きを指示できないと認めるとき、又は町長から要求があったとき、若しく

は住民の生命、身体に危険が急迫していると自ら認めるときは直ちに当該区域の居住者等に

対し避難のための立退きを指示するものとする。 

(5) 自衛官（自衛隊法第 94 条） 

災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官は、災害により危険な事態が生じた場合で警察官がそ

の場にいないときは、危険な場所にいる住民に対し避難等について必要な措置をとることが

できる。 

 

２ 避難情報の区分 

災害の状況により、高齢者等避難、避難指示、緊急安全確保（以下「避難情報」という。）

に区分して避難情報の発令を行う。 

 

(1) 高齢者等避難 

  災害の発生するおそれがある場合、危険な場所から避難すべき状況において、避難に時間を 

要する高齢者等に対して、災害発生までに避難を完了させるために発令される情報。 

(2) 避難指示 

  災害の発生するおそれが高い場合、危険な場所から避難すべき状況において、危険区域内の 

全住民に避難を指示する。 

(3) 緊急安全確保 

  すでに災害が発生又は切迫している場合、立ち退き避難がかえって危険であると考えられる 

 状況において、いまだ危険な場所にいる住民に対して、命を守る行動を執るように発令される 

情報。 

 

３ 避難指示等の内容 

町長等避難指示等をする者は、次の内容を明示して実施するものとする。 

(1) 避難対象地域 

(2) 避難先 

(3) 避難経路 

(4) 避難指示等の理由 

(5) その他必要な事項 

 

４ 関係機関の相互連絡 

県、町、水防管理者（町長）、県警察及び自衛隊は、避難の措置を行ったときは、法令に基

づく報告又は通知を行うほか、避難の安全を確保するために必要であると認められる関係機関

にすみやかに連絡するものとする。 

 

(1) 法令に基づく報告又は通知義務 

報告又は 

通知義務者 
避難措置の内容 

報告又は 

通知先 

町長 

災害対策基本法第 60 条に基づき避難のための立退き

の指示をしたとき 知事 

徳島県危機管理部 

TEL621-2704 
災害対策基本法第 61 条に基づき警察官から避難のた

めの立退きの指示について通知を受けたとき 
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報告又は 

通知義務者 
避難措置の内容 

報告又は 

通知先 

水防管理者 

（町長） 

水防法第 29 条に基づき避難のための立退きを指示し

たとき 

 

徳島名西警察署長 

TEL632-0110 

警察官 
災害対策基本法第 61 条に基づき避難のための立退き

を指示したとき 
町長 

   
知事又はその命 

を受けた職員 

地すべり防止法第 25 条に基づき避難のための立退き

を指示したとき 

 

徳島名西警察署長 

TEL632-0110 

 

(2) 報告又は通知事項 

報告又は通知事項は、おおむね次のとおりとする。 

①避難の措置の内容 

②指示等をした日時及び対象区域 

③対象世帯数及び人員 

 

５ 避難情報の放送に係る申し合わせ 

町及び放送事業者とは、町長が発令する高齢者等避難、避難指示（以下「避難情報」という）

を住民へ確実に伝達するため、テレビ・ラジオによる放送について、申し合わせている。 

放送事業者は、町長からの避難情報の放送要請を受けた場合には、自主的な判断のもと、放

送形式、内容、時刻及び送信系統を決定し、住民へ放送する。 

県は、町等への周知に努めるとともに、県・放送事業者・町の連絡を円滑におこなうように

するものとする。 

 

６ 住民への周知徹底 

避難の勧告又は指示をした場合は、次のような、事情に即した方法で危険区域の住民に対し

すみやかにその旨の周知徹底を図るものとする。 

(1) 防災行政無線による周知 

(2) ラジオ、テレビ放送による広報 

放送局に対して、指示等を行った旨を通知し、関係区域の住民に広報すべき事項を明示して

広報を依頼する。 

(3) 広報車による広報 

町の広報車等を利用し、関係区域を巡回して広報する。 

(4) 信号による伝達（水防信号） 

サイレン信号により伝達する。 

 

サイレン信号 

    約１分    約１分    約１分 

   ●      ●      ● 

    約５秒    約５秒 

 

(5) 個別訪問による伝達 

避難の勧告又は指示をしたときが夜間で停電している場合においては、消防団、自主防災組

織、防災ボランティア等により関係区域の家庭を個別に訪問し、伝達の周知を図る。 
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７ 避難指示等の判断基準 

(1) 標準的な避難基準 

 

(2) 土砂災害に対する避難基準 

高齢者等避難 避難指示 緊急安全確保 指示等の決定 

・大雨警報（土砂災害）

が発表され、かつ、土砂

災害の危険度分布が「警

戒(赤)」となったとき 

※高齢者等避難の発令対

象区域は絞り込みを行う 

・土砂災害警戒情報が発

表されたとき 

※避難指示の発令対象区

域は絞り込みを行う 

・大雨特別警報（土砂災

害）が発表されたとき 

・土砂災害の発生が確認

されたとき 

※緊急安全確保の発令対

象区域は絞り込みを行う 

町長 

その他町長が必要と認めたとき  

 

(3) 浸水に対する避難基準（五反地・広野地区） 

高齢者等避難 避難指示 緊急安全確保 指示等の決定 

警戒水位を越え、上流

部での雨量が５０ｍｍ以

上が３時間以上連続で降

ると予測されるとき 

河川が氾らんし、道路

が浸水したとき 

家屋の床下・床上浸水

が発生したとき 

水防管理者 

（町長） 

その他水防管理者（町長）が必要と認めたとき  

伝達方法については、行政防災無線により放送する。また、避難情報の放送に係る申し合わせ

により、放送事業所へ依頼をして放送をする。 

第３ 警戒区域設定計画 

主な実施機関 

町（総務課、消防本部）、徳島名西警察署、自衛隊 
 
 

 発令時の状況 住民に求める行動 

高
齢
者
等
避
難 

・災害が発生するおそれのある状況、災害

リスクのある区域等の高齢者等が避難する

べき状況 

・高齢者等は危険な場所から避難 

・立退き避難を基本とするが、ハザードマ 

ップ等により屋内で身の安全を確保できる 

場合は屋内安全確保行動をとる 

・高齢者等以外の人も必要に応じ、外出等 

を控える、避難準備をする、自主的に避難 

する等の行動をとる・家族等との連絡、非 

常持出品の用意等、避難準備を開始 

・避難支援者は、支援行動のための準備を 

開始 

避
難
指
示 

・災害が発生するおそれのが高い状況、災

害リスクのある区域等の居住者等が避難す

るべき状況 

・居住者等は全員避難 

・立退き避難を基本とするが、ハザードマ

ップ等により屋内で身の安全を確保できる

場合は屋内安全確保行動をとる 

緊
急
安
全
確
保 

・災害が発生又は切迫している状況、即ち

居住者等が身の安全を確保するために避難

することがかえって危険であり、「立退き

避難」を中心とした避難行動から、「緊急

安全確保」を中心とした行動へと行動変容

する状況 

・住居者等は直ちに安全確保行動をと  

る 

・立退き避難することがかえって危険であ

る場合、屋内のより安全な場所へ移動、ま

た、指定避難所以外の緊急的な待避所へ避

難が可能な場合は直ちに避難する 
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１ 警戒区域設定の目的 

災害が発生し、又は発生しようとしている場合において、人の生命又は身体に対する危険を

防止するため特に必要があると認めるときは、警戒区域を設定し、人的な被害の未然の防止を

図る。 

 

２ 警戒区域の設定 

(1) 町長（災害対策基本法第 63条） 

町長は、警戒区域を設定し、災害応急対策に従事する者以外の者に対して、当該区域への立

入りを制限し、禁止又は退去を命ずる。 

(2) 警察官（災害対策基本法第 63条） 

町長又はその職権を行う吏員が現場にいないとき、又はこれらの者から要求があったとき、

警察官は、町長の権限を代行することができる。 

町長の権限を代行したときは、直ちに町長に通知する。 

(3) 自衛官（災害対策基本法第 63条） 

災害派遣を命ぜられた部隊などの自衛官は、町長、警察官が現場にいない場合に限り、町長

の権限を代行することができる。 

町長の権限を代行したときは、直ちに町長に通知する。 

(4) 消防職員又は水防職員（消防法第 28条、水防法第 14 条） 

消防活動、水防活動を確保するために、消防又は水防関係者以外を現場近くに近づけないよ

う措置をすることができる。 

 

３ 警戒区域設定の周知 

警戒区域の設定を行った場合は、第２の避難勧告・指示計画と同様の方法により、住民への

周知及び関係機関への連絡を行うものとする。 

第４ 避難誘導計画 

主な実施機関 

町（総務課、消防本部）、徳島県、徳島名西警察署、自衛隊 

 

１ 避難誘導の実施 

消防職員、警察官その他の避難措置の実施者は、住民が安全かつ迅速に避難できるよう、次

により避難先への誘導に努めるが、避難は住民が自主的に行うことを原則とする。 

なお、自主防災組織は、避難が円滑に行えるよう集団避難の実施に努めるものとする。 

(1) 避難の順序 

避難の順序は、妊産婦、傷病人、身体障害者、高齢者、幼児等を優先し、一般人を次順位と

するものとする。 

(2) 誘導経路等 

誘導経路等については、周囲の状況等を的確に判断し、その安全性を確認の上、危険箇所に

は表示、なわ張り等を行うほか、要所に誘導員を配置し、事故防止に努めるものとする。特

に夜間は照明を確保し、浸水地等には必要に応じて船艇、ロープ等の資材を配置して万全を

図るものとする。 

(3) 避難誘導体制 

町は、避難指示、避難勧告、避難準備情報等について、河川管理者及び水防管理者等の協力

を得つつ、洪水、土砂災害等に対して避難すべき区域や判断基準、伝達方法を明確にし、日

頃から避難場所や避難路と併せて住民への周知徹底に努めるものとする。 

 

２ 応援協力 

町は、自ら避難者の誘導及び移動の実施が困難な場合、他市町村又は県へ避難者の誘導及び

移送の実施又はこれに要する人員及び資機材について応援を要請するものとする。 
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第２節 緊急輸送計画 

第１ 計画の趣旨等 

災害が発生した場合には、道路に障害物が散乱するなど被災者の救援救護活動はもちろん緊急

物資の輸送にも支障が生じるおそれがある。このため、輸送力確保、道路啓開、防災ヘリポート

の運用など緊急輸送を迅速かつ円滑に行うための対策を実施するものとする。 

 

 
緊急輸送力確保計画 

 

 

 

 

 

 

 緊急輸送路確保計画 
 

 
緊急輸送計画 

 
 

 
緊急輸送拠点確保計画 

 
 

 

 

 

 

 

 
防災ヘリポート運用計画 

 

第２ 緊急輸送力確保計画 

主な実施機関 

町（総務課） 

 

１ 緊急輸送等の対象 

緊急輸送等の対象となるものは，次のとおりである。 

(1) 医療、助産その他救護のため輸送を必要とする者 

(2) 医薬品、医療用資機材 

(3) 食糧、飲料水等の救護物資 

(4) 応急復旧資機材 

(5) 災害対策要員 

(6) ライフライン関係者 

(7) その他必要と認められるもの 

 

２ 輸送力の確保 

町は原則として、自ら保有し、又は直接調達し得る車両等をもって輸送を行う。 

ただし、その車両等で不足する場合は，県に応援を要請する。 

第３ 緊急輸送路確保計画 

主な実施機関 

町（総務課、建設課） 

 

１ 被害状況の把握 

町は、災害が発生した場合、緊急輸送路の被害状況、障害物の状況等を把握するための調査

をすみやかに実施するとともに、徳島名西警察署、県、東部県土整備局との情報交換を緊密に

行うものとする。 
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２ 啓開道路の決定 

町は、道路の被害状況等を把握した後、県、四国地方整備局等他の道路施設管理者と協議の

上、優先度の高い順に啓開道路の決定を行うが、原則として、緊急輸送路を最優先に行うもの

とする。 

 

３ 啓開資機材の確保 

町は、建設業界等より使用できる建設機械等啓開資機材の調達を行うものとする。 

（啓開資機材の調達先･･･別添資料編として整理） 

 

４ 啓開作業の実施 

町は、原則として、２車線の車両用走行帯を確保できるよう落下物、倒壊物などによって生

じた路上障害物を除去し、自動車の走行に支障のない程度に陥没、亀裂等の舗装破損の応急

復旧を行うものとする。 

啓開作業は、緊急輸送路として指定を受けている道路を最優先とし、特に障害物の除去につ

いては、警察、自衛隊、消防機関等との連携に努めるものとする。 

 

５ 広報の実施 

町は、道路の啓開状況、復旧の見通し等について、テレビ、ラジオ等の報道機関を通じ、避

難者、運転者等に対して適宜適切に広報を実施するものとする。 

第４ 緊急輸送拠点確保計画 

主な実施機関 

町（総務課） 

町は、被災状況により、必要と認められる場合は、ＪＡ名西郡神山支所倉庫に災害時の緊急輸

送拠点を開設する。 

ＪＡ名西郡神山支所倉庫では、救援物資の受入れ、一時保管、備蓄物資の確認、配送準備等を

行う。 

第５ 防災ヘリポート運用計画 

主な実施機関 

町（総務課） 

 

１ 防災ヘリポート開設の決定 

町は、県、警察、自衛隊等から要請があった場合及び必要と認められる場合は、防災ヘリポ

ートを開設する。 

 

２ 防災ヘリポートの開設方法 

防災ヘリポートの設置については、本編第２章第１節の第３の２ヘリポートの設置のとおり

であるが、特に次の事項に留意して開設及び運用を行うものとする。 

(1) 地表面の条件整備 

① 回転翼の影響で砂塵等が上がらない舗装された場所が望ましい。 

② やむを得ず、グランド等の未舗装の場所になる場合は、板、トタン、砂塵等が巻き上が

らないように処置する。乾燥している場合には十分に散水する。 

③ 草地の場合は、硬質で丈の低いものであることが望ましい。 

(2) 着陸点の表示 

着陸点には、石灰、白布等を用いて Hの記号を表示する。 
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(3) 風向の表示 

① 着陸帯付近に上空から確認できる吹き流し又は旗をたてる。 

② 表示地点は、着陸点中央からなるべく離れた地点で、地形、施設等による影響の少ない

場所を選定する。 

③ 吹き流し又は旗は、布製とし、風速 25m/s 程度に耐えられる強度を有しているものであ

ることとする。 

(4) 危険防止 

① 離着陸時は、風圧等により危険であるので子供等を接近させない。 

② 安全上の監視員を配置する。 

(5) その他留意事項 

① 救急車、輸送車両の出入りに便利なこと。 

② 電話その他の通信手段の利用が可能であること。 

③ 緊急時には、布等を左右に振るなどの処置をして、パイロットに知らせるために有効な

あらゆる手段を講じること。 



 

 

 116 

第３節 消防・救助活動計画 

第１ 計画の趣旨等 

大規模災害発生時には、火災の多発や家屋の倒壊等により極めて多くの人命の危険が予想され

ることから、消防機関はもとより住民、事業者あげて出火防止と初期消火に努めるとともに、消

防機関は関係防災機関との連携を保ちつつ、その全機能をあげて避難の安全確保、消火、救助、

救急等にあたり、災害から住民の生命、身体及び財産を保護するものとする。 

 

 
消火活動計画 

 

 
 
 

水防活動計画 
 

 
消防活動計画 

 
消防活動基本方針 

 

 

 救助活動計画 
 

 

 
危険物施設の安全確保計画 

 

第２ 消防活動基本方針 

大規模災害発生時の消防活動の基本方針は次のとおりとする。 

 

１ 住民、自主防火組織及び事業所等は、自らの生命及び財産を守るため、出火防止及び初期消

火活動を行うものとする。 

 

２ 住民は協力して可能な限り消火活動を行い、火災の拡大防止に努める。特に危険物を扱う事

業所においては、二次災害の防止に努めるものとする。 

 

３ 消防機関は、関係防災機関と連携を保ちつつ、その全機能をあげて消火活動を実施する。 

 

４ 町、消防機関等は、職員等の惨事ストレス対策の実施に努める。 

第３ 消火活動計画 

主な実施機関 

町（総務課、消防本部） 

 

１ 消防機関（消防本部） 

(1) 火災防御方針 

災害時の消火活動は、収集した情報を分析し、火災の態様に応じた防御活動を展開するもの

とし、人命の安全確保を最重点に行うものとする。 

① 火災発生が少ないと判断したときは、積極的な防御を行い一挙鎮滅を図る。 

② 火災が発生し、同時に対処できないと認める場合は、延焼拡大の危険性の高い地域、住

民の生命の保護、生活に重大な影響を及ぼすおそれのある施設等を重点的に消火活動を実

施する。 
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③ 火災が著しく多発又は延焼火災が発生する等住民の生命に危険を及ぼすことが予想され

る場合は、広域避難場所及び避難路周辺を優先防御するとともに住民の避難誘導を行い、

住民の安全確保を最優先とする活動を行う。 

④ 工場、危険物貯蔵施設等から出火し、多数の消防隊を必要とする場合は、住宅地に面す

る部分及び住宅地の延焼火災防御にあたる。 

⑤ 特殊対象物等からの出火であっても他に延焼危険の少ない火災は、延焼火災を鎮圧した

後に部隊を集中して防御にあたる。 

⑥ 火災と水災が同時に発生した場合は、人命救助を第一とするほか、原則として火災防御

を優先とする。 

⑦ 自主防災組織等が実施する消火活動との連携、指導に努める。 

(2) 火災情報の収集及び伝達 

① 消防本部は職員を巡回等に配置し火災の早期発見に努めるとともに、１１９番通報、か

けこみ通報、消防救急無線、防災ヘリ、参集職員の情報など消防活動に関する次の情報を

収集し初動体制を整えるものとする。 

ア 延焼火災の状況 

イ 民家防火組織等の活動状況 

ウ 道路の通行状況 

エ 消防ポンプ自動車等消防施設及び消防水利の活用可能状況 

② 消防署長は、災害の状況を町長に報告し、応援要請等の手続きに遅れのないよう働きか

けるものとする。 

(3) 応援派遣要請 

町は、自地域の消防力で十分な活動が困難である場合、相互応援協定に基づいて他の市町村

の消防隊の応援を要請するものとする。また、必要に応じ、県に対し応援隊の必要性を連絡

する。 

(4) 応援隊の派遣 

町は、神山町が被災していない場合、相互応援協定、県の指示により、又は緊急消防援助隊

の一部として、消防隊を災害地に派遣し、被災自治体の消防活動を応援するものとする。特

に、近隣市町村での被害に対しては直ちに出動する。 

 

２ 消防団及び自主防災組織 

消防団は、地域に密着した防災機関として、地域の自主防災組織の指導を行うとともに、現

有装備を活用して次により、出火防止、消火活動、救急救助、避難誘導その他災害の防御活動

を行うものとする。 

(1) 出火防止 

火災発生と同時に付近住民に対して出火防止を広報するとともに、出火した場合は、住民と

協力して初期消火にあたる。 

(2) 消火活動等 

消防隊の出動が不能又は到達困難な場合においては、消火活動及び主要避難路の確保等の防

災活動を行う。 

 

３ 事業所等 

(1) 火災予防措置 

火気の消火及び高圧ガス、石油類等の供給停止、ガス、石油類、毒物、劇薬等の流出又は漏

洩等異常事態の発生の有無の点検を行い、必要な防災措置を講ずる。 

(2) 火災が発生した場合の措置 

① 自衛消防組織による初期消火及び延焼防止活動を行う。 

② 関係機関への通報及び必要に応じて従業員、顧客等の避難誘導を行う。 

(3) 災害拡大防止措置 

高圧ガス、石油類、毒物、劇薬等を取り扱う事業所等において、異常が発生し災害が拡大す

るおそれがあるときは、次の措置を講ずる。 

① 周辺地域の居住者等に対し、避難等の行動をとる上で必要な情報を伝達する。 
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② 立入禁止等の必要な防災措置を講ずる。 

 

４ 住民 

(1) 火気の遮断 

使用中のガス、石油ストーブなどの火気取扱器具は直ちに火気の遮断をするとともに、ＬＰ

ガスはボンベのバルブを閉止する。 

(2) 初期消火活動 

火災が発生した場合は、消火器、水バケツ等で消火活動を行うとともに、大声で周辺の人に

知らせて協力を求める。 

第４ 水防活動計画 

主な実施機関 

町（総務課）、神山町水防団（消防本部） 

 

１ 総則 

(1) 目的 

この計画は水防法（昭和２４年法律第１９３号）および災害対策基本法第 42 条の規定に基

づき神山町の地域にかかる洪水等による水害を警戒し、防御し、これによる被害を軽減する

ため、町内の各河川及びため池等に対する水防上必要な監視警戒、通信、輸送、水門の操作

及び避難等の誘導並びに水防に必要な器具、資材、施設の整備と運用を円滑ならしめるため

の計画である。 

(2) 水防の責任 

① 水防本部の責任 

町内における水防体制と組織の確立、強化を図ると共に消防団が行う水防が充分行われ

るよう指導と水防能力の確保につとめる。 

② 住民の責任 

水防の現場にある者は、町長又は水防機関の長より水防に従事することを要請された場

合は、直ちにこれに協力して水防に従事しなければならない。又水防区域内に居住するも

のは常に気象状況等に注意し、水害が予想される場合は、進んで水防に協力しなければな

らない。 

 

２ 水防組織 

水防に関する警報をうけた時から洪水による危険の解消するまでの間又は水害が予想される

場合、町水防本部を設ける。 

(1) 町水防本部の組織及び事務分掌は災害対策本部各班の組織及び所掌事務は別紙を準用し、本

部を町役場内に置く。 
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 県（水防本部）  東部県土整備局〈徳島〉  
 
 
 
 
 警察官派出所駐在所 

 
 

町水防本部 

（役場） 

 

 戸主会長等  
 
 

 
 

支所 

各公民館 

 
 消防団 
 

 
 
 

土建業者 

 
 

■神山町水防本部の組織図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

水防管理者 

（町長） 
 

水防副管理者 

（副町長） 
 

水防管理者付 

（教育長） 
 

水防団長 

（消防団長） 
 

水防副団長 
（消防団副団長） 

 

 

水
防
本
部 

総 務 班 

健 康 福 祉 班 

住 民 班 

産 業 建 設 班 

税 務 保 険 班 

教 育 班 

会 計 班 

水
防
団 

下
分
分
団 

阿
川
分
団 

鬼
龍
野
分
団 

上
分
分
団 

広
野
分
団 

神
領
分
団 
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■事務分掌 
 

班名 班長 分掌事項 

総務班 総務課長 

１．防災関係各機関の連絡調整に関する事項 

２．消防団との連絡調整に関する事項 

３．予算及び町有財産の災害に関する事項 

４．災害報告の取りまとめ及び県への報告に関る事項 

５．気象情報の収集に関する事項 

６．県及び隣接市町村とその連絡調整に関する事項 

７．その他の班に属しない事項 

８．気象情報の伝達に関する事項 

９．災害復旧計画に関する事項 

10．住民に対する周知伝達に関する事項 

11．応急住宅に関する事項 

住民班 住民課長 
１．埋葬に関する事項 

２．災害廃棄物の処理に関する事項 

健康福祉班 健康福祉課長 

１．被災者並びに被災世帯の調査に関する事項 

２．奉仕団及び労務者等に関する事項 

３．災害救助法に関する事項 

４．被災者の医療及び助産に関する事項 

５．生活必需物資の確保に関する事項 

６．主要食糧等食糧品の確保に関する事項 

７．災害地の防疫及び清掃に関する事項 

産業建設班 
建設課長、 

産業観光課長 

１．農作物及び農地・農薬用施設の災害対策に対する

事項 

２．同上災害調査に関する事項 

３．林産物山林・林道及び林業用施設の災害対策に関

する事項 

４．同上災害調査に関する事項 

５．災害時に於ける輸送に関する事項 

６．道路橋梁等の災害対策に関する事項 

７．道路橋梁等の災害応急復旧に関する事項 

８．河川及び地すべり地帯の災害対策に関する事項 

９．道路橋梁等公共施設の災害調査に関する事項 

10．災害地の給水及び医療機関・水道施設の災害対策

に関する事項 

税務保険班 税務保険課長 
１．災害に伴う町税の減免に関する事項 

２．被災建物の調査に関する事項 

会計班 出納室長 
１．災害救助物資の保管出納に関する事項 

２．会計経理に関する事項 

教育班 教育次長 

１．教育施設の災害対策に関する事項 

２．文化財、社会教育施設の災害対策に関する事項 

３．災害時に於ける教材教具の確保に関する事項 

４．教育施設の災害調査に関する事項 
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３ 水防施設 

(1) 水防資器材（備蓄資器材、購入先等は、別冊資料編のとおり） 

① 名西郡農協等と協定を締結し、土嚢袋１,０００枚、その他松丸太等を常備保存しておく。 

② 各分団の格納庫には、ツルハシ、スッコプ、カケヤ等を常に備えておく。 

(2) 輸送及び通信連絡 

① 輸送及び資材補充 

避難のため、人員輸送及び水防資器材の輸送は、町有自動車、借上貨物自動車、消防自

動車をもってあて、輸送機関と事前に借上げ協定を結んでおくものとする。 

② 優先される人員物資 

災害時における優先輸送される人員物資は概ね次のとおりとする。 

物資については災害の範囲、実情を総合的に勘案し、県及び関係機関と密接な連絡協議

を行い決定するものとする。 

緊急輸送にあたっては知事又は公安委員会の発行する標章及び証明書の交付を受けて掲

示又は携行させるものとする。 

 

 

 

 

 

 

③ 記録簿 

車両、舟艇、人夫等を借り上げて、物資及び人員を輸送した時は次の書類、帳簿等を整

備保存しておくものとする。 

（イ） 輸送記録簿 

（ロ） 輸送関係支払証拠書類 

（ハ） 輸送用燃料及び消耗品受払簿 

（ニ） 修繕費支払簿 

 

４ 水防活動 

(1) 気象庁警報及び水防警報等に対する措置 

① 水防本部は水防に関係ある気象、洪水等の予報を受けたとき、又は水防警報が発せられ

た時は、各水防区域に電話又は急便により周知しなければならない。 

人員 

災害対策本部長 

救出された罹災者 

公共施設の応急復旧作業員 

災害応急措置要員 

物資 

食料及び飲料水 

医薬品及び防疫物資 

生活必需品 

災害復旧資材 

車両用燃料 
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■水防に関する連絡系統図 

〇洪水注意報、警報、情報及び解除 
 

＜気象注意報、警報、情報＞ 

 

東
部
県
土
整
備
局
〈
徳
島
〉 

 

 徳島地方気象台  
県
（
水
防
本
部
） 

  

（
神
山
町
水
防
本
部
）
総
務
課 

 

水
防
分
団 

   
 

  ＜吉野川洪水予報＞ 

（協同発表） 

   

   

 徳島地方気象台  

 
 

四国地方整備局 

徳島河川国道事務所 

 
 

 

 

  ＜水防警報＞ 
 

 四国地方整備局 

徳島河川国道事務所 

 量水標管理者  

 

 

② 本部又は前項の通報を受けた時、東部県土整備局〈徳島〉と常時連絡につとめなければ

ならない。 

③ 執務時間外における連絡 

本部設置以前における執務時間外に異常気象通報があった場合の伝達要領は次による。 

（イ） 通報を受けた気象通報は役場当直員が受領し、これを直ちに総務課長に通報する。 

（ロ） 注意報、警報を受けた総務課長は状況により本部の設置を必要と認めた場合、直ち

に適当な方法により町長に通報し、関係課長を召集して、水防に万全を期す。 

(2) 雨量水位の通報 

① 雨量通報 

ア 本部は気象状況により、相当の降雨があると認めた時は、支所長・公民館及び警察官

派出所と緊密な連絡をとり、必要に応じて各箇所の雨量の状況を把握する。 

なお、本部で入手した資料は、直ちに東部県土整備局〈徳島〉に通報する。 

イ 本部長は進んで東部県土整備局〈徳島〉と連絡をとり、常に適格な気象状況の把握に

努めるとともに、町内の観測者より正確な資料を敏速に入手しなければならない。 

(3) 水防団（消防団）の出動 

本部は次に示す基準により、水防団にあらかじめ定められた計画に従って出動準備または出

動の命令をだし、水防団の水防活動を適切に行わせるものとする。 

① 出動準備 

ア 洪水予報が発せられた時または県水防計画に定められたはん濫注意水位に達するか、

またははん濫注意水位を超えるおそれがあると予想されるとき 

イ 豪雨により堤防の決壊、漏水、がけくずれ等のおそれがありその他水防上必要と認め

られるとき 

ウ 気象予報、洪水予報、予防警報等により、洪水等の危険が予想されるとき 
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② 出動 

ア 河川の水位がはん濫注意水位に達し、なお上昇のおそれがあるとき、および干拓、堤

防、ため池、用排水路に危険のおそれがあるとき 

イ 台風が本県あるいは、その近くを通過するおそれのあるとき 

ウ その他堤防の漏れ、決壊等の危険を感知したとき 

(4) 監視及び警戒 

① 常時監視 

水防法第９条に基づく河川等の巡視者は水防団員とする。巡視者は区域内に水防上危険

があると認められる箇所があるときは、直ちに当該河川の管理者に連絡して必要な措置を

求めなければならない。 

② 非常警戒 

水防団員は水防区域の監視および警戒を厳にし既往の被害箇所、その他特に重要な箇所

を中心として堤防を巡回し、次の状態に注意し、異常を発見した場合は、直ちに本部長、

東部県土整備局長に連絡するとともに、水防作業を開始する。 

ア 堤防より居住側堤防斜面の漏水、または浸食による亀裂、および崖崩れ 

イ 堤防より河川側堤防斜面で水当たりの強い箇所の亀裂、または崖崩れ 

ウ 堤防の上端の亀裂、または沈下 

エ 堤防の水が溢れる状況 

オ 橋梁、その他の構造物と堤防との取付け部分異常 

③ 警戒区域の設定 

本部長は水防法第１４条の規定により、水防活動上緊急の必要がある場合は、警戒区域

を設定し、無用の者の立入りを禁止、もしくは制限し、あるいはその区域から退去を命ず

ることがある。 

なお、水防法第１４条第２項の規定により、水防機関又は消防機関に属するものがいな

いとき、又は前記機関の要求により警察官は同項に規定するものの職権を行うことができ

る。 

④ 警察官の援助の要求 

本部長は水防のため、必要と認めたときは警察署長に対して警察官の出動を求める。 

⑤ 水防作業 

ア 要旨 

洪水時において、堤防に異状の起こる時間は、洪水時間にもよるが、大体水位が最大

のとき又はその前後である。しかし、法崩れ、陥没等は通常減水時に生ずる場合が多い

（水位が最大洪水時の四分の三位に減水した時が最も危険）から洪水が最盛期をすぎて

も完全に流過するまでは警戒を解いてはならない。 

イ 工法 

工法はその選定を誤らなければ一種類の工法を施すだけで成果をあげる場合が多いが、

時には数種の工法を行って、その目的を達することがあるから、これらのことを考慮の

うえ防止に努めること。 

工法を選ぶにあたっては、堤防の組織、材料の流速、洗面護岸の状態等を考慮して最

も有効でしかも使用材料がその付近にて得やすい工夫を施すこと。 
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■重要水防区域 

河川 
重要水防区域 危険な場合 

の出動分団 
備考 

場所 延長 種別 部落名 

鮎喰川 

左岸 
上分・川又 1200m 

堤防高 

不足 
川又・川又西 上分分団 

 

鮎喰川 

左岸 
阿野・五反地 800m 〃 五反地 広野分団 

 

鮎喰川 

右岸 
阿野・広野 400m 〃 広野 広野分団 

 

 

 

■伝達系統 

 

鮎喰川において洪水のおそれがあるときは水位流量が示され、次の系統により一般に周知す

るものとする。 

 

 
徳島地方気象台 

 

   

 

 

 
県（水防本部） 

 

 

 

 町（水防本部）  東部県土整備局〈徳島〉  

 

 

 

Ｎ

Ｈ

Ｋ 

 

四 

国 

放 

送 

 

新 

聞 

社 

 

 

広報車 

サイレン 

 
 

水防団 
 

 

         
 

 

 

 

 住民  
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■水位の伝達等 

(1) 水位の伝達 

水防管理者（町長）は、気象情報の通報があったときは直ちに関係分団へ伝達するものとす

る。 

(2) 量水標水位等 
 

河川名 
基準水位 

観測所 
地先名 

位置 

(km) 

水位 

備考 水防団 

待機 

はん濫 

注意 

避難 

判断 
計画 

鮎喰川 寄井 神山町字寄井 
河川距離標 

43 
m 

3.70 

m 

4.70 

m 

－ 

m 

7.20 
 

鮎喰川 広野 神山町字広野 43 
2.60 3.90 － 

 

7.00 
 

鮎喰川 上鮎喰 徳島市 43 
4.10 5.80 7.00 

 

9.40 
 

 

■気象状況の伝達等 

(1) 気象情報の伝達等 

水防管理者（町長）は、雨に関する注意報、警報及び特別警報が発表された場合は、その状

況に応じて水防団に連絡し、河川の見廻りを強化するとともに、住民に対して情報の伝達及

び周知を行うものとする。 

(2) 雨量情報の収集先 

 

河川名 
雨量情報収集先 

備考 
機関名 電話 ＦＡＸ 

県下全域 徳島地方気象台 088-622-3857 088-652-9407  

〃 
国・四国地方整備局 

徳島河川国道事務所 
088-654-2211 088-626-4156  

鮎喰川 
徳島県県土整備部 

河川整備課 
088-621-2571 088-621-2870  

町内全域 
名西消防組合 

神山消防署 
088-676-1199 088-676-1390  

四国全域 
河川情報センター 

（高松市） 
0878-51-9911 0878-51-9922  

 

 

５ 水防標識及び水防信号 

(1) 水防標識 

水防作業を正確、迅速且つ規律正しい団体行動をとらしめるために次の標識を定める。 

 

■腕章 

 

 

 

10㎝ 

 

 

 水                       防 

 

 

 

神    山    町 

空色 

 

白色 

 

黒色 

30㎝ 
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(2) 水防信号 

第１信号 はん濫注意水位に達したことを知らせるもの。 

第２信号 水防団員及び消防機関に属するものの全員が出動しなければならないことを知

らせるもの。 

第３信号 当該水防管理団体の区域内に居住するものが、出動しなければならないことを

知らせるもの。 

第４信号 必要と認める区域内の居住者に避難のため、立退かなければならないことを知

らせるもの。 

 

水防信号は次表の区分及び方法に従って発する。 

 

方法 

 

区分 

警鐘（又は太鼓）信号 サイレン信号 

第１信号 
○ 休止  ○ 休止 

○ 休止 

約５秒  約１５秒  約５秒 

○    休止    ○ 

約１５秒  約５秒  約１５秒 

休止   ○     休止 

約５秒 

○ 

第２信号 
○○○   ○○○ 

○○○ 

約５秒  約６秒   約５秒 

○    休止    ○ 

約６秒  約５秒   約６秒 

休止    ○     休止 

第３信号 
○○○○  ○○○○ 

○○○○ 

約１０秒  約５秒  約１０秒 

○休止○ 

約５秒  約１０秒  約５秒 

休止    ○    休止 

約１０秒 

○ 

第４信号 乱打 

約１分  約５秒   約１分 

○    休止     ○ 

約５秒  約１分 

休止   ○ 

 

備考１．信号は適当の時間継続すること。 

２．必要があれば警鐘信号及びサイレン信号を併用することを妨げないこと。 

３．危険が去った時は防災行政無線等により周知させるものとする。 

 

６ 費用負担と公用負担 

(1) 費用負担 

本町の水防に要する費用は本町が負担する。 

(2) 公用負担 

水防法第２１条の規定により水防のため必要があるときは、水防管理者、水防機関の長は次

の権限を行使することができる。 

① 必要な土地の一時使用 

② 土石、竹木、その他の資材の収用 

③ 車両、その他の運搬具又は器具の使用 

④ 工作物、その他障害物の処分 

(3) 公用負担権限委任証明書 

水防法第２１条により公用負担の権限を行使するものは、次のような証明書を携行し、必要
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ある場合にはこれを掲示しなければならない。 

 

■水防管理者、消防機関の長の場合 
 

 

水防公務の証 

 

 

身分 

氏名 

職名 

生年月日 

 

所属機関の長 氏  名    印 

 
 
 
 
 
 
 
 
６㎝ 

第  号 

公用負担命令権限証 

氏名 

 

上記の者に区域における水防法 

第２１条第１項の権限を委託したこ 

とを証明する。 

 

          年  月  日  

 

神山町水防管理者 

神山町長         印 
 
 
          ８㎝                    ８㎝ 

 

 

７ 公用負担の証票 

水防法第２１条の規定により、公用負担の権限を行使したときは、次のような証票を２通作

成して、その１通を目的物所有者、管理者又はこれに準ずべき者に手渡さなければならない。 

 

第  号 

 

公用負担命令票 

 

物件 数量 

 

期日 摘要 

 

負担内容 
 使用収用     

処分写 
         

     

     

 

年  月  日 

 

殿 

 

命令者            印 
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８ 水防活動報告 

各分団長は、水防活動終了後２日以内に下記様式により水防本部長に報告しなければならな

い。 
 

水防活動実施報告書 

 

 

平成   年   月   日  

 

作成責任者        印 

 

 

作成責任者印 

 出水の 

概況 

警戒水位ｍ 

雨量㎜ 

 

水防 

実施箇所 

左 

右 

日時 自月日時至月日時 

出動 水防団員 消防団員 その他 合計 

人員 人 人 人 人 

水防作業の概況

及び工法 
箇所ｍ 

工法 

水 

防 

の 

結 

果 

効 

果 

被 

害 

堤 

防 

 

ｍ 

ｍ 

 

田 

 

㎡ 

㎡ 

 

畑 

 

㎡ 

㎡ 

 

家 

 

戸 

戸 

道 

路 

 

ｍ 

ｍ 

人 

口 

 

人 

人 

そ 

の 

他 

使 

用 

資 

器 

材 

土嚢袋、俵  居住者の 

出動状況 

 

なわ  

丸太  水防関係 

者の死傷 

 

その他  

  
雨量水位 

の状況 

 

水防活動に関する自己批判 

備考 

（注）水防を行なった箇所ごとに作成すること。 

 

 

 
 

川 

川 先地 ｍ 
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消防団（水防団）担当区域及び動員できる団員数等 

平成 31年４月１日 

分団名 部落名 ポンプの種類 保有台数 整備計画 

上分 分団 第１部 江田・金泉・中津・大中尾 小型動力ポンプ １  

  〃   〃２〃 川又・門屋・有懸・川又南・川又西 

西ノ名・石本・名・中峯・西久地・立岩・一

宇夫・名ヶ平 

小型動力ポンプ付積載車 １ 令和 3年度 

  〃   〃４〃 入手・江畠・大影・柿道・坂丸・入手口 

奥屋敷・本根川・府殿・殿宮・樫平 

小型動力ポンプ １  

下分 分団 第１部 左右山・今井・東寺・西寺・田ノ上 

西大戸・水舟・谷口 

小型動力ポンプ付積載車 １ 令和 7年度 

  〃   〃２〃 地野・南地野・京地・松ノ本・栗生野 

北中稲原・南山・矢ノ内・箱石・大石ノ本 

小型動力ポンプ １  

  〃   〃３〃 大久保・安吉・宇井・北宇井・樫谷・拝府 

竹平・上中内・下中内・三ツ木・暮石 

小型動力ポンプ付積載車 １  

  〃   〃５〃 松坂・城川内・鍋岩・庄部・渡内・黒口 

地中・馬地・横倉・南峯・左右内・釘貫 

〃 １ 平成 31年度 

神領 分団 第１部 西上角・本上角・南上角・北上角 小型動力ポンプ １  

  〃   〃２〃 本小野・西小野・板挟 〃 １  

  〃   〃３〃 北・川北 〃 １  

  〃   〃４〃 中津・西大久保・東大久保・大埜地 〃 １  

  〃   〃５〃 高根・石堂・谷 〃 １  

  〃   〃６〃 西青井夫・東青井夫 〃 １  

  〃   〃７〃 本野間・東野間・西野間・南野間 小型動力ポンプ付積載車 １ 令和 5年度 
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分団名 部落名 ポンプの種類 保有台数 整備計画 

鬼籠野分団 第１部 猪ノ頭・一ノ坂 小型動力ポンプ １  

  〃   〃２〃 中津川・中内・元山・小原 〃 １  

  〃   〃３〃 板瀬川・日浦・喜来・黒河 小型動力ポンプ付積載車 １  

  〃   〃４〃 川東・東分・中分・西分・阿保坂 〃 １ 令和 9年度 

阿川 分団 第１部 福原・井ノ谷・本名・黒木・船底 小型動力ポンプ １  

  〃   〃２〃 神木・東代次・二ノ宮・地ノ平・広石 

石堂 

小型動力ポンプ付積載車 １ 令和 13年度 

  〃   〃３〃 日浦・上河内・浅川・宇度木 小型動力ポンプ １  

  〃   〃４〃 宮分・川平・屋那瀬・長代・府中 〃 １  

  〃   〃５〃 松尾 〃 １  

広野 分団 第１部 南行者野・歯ノ辻・長谷・臼嶽・方子 

下地 

〃 １  

  〃   〃２〃 椚野・大地・名田河・雨返・河口・広野 

南馬喰草 

小型動力ポンプ付積載車 １ 令和 11年度 

  〃   〃３〃 北馬喰草・杉次郎・南倉目・折木・中峯 

北倉目 

小型動力ポンプ １  

  〃   〃４〃 田ノ窪・五反地・峯長瀬・持部 〃 １  

  〃   〃５〃 南養瀬・北養瀬・須賀・馬地・地野々 

橘谷・長瀬・駒坂 

〃 １  
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神 山 町 消 防 団 組 織 票 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

顧  問 

 

団  長 

 

副 団 長 ３名 

 
町長 

 
副町長 

 
神山消防署長 

 
総務課長 

 
課長補佐 

 
事務局 

総 務 課 

上 分 分 団 

第
一
部 

第
四
部 

第
二
部 

分団長１名 

副分団長２名 

下 分 分 団 

第
一
部 

第
五
部 

第
三
部 

第
二
部 

分団長１名 

副分団長２名 

神 領 分 団 

第
三
部 

第
六
部 

第
五
部 

第
四
部 

分団長１名 

副分団長２名 

第
二
部 

第
七
部 

第
一
部 

鬼 籠 野 分 団 

第
一
部 

第
四
部 

第
三
部 

第
二
部 

分団長１名 

副分団長２名 

阿 川 分 団 

第
二
部 

第
五
部 

第
四
部 

第
三
部 

分団長１名 

副分団長２名 

広 野 分 団 

分団長１名 

副分団長２名 

 

※６分団 28部 

※条例定数 350名 

※二重線は小型ポンプ積載車保有の部 

第
一
部 

第
二
部 

第
五
部 

第
四
部 

第
三
部 

第
一
部 

隊長１名 

副隊長２名 

女 性 消 防 隊 

隊
員 
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第５ 救助活動計画 

主な実施機関 

町（総務課、健康福祉課、産業観光課、農業委員会、消防本部） 

 

１ 消防機関（消防本部）等 
 

(1) 基本方針 

① 被災者の救助及び捜索は、消防機関が警察機関とともに実施する。 

② 海上における遭難者の救助（行方不明者の捜索を含む）は、町長からの要請によるもの

を含め小松島海上保安部が行う。 

(2) 情報の収集及び伝達 

① 消防本部は、１１９番通報、かけこみ通報、消防救急無線、防災ヘリ、参集職員の情報

などを総合して、被害の状況を把握し、初動体制を整えるものとする。 

② 消防署長は、災害の状況を町長に報告し、応援要請等の手続きに遅れのないよう働きか

けるものとする。 

(3) 救助の対応方針 

災害発生後、多発すると予想される救助・救出の要請に対して、原則として次の基準により

対応するものとする。 

① 被災者の救出及び捜索等は、消防機関（水防団）を主体とした救出班を編成し警察機関

とともに実施する。 

② 救急処置及び救助は、救命の処置を必要とする負傷者を優先とし、その他の負傷者はで

きる限り自主的な処置を行わせるとともに、他の防災機関との連携の上救急救護活動を実

施する。 

③ 延焼火災が多発し、同時に多数の救急・救助が必要となる場合は、火災現場付近を優先

に救急・救助活動を行う。 

④ 延焼火災が少なく、同時に多数の救急・救助が必要となる場合は、多数の人命を救護で

きる現場を優先に、効果的な救急・救助活動を行う。 

⑤ 同時に小規模な救急・救助を必要とする事象が併発した場合は、救命効率の高い事象を

優先に救急・救助活動を行う。 

⑥ 救急・救助の必要な現場への出動は、救命効率を確保するため、努めて救急隊と他の隊

が連携して出動する。 

⑦ 救助活動を必要としない現場への出動は、救急隊のみとし、救命を要する重傷者を優先

に出動する。 

(4) 救助資機材の調達 

町は、家屋の圧壊、土砂崩れ等により、通常の救助用資機材では対応困難な被害が生じたと

きは、民間の建設業者等の協力を得て重機を調達して迅速な救助活動を行うものとする。 

（建設業者等…別添資料編として整理） 

(5) 現場救護所の設置 

町は、災害の状況によって必要と認めるときは災害現場に応急救護所を設置し、医療機関、

消防団、自主防災組織、ボランティア団体等と協力して、傷病者の応急手当、振り分け（ト

リアージ）を行うものとする。 

(6) 後方医療機関への搬送 

① 救命処置を要する重傷者を最優先として、医療機関に搬送するものとする。 

② 搬送にあたっては、搬送先の医療機関では、施設・設備の被害、ライフラインの途絶等

により、治療困難な場合も考えられるため、各医療機関が受入可能な状況であるかの情報

を早期に収集して救護班及び救急隊に対して情報を伝達する。 

③ 医療機関の被災により、病院から病院への転院搬送の需要も生じると考えられるため、

被災地外の医療機関との連絡をとり、転院搬送を実施する。 
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(7) 応援派遣要請 

町は、自地域の消防力で十分な活動が困難である場合、相互応援協定に基づいて他の市町村

の消防隊の応援を要請するものとする。また、必要に応じ、県に対し応援隊の必要性を連絡

する。 

(8) 応援隊の派遣 

町は、神山町が被災していない場合、相互応援協定、県の指示により、又は緊急消防援助隊

の一部として、消防隊を災害地に派遣し、被災自治体の消防活動を応援するものとする。特

に、近隣市町村での被害に対しては直ちに出動する。 

(9) 警察、医療機関との連携 

町は、被災者救出のための通報を受領し、救出活動を実施するときは、特に警察及び医療機

関と密接な連絡をとりながら救出活動を行うものとする。 

 

２ 消防団及び自主防災組織等 

災害発生後に同時多発火災が発生した場合、消防機関の主力は延焼阻止に向けられる。 

また、交通の混乱や殺到する救助要請に対処するため、火災が発生しなくとも、平常時のよ

うな救助・救急活動は期待できないため、地域における自主防災活動が重要なものとなる。 

ついては、消防団及び自主防災組織は、地震発生後において、近隣の安否を確認し負傷者又

は閉じこめられた者等が発生したときは、近隣住民の協力のもと自主的な救助・救急活動を行

うものとする。 

第６ 危険物施設の安全確保計画 

主な実施機関 

町（総務課、消防本部） 

 

１ 応急処置 

(1) 施設の所有者及び管理者又は占有者 

① 大規模な災害が発生した場合、施設内の火気を完全に消火するとともに、状況に応じて

施設内の電源は保安回路を除いて切断するなどの応急処置を適正かつすみやかに実施する。 

② 必要な場合は、従業員、顧客又は付近の住民に避難するよう警告する。 

③ 被害状況等について、消防機関、警察署等防災関係機関に報告する。 

(2) 町長 

① 被害が広範囲にわたり、引火、爆発又はそのおそれがあると認めるときは、施設関係者

及び関係機関と密接な連絡をとり、立入禁止区域の設定をするとともに当該区域内の住民

に対して避難、立退きの勧告指示を行う。 

② 火災の防御は、自力の消防力を有機的に運用して実施するものとするが、特に火災の状

況、規模、危険物の種類等により、必要な場合は消火用薬剤の収集、化学消防車の派遣要

請等他の機関の応援を要請する。 

③ 流出、転倒及び浮上した危険物のタンク等については、使用の停止を命じ、危険物の排

除作業を実施させるとともに、危険区域はロープ等で区画し係員を配置する。 

 

２ 通報体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業所 

（危険物施設異常発） 

徳島名西警察署 

TEL632-0110 

名西消防組合 

徳島県災害対策本部 

（消防保安課） 

徳島県警察本部 

応援消防本部等 

神山町災害対策本部 



 

 134 

第４節 応急医療計画 

第１ 計画の趣旨等 

災害発生時には、家屋やブロック塀の倒壊、窓ガラスの落下、火災の発生等により広域あるい

は局地的に医療救護を必要とする多数の傷病者の発生が予想される。このため災害時における応

急医療体制を確立し、関係医療機関及び関係防災機関と密接な連携をとりながら被災者の救護に

万全を期するものとする。 
 

 

 

第２ 応急医療体制確保計画 

主な実施機関 

町（健康福祉課）、医療関係者 

 

１ 初動体制等 

(1) 情報の収集 

災害時に効果的な医療救護活動を行うためには、正確な被害状況等の把握と医療機関等との

迅速かつ的確な連絡及び情報交換が最も重要である。 

町は、名西郡医師会等の協力を得て、可能な手段を用いて直接人的被害及び医療機関（診療

所及び歯科診療所を含む。）の被害状況や活動状況等の情報の収集に努めるものとする。 

(2) 初動体制の確保 

① 医師をはじめとする医療従事者等は、情報連絡等が途絶える等大災害が予想される場合

にあっては、遠くの勤務先ではなく、前もって定められた近くの救急医療機関や保健所等

において救急医療や情報収集等に従事するものとする。 

② 被災地域内の定められた場所が機能不全に陥った場合には、参集可能な医師等が中心と

なって医薬品の確保等に配慮しながら、安全な場所に医療救護所を設置し、応急医療を行

うものとする。 

(3) 救護班の編成 

① 町は、必要に応じて町内の医療機関（開業医）又は助産婦の応援を得て、医師看護婦、

助産婦又は保健婦をもって救護班を編成し、出動するものとする。 

② 災害の種類及び程度によっては、名西郡医師会、名西郡歯科医師会、名西郡薬剤師会等

の協力を要請し、災害の状況に応じた医療救護活動を行うものとする。 

③災害の程度によっては町の能力をもってしても十分な対応ができないと認められるときは、

県及びその他の関係機関に協力を要請するものとする。県に医療従事者の派遣を要請する

場合には、必要人員、期間、派遣場所、その他必要事項について明示する。 

 

 

 
応急医療体制確保計画 

 

 応急医療計画  応急医療活動計画  

 
後方支援活動計画 
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■町内医療機関等 

（単位；人） 

病院名等 院長名等 

職員等の構成 

電話番号 

医
師 

看
護
師 

准
看
護
師 

看
護
助
手
等 

助
産
師 

栄
養
士
（
管
理
栄
養
士
含
む
） 

事
務
員 

そ
の
他 

（医）神山医院 河野 宗夫 2 2 6 4 0 1 3 5 677-0066 

（医）中谷医院 中谷 哲也 2 2 10 7 0 1 3 2 676-0013 

（医）佐々木外科内科 佐々木 眞人 1 3 3 3 0 1 2 5 676-0006 

 

(4) 救護所の設置 

町は、必要に応じて、学校、集会所、病院等に医療を実施するための救護所を設置するもの

とする。 

 

■町で設置可能な救護所 
（単位；人） 

地区名 施設名 所在地 収容能力 備考 

阿野地区 広野小学校体育館 阿野字広野 22番地 200 
 

神領地区 神山中学校体育館 神領字西上角 175番地１ 190 
 

第３ 応急医療活動計画 

主な実施機関 

町（健康福祉課）、徳島県、医療関係者 

 

１ 医療機関等 

町及び医療関係機関は、設備及び人員等において患者の急増に対応できる体制の確保に努め、

事前に収容可能人員を明確にしておくものとする。 

なお、限られた医療資機材を十分に活用するため、患者の治療の優先度に応じて振り分け

（トリアージ）を行い、効果的な治療を行うものとする。 

 

２ 救護班 

(1) 輸送 

町は、医療救護活動が円滑に実施できるよう、救護班の輸送にあたっては、輸送手段の優先

的な確保など特段の配慮を行うものとする。 

(2) 連絡要員の配置 

町は、各医療救護所等に町職員を配置するなど、救護班の連絡調整のために特段の配慮を行

うものとする。 
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(3) 業務 

救護班は、次の業務を重点的に行うものとする。 

① 傷病者の傷病の程度判定（傷病者の振り分け業務） 

② 後方医療救護機関への転送の要否及び転送順位の決定 

③ 重傷者の応急処置及び中等傷者に対する処置 

④ 転送困難な傷病者及び避難所等における軽傷者に対する医療 

⑤ 助産 

⑥ 死亡の確認 

⑦ 死体の検案 

⑧ 記録及び災害対策本部への状況報告 

⑨ その他状況に応じた処置 

(4) ボランティアとの連携 

救護班は、ボランティアとの連携を図り、医療を必要とする被災者の情報収集に努め、救護

活動を行うものとする。 

 

３ 医薬品等の供給 

(1) 町は、関係機関において緊急輸送路を確保し、町役場及びＪＡ名西郡神山支所倉庫に備蓄し

ている医薬品並びに名西郡医師会の協力のもと、また、災害時コーディネーター（薬務）と

連携し、流通備蓄されている医薬品等を医療救護所等にすみやかに供給し、初動期における

人命の救助に万全を期するものとする。 

(2) 輸血用血液製剤については、県を通じて県内血液センターへ供給を要請するとともに、必要

に応じて県及び日本赤十字社徳島県支部に要請して県外からの供給を受けるものとする。 

 

４ 災害救助法が適用された場合 

災害救助法に基づく医療及び助産は、原則として医療救護班によって行うものとする。 

(1) 医療及び助産の対象 

ア 応急的に医療を施す必要がある者で、災害のため医療の途を失った者。 

イ 災害の発生日以前又は、以後７日以内に分べんした者で助産の途を失った者。 

(2) 医療及び助産の範囲 

ア 診察 

イ 薬剤又は治療材料の支給 

ウ 処置、手術その他の治療及び施術並びに看護 

エ 病院又は診療所等への収容 

オ 分べんの介助 

カ 分ベん前及び分べん後の処置 

キ 脱脂綿、ガーゼその他の衛生材料の支給 

(3) 医療及び助産の期間 

ア 医療の実施期間は、災害発生の日から１４日以内とする。 

イ 助産の実施期間は、分べんした日から７日以内とする。 

第４ 後方支援活動計画 

主な実施機関 

町（健康福祉課、消防本部）、徳島県、医療関係機関 

 

１ 患者受入先の確保 

(1) 医療救護班では対処できない中重等傷者は、各救急医療圏ごとの２次救急医療機関（救急告

示医療機関）に原則として収容する。２次救急医療機関で対応できない重傷・重篤患者は、原

則として３次救急医療機関（救命救急ｾﾝﾀｰ・大学病院）に収容する。 

(2) 町は、県の災害時コーディネーター（医療）の協力を得て、県下全域の救急医療施設の応需

情報などを収集し、救護班と消防本部を消防救急無線、携帯電話等による通信手段の確保・連
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結を図り、これら情報をもとに消防本部は応需可能な後方医療施設を選定する。 

２ 搬送体制の確保 

(1) 緊急輸送路の確保 

町は、重傷者を後方医療施設へ搬送するために緊急輸送路（陸路及び空路）を確保する。 

(2) 傷病者の搬送 

災害現場に到着した救急隊員は、傷病者の傷病程度に応じて後方医療施設を選定の上、傷病

者を搬送する。 

(3) 搬送手段の確保 

① 町は、消防機関の救急自動車が確保できない場合は、輸送車両の確保に努めるものとす

る。 

② 県は、道路や交通機関の不通時又は緊急に特別な治療を要する傷病者等の搬送について、

必要に応じてヘリコプターによる空輸を消防防災ヘリコプター等を活用し行うものとする。

なお、町は、ヘリコプターによる患者搬送にあたっては、関係機関と協議の上次のような

受入体制を確保する。 

ア 離発着場所の確保並びに病院から離発着場所への搬送手段及び安全対策 

イ 患者の搬送先の離発着場所及び受入病院への搬送手段 

 

３ 人工透析の供給 

人工透析については、慢性的患者に対しては災害時にも継続して供給する必要があるほか、

挫滅症候群（クラッシュ・シンドローム）による急性的患者に対しても提供することが必要で

ある。 

町は、被災地域内における人工透析患者の状況及び医療機関の透析機器の稼働状況等の情報

を収集し、透析患者及び病院等への情報提供に努めるものとする。 

 

４ 医療ボランティア 

(1) 受入体制の確保 

各医療関係団体は、災害発生後設置されたボランティアセンター（町社会福祉協議会内）で

医療ボランティアの活動を希望する者の登録を行い、医療ボランティアの確保に努める。 

(2) ボランティアセンター 

ボランティアセンターの主な活動内容は次のとおり。 

① ボランティアの募集、登録、協力依頼、派遣 

② 災害対策本部との連絡調整 

③ その他必要な活動 

(3) 活動内容 

① 医師・看護師 

ア 救護班に加わり、医療救護所で医療活動を行う。 

イ 被災地の医療機関において医療活動を行う。 

ウ 後方医療施設において医療活動を行う。 

② 薬剤師 

ア 救護班に加わり、医療救護所で調剤業務を行う。 

イ ＪＡ名西郡神山支所倉庫において医薬品の仕分け・在庫管理等の業務を行う。 

③ 保健師 

避難所等を巡回し、被災者の健康管理や栄養指導を行うとともに、医療ニーズを把握し、

救護班に連絡する。 

④ 歯科医師・歯科衛生士 

避難所等を巡回し、被災者の歯科診療を行う。 

⑤ その他 

その他必要な活動を行う。 
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第５章 避難者支援計画 

第１節 災害救助法適用計画 

第１ 計画の趣旨等 

町内において一定基準以上の災害が発生し、食料品その他生活必需品の欠乏、住居のそう失、

傷病等によって生活難に陥るなど現に応急的な救助を必要としている場合において、災害救助法

を適用し応急的・一時的な救助を行うことにより、り災者の保護と社会秩序の保全を図る必要が

ある。 

 
 

 
 

 

第２ 実施責任者 

災害救助法が適用された場合の救助は、知事が実施するほか、協力機関として知事の委託を

受けて日本赤十字社徳島県支部が実施する。 

なお町長は、知事の委任を受けた場合、救助を実施する。 

第３ 適用基準及び算定基準 

１ 適用基準 

災害救助法による救助は、市町村の区域単位にその区域を指定して行うものであり同一原因

による災害により、市町村の被害が一定の程度に達した場合で、かつ、被災者が救助を要する

状態にあるときに適用するものとし、おおむね次の基準によるものとする。 

(1) 市町村の全壊、流出等による住家の滅失した住家滅失世帯数が次の住家滅失世帯数以上に達

したとき。 

 

■災害救助法施行令別表第１ 
 

市町村の人口 住家滅失世帯数 該当人口 

5,000人未満 30 世帯 神山町 

 

 

 

 

 
実施責任者 

 

 
適用基準及び算定基準 

 

 
災害救助法適用計画 

 
 

 

適用手続 
 

 

 
救助の程度、方法及び期間等 
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(2) 住家滅失世帯が(1)の基準に達しないが、住家滅失世帯が県の一部にわたる相当広範囲な地

域に発生した場合で、県下の住家滅失世帯数が、1,000 世帯以上で、しかも市町村の住家滅失

世帯数が次に示す世帯数以上に達したとき。 

 

■災害救助法施行令別表第３ 
 

市 町 村 の 人 口 住家滅失世帯数 該当人口 

5,000人未満 15 世帯 神山町 

 

(3) 被害が県下全般にわたる極めて大きな災害で市町村の住家滅失世帯数が(1)及び(2)の基準に

達しないが、県下の住家滅失世帯数が 5,000 世帯以上に達した場合で、市町村の救助に任せら

れないと認定したとき。 

(4) 災害が隔絶した地域に発生した等災害にかかった者の救護を著しく困難とする特別の事情が

ある場合で、かつ、多数の世帯の住家が滅失した場合。 

(5) 多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じたとき。 

 

２ 算定基準 

住家滅失世帯の算定は、おおむね次の基準に従うものとする。 

(1) 住家の被害程度は、住家が滅失した世帯、すなわち全壊、全焼、流出等の世帯を基準とし、

住家が半壊、半焼等著しく損傷した世帯については、２世帯をもって１世帯と、床上浸水又は

土砂のたい積等により一時的に居住することができない世帯は３世帯をもって１世帯とみなす。 

(2) 住家滅失世帯数は、家屋の棟数又は戸数とは関係なく、世帯数で計算する。 

(3) 飯場、下宿等の一時的寄留世帯については、生活根拠の所在地等総合的条件を考慮しながら

実状に即して決定する。 

第４ 適用手続 

１ 報告 

町長は、町における災害が第３の１の適用基準の(1)又は(2)のいずれに該当し、又は該当す

る見込みがある場合は直ちにそその旨を知事に報告するものとする。 
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２ 事務手続き 

災害救助法を適用するための主な手続きは、次の通りである。 

順序 厚生労働省 都道府県 市町村 備考 

被害状況の把握   迅速かつ正確に、

管内の被害状況を

把握 

 

 

被害状況報告 報告の受理及び

必要な助言、指

導 

市町村からの被害

報告を確認の上、

管内分を集計し、

直ちに厚生労働省

大臣に報告 

以下、状況が判明

次第随時報告 

 

すみやかに被害状

況を知事に報告 

以下、状況が判明

次第随時報告 

 

災害救助法適用

の決定 

報告の受理及び

必要な助言、指

導 

必要に応じ災害

対策本部を設置 

国土交通省、日

本赤十字社等関

係機関への連絡 

市町村を単位とし

て災害救助法の適

用を決定し、厚生

労働大臣に報告後 

公示県内各期間に

連絡 

（連携協力） 

必要に応じ災害対

策本部を設置必要

に応じ現地を確認 

知事に災害救助適

用要請 

必要に応じ、災害

対策本部を設置 

 

応急救助の実施 （必要に応じ） 

他の都道府県知

事に対して応援

を指示する 

救助の実施等 

（必要に応じ） 

他の市町村に対し

て救助業務の応援

を指示 

 

応急救助に当たる

（県からの委任を

受けた救助等） 

 

中間報告 報告の受理及び

必要な助言、指

導 

災害救助法の適用

状況報告 

救助の実施状況及

び今後の救助の実

施予定等報告 

以下、状況が判明

次第随時報告 

救助の実施状況及

び今後の救助の実

施予定等報告 

以下、状況が判明

次第随時報告 

 

（必要に応じ） 

特別基準の申請 

特別基準の申請

は、救助の種類

ごとの期間内に

行わなければな

らない 

承認の要否及び

程度等の判断及

び必要な助言、

指導 

被害が甚大等のた

め、「災害救助法

による救助の程

度、方法及び期間

並びに実費弁償」

による救助の種類

ごとに、この基準

により難い特別の

事情があるとき

は、その都度特別

基準を厚生労働大

臣に協議 

（必要に応じ） 

知事に特別基準の

要請 
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順序 厚生労働省 都道府県 市町村 備考 

救助完了報告 報告の受理及び

必要な助言、指

導 

応急救助の完了後 

１確定被害状況 

２救助の種類ごと

の実施状況及び救

助費概算所要額等

を報告 

応急救助の完了後 

１確定被害状況 

２委任を受けて行

った救助の種類ご

との実施状況及び

救助費概算所要額

等を報告 

 

補助金の申請等 申請に基づく交

付決定、資金示

達及び精算確定 

翌年度 6月 15日

までに、精算交付

を厚生労働大臣に

申請 

応急救助等に基づ

く救助費（繰り替

え支弁を行った

額）を知事に申請 

特別の事情が

ある場合に

は、国庫補助

金の概算交付

を受けること

ができる 

第５ 救助の程度、方法及び期間等 

災害救助法による救助の程度、方法及び期間については、別添資料編の早見表のとおりである

が、救助の期間については、やむを得ない特別の事情があるときは、応急救助に必要な範囲内に

おいて厚生労働大臣の承認を得て延長することができる。 

（「災害救助法による救助の程度、方法及び期間」早見表…別添資料編として整理） 
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第２節 避難所設置運営計画 

第１ 計画の趣旨等 

災害によって現に被害を受け、住居をそう失するなど引き続き救助を要する被災者等に対して

は、避難所を開設し、応急的な食糧等の配付を行うなど一時的に収容保護するものとする。 

避難者の健全な住生活の早期確保のために、応急仮設住宅の迅速な提供等により、避難所の早

期解消に努めることを基本とする。 

 

第２ 避難所開設計画 

主な実施機関 

町（総務課、健康福祉課） 

 

１ 避難所の開設 

町は、被害状況により避難所を開設する必要があると認めるときは、次の設置基準（災害救

助法に準ずる。）に基づき避難所を開設する。 

(1) 設置基準 

① 対象者 

ア 住家が被害を受け、居住の場所を失った者 

イ 現に災害に遭遇した者（旅館の宿泊人、通行人等） 

ウ 災害によって現に被害を受けるおそれのある者 

② 設置場所 

ア 避難所としてあらかじめ指定している施設 

イ 既存の建物がない場合又は既存の建物が不足する場合にあっては避難所等に設置する

小屋、テント等の野外収容施設 

(2) 設置期間 

災害発生の日から７日間とする。 

ただし、状況により期間を延長する必要がある場合には、知事の事前承認を受けるものとす

る。 

 

２ 避難所開設の要請等 

町は、避難所として既存の建物がない場合又は既存の建物が不足する場合は、県に対し、避

難所の開設及び野外収容施設の設置に必要な資材の調達について協力を要請するものとする。 

 

３ 避難所開設の報告 

町は、避難所を開設したときは、すみやかに次の事項を県及び関係機関に報告又は通知する

ものとする。 

(1) 避難開始日時 

(2) 避難所開設場所 

(3) 収容状況 

(4) 開設期間の見込み 

 避難所開設計画  

 避難所設置運営計画  

 避難所管理運営計画  
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第２３ 避難所管理運営計画 

主な実施機関 

町（健康福祉課） 

 

１ 避難所の運営 

(1) 避難所の管理 

町は、避難所を開設したときは、避難所内の秩序を保持するため、次の措置を講ずる。 

① 避難者に対する災害情報の伝達 

② 避難者に対する応急対策実施状況の周知徹底 

③ 避難所に関する各種相談 

(2) 避難所の実態把握 

町は、避難所開設後直ちに避難所における避難者の生活環境を把握するため、次の事項等に

ついての実態把握に努める。 

① 水道、ガス、電気の復旧状態 

② 仮設トイレの個数や設置場所 

③ 避難所の清掃、室温、湿度、換気状態 

④ プライバシーの保護 

⑤ 男女間のニーズの違い 

(3) 職員等の派遣 

町は、避難所を開設したときは、職員を派遣し、自主防災組織、ボランティア等の協力を得

て、収容された被災者に対し、必要に応じ次の業務を行う。 

① 給水、給食 

② 毛布、衣料、日用必需品等の支給 

③ 負傷者に対する応急医療 

④ 行政相談等必要とされるその他業務 

(4) 女性や子どもへの配慮 

女性専用の物干し場、更衣室、授乳室の設置や生理用品、女性用下着の女性による配布、照

明の増設、性暴力・ＤＶについての注意喚起等、避難場所における安全性の確保など、女性や

子ども、子育て家庭のニーズに配慮した避難場所の運営に努めるものとする。 

(5) 支給に当たっての留意事項 

食料や生活必需品等の支給に当たっては、乳幼児、高齢者、食物アレルギー者、女性等に配

慮するものとする。 

(6)避難所における感染症対策 

①避難所における新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策のため平常時から指定避難所

のレイアウトや動線等を確認しておくとともに、感染症患者が発生した場合の対応を含め、

防災担当者と保健福祉担当者が連携して、必要な措置を講じるよう努めるものとする。ま

た、必要な場合には、国や独立行政法人等が所有する研修施設、ホテル・旅館等の活用を

含めて、可能な限り多くの避難所の開設に努めるものとする。 

②発生するおそれのある災害や指定避難所の収容人員を勘案し、指定避難所以外の避難所

（サブ避難所）の必要性の検討又は確保に努めるとともに、テント泊や車中泊等の活用に

ついて検討する。 

③「神山町避難所運営マニュアル」を参考に、自主防災組織等と連携し、感染症対策を踏ま

えた実践的な避難所運営訓練の実施等に努めるものとする。 

④テント、パーティション、簡易トイレ、マスク、消毒液、段ボールベッド等の避難所にお

ける感染症対策に必要な物資・資機材を確保するよう努めるものとする。 

⑤指定避難所における新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策のため、避難者の健康管

理や避難所の衛生管理、十分な避難スペースの確保、適切な避難所レイアウト等の必要な

措置を講じるよう努めるものとする。 
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２ 災害時要配慮者への対応 

(1) 避難生活支援 

町は、避難所に収容された高齢者、身体障害者等の災害時要配慮者に対し、次のような措置

を講ずる。 

① 高齢者、身体障害者等災害時要配慮者に向けた情報提供に十分配慮する。 

② 災害時要配慮者の応急仮設住宅への優先的入居、高齢者・身体障害者向け仮設住宅の設

置に努める。 

③ 災害時要配慮者の心身双方の健康状態には特段の配慮を行い、必要に応じ保健婦等によ

る巡回健康診断を実施する。 

(2) その他 

町は、災害時要配慮者のうち必要とされる者には、社会福祉施設への入所、ホームヘルパー

の派遣、車椅子等の手配等を行うなど、福祉事業者、ボランティア団体等の協力を得ながら

避難生活の支援を計画的に実施する。 



 

 145 

第３節 救援・救護計画 

第１ 計画の趣旨等 

災害後住居の被害等による避難所の避難者等においては、生活を維持していくために必要な物

資が被害を受け又は流通の混乱等により物資の確保が困難になった場合であっても、基本的な生

活物資は確保されなければならない。このため、特に、飲料水、食糧、生活必需品等の応急物資

の供給を積極的に行うとともに、生活に必要な情報についても適宜提供するものとする。 

なお、避難所においては、避難者が健康的な生活を維持していくためには、防疫、健康管理、

入浴施設等についても配慮するものとする。 

 

 

 

 

 

第２ 給水計画 

主な実施機関 

町（産業観光課、農業委員会） 

 

１ 実施責任者 

被災者に対する飲料水の直接の供給は町長が行う。 

なお、災害救助法が適用された場合は、知事から委任を受けた町長がこれを行う。また、被

害が甚大で、あるいは被害が広域にわたり、町で対応できない場合は、知事がこれを行う。 

 

２ 応急資機材の確保 

応急給水に必要な資機材はあらかじめ備蓄している機材の放出及び流通在庫の調達により確

保するものとする。 

なお、町は、被害状況により確保することが困難と認められる場合は、県に調達を要請する

ものとする。 

 

３ 応急給水活動 

(1) 確保水量 

町による被災者に対する応急給水は、おおむね当初、最低１人１日３リットルの飲料水を供

給し、発災後４日目から復旧の段階に応じて増加させ、発災後４週を目処に被災前の水準に

まで回復させるよう努める。 

① 第１段階（災害発生～３日目）生命維持のため最小限必要量３ﾘｯﾄﾙ／人・日 

② 第２段階（４日目～ ）飲料水・炊事用水・トイレ用水 

③ 第３段階（ ～４週間）飲料水・炊事用水・トイレ用水・風呂水・洗濯水 

 
給水計画 

 

 
食糧供給計画 

 

 救援・救護計画  生活必需品供給計画  

 
生活情報提供計画 

 

 
保健計画 
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(2) 応急給水方法 

応急給水方法は運搬給水及び拠点給水方式を併用するものとするが、運搬給水方式は、災害

発生直後の混乱期には、人的、物的両面から困難が予測されるので、原則として拠点給水方

式を優先するものとする。 

① 拠点給水方式 

指定避難場所及びこれらの近隣の浄水場、配水池等を給水拠点に設定し、また耐震性貯

水槽の計画的な整備等により、飲料水を確実に確保する。 

② 運搬給水方式 

災害による被害が僅少で、給水拠点が限定できる場合に有効な方法であり、次のような

特別な拠点には、運搬給水で対応するものとする。 

ア 災害救護所及び病院 

イ 避難所 

ウ その他災害対策本部が指定した場所 

(3) 応急給水対策 

① 応急給水拠点を確保、整備する。 

② ポリ容器、ポリタンク、給水タンク等を確保する。 

③ 町の保有車両及び調達車両等輸送手段を確保する。 

④ 井戸、プール、河川等利用可能な水源の調査及び検水を実施し、緊急水源の確保に努め 

る。 

⑤ 市町村相互の応援給水体制及び応急給水資機材の、相互融通体制の整備に努める。 

⑥ 被害の状況により必要と認められる場合は、関係機関に対し応急給水活動の応援及び緊

急水源の検水等必要な応援を要請する。 

(4) 水質の安全対策 

① 給水拠点に設置する耐震性貯水槽等については、日ごろより定期的に水質検査を実施し、

また、残留塩素を補うために必要な薬品の備蓄に努める。 

② 給水車、仮設貯水槽等については使用直前に清掃、消毒を行った後に飲料水を貯水する。 

第３ 食糧供給計画 

主な実施機関 

町（産業観光課、農業委員会） 

 

１ 実施責任者 

被災者及び災害応急対策に従事している者等に対する応急食糧及び副食調味料の供給並びに

炊出し等は、町長が実施するものとする。 

なお、災害救助法が適用された場合は、知事からの委任を受けた町長がこれらを行うものと

する。 

 

２ 応急食糧の確保 

(1) 必要量の調査 

町は、調査班を編成して現地へ派遣し、応急食糧の必要地域、必要数量、必要品目等を把握

する。 

(2) 町単独による食糧確保（災害救助法の適用を受けていない場合） 

① (1)による調査結果に基づき、町の備蓄食糧を放出する。（備蓄食糧については、第２編

第３章第２節の被災者支援計画を参照） 

② ①によっても不足する場合は、あらかじめ協定を締結している事業者等より調達する。 

(3) 県への協力要請等 

① 町単独で食糧の確保が困難と認められる場合は、県に対して食糧の供給を要請する。 

② 災害救助法が適用された場合、米穀及び乾パンについては、町単独での確保ができない

場合は、町長を通じて知事に対しこれらの供給を要請するものとする。 

③ これらの要請について、町長は、緊急に必要とする場合は電話等により知事に依頼する
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ほか、通信途絶などの場合には、中国四国農政局徳島地域センターに要請を行うことがで

きる。ただし、事後すみやかに知事に報告するものとする。 

 

３ 応急食糧の輸送 

町は、必要と認められる場合は、食糧集積地（原則として緊急輸送拠点のＪＡ名西郡神山支

所倉庫）を開設し、ここを拠点として食糧の集積、一時保管及び配送を行う。 

なお、原則として食糧の輸送等の実施は次によるものとする。 

(1) 町の備蓄食糧 

町の備蓄食糧の食糧集積地までの輸送及び町内におけるそれらの配送は、原則として町が行

う。 

(2) 町の調達食糧 

事業者等より調達する食糧は、当該事業者等が食糧集積地まで直送する。（従って、事業者

等との協定内容には、輸送の項目まで入れる必要がある。） 

なお、調達食糧の町内の配送は、原則として町が行う。 

(3) 県の調達食糧 

県の調達食糧の町食糧集積地までの輸送は、原則として県が行う。 

ただし、輸送距離等の事情によりそれが困難な場合は、町が直接受取るものとする。 

 

４ 応急食糧の配付 

(1) 配付対象者 

町は、次の事項を勘案し、配付対象者を決定するものとする。 

① 避難所に収容された者 

② 住居が全焼、流失、半焼、又は床上浸水等のため、炊事ができない者 

③ 旅行者、一般家庭への来訪者等の旅客等であって、食糧品の持ち合わせがなく調達が困

難な者 

④ 被災により一時縁故先に避難する者で、食糧品をそう失し、持ち合わせのない者 

(2) 配付品目 

町は、配付の必要な期間及び被害者の実態を勘案しながら、確保した食糧の中から随時決定

するものとする。 

(3) 配付基準 

① 災害救助法適用前 

災害救助法の基準に準じ、町長の判断により決定し、配付を行う。 

② 災害救助法適用後 

災害救助法及び同法施行細則により実施するものとするが、それによることが困難な場

合は、知事の承認を得て実施する。 

(4) 配付方法 

① 避難所での配付 

配付食糧は、避難所の運営責任者へ引き渡し、運営責任者を通じて配付対象者へ配付す

る。 

② 在宅避難者等への配付 

ア 住居の被害により炊事ができない在宅避難者は、当該地域の指定避難所へ登録し、当

該避難所からイにより食糧の配付を受けるものとする。 

イ 食糧の配付を希望する在宅避難者は、所定の指定避難所へ登録し、在宅避難者自らが

当該避難所で受け取ることを原則とする。 

ウ 避難所の運営責任者は、当該避難所の避難者のみならず、当該避難圏域内の在宅避難

者で食糧の配付を希望する避難者の数を加えた人数分の食糧の配付を受けることに留

意する。 

エ イにかかわらず、自ら避難所へ配付食糧の受取りに来れない高齢者や身体障害者等の

在宅避難者に対しては、戸主会等や近隣の住民、ボランティア等の支援を受けて配付

する。 
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(5) 炊出し 

① 炊出しによる食糧の配付は、原則として包装食によることとし、可能な限り保存性のあ

る副食物を添えるものとする。 

② 炊出しは、自主防災組織、ボランティア等の協力を得て、避難所又は近隣の給食施設を

利用して実施するものとする。 

③ 町長は、町内において炊出しを実施することが不可能若しくは困難なときは、日赤奉仕

団、県及び自衛隊に実施を依頼するものとする。 

第４ 生活必需品供給計画 

主な実施機関 

町（産業観光課、農業委員会） 

 

１ 実施責任者 

被災者に対する被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与は、町長が実施するものとする。 

なお、災害救助法が適用された場合は、同法の規定に基づき物資の確保及び輸送は知事が行

うものとする。 

 

２ 生活必需品の確保 

(1) 必要量の調査 

町は、調査班を編成して現地へ派遣し、生活必需品の必要地域、必要数量、必要品目等を

把握する。 

(2) 町単独での生活必需品の確保（災害救助法の適用を受けていない場合） 

① (1)による調査結果に基づき、町の備蓄物資及び流通在庫の調達により対応する。 

② ①によっても不足する場合は、あらかじめ協定を締結している事業者等より調達する。 

(3) 県への協力要請等 

町単独で生活必需品の確保ができない場合は、県に対して供給を要請する。 

 

３ 生活必需品の輸送 

町は、必要と認められる場合は、第３の３の食糧集積地を生活必需品の集配拠点としても活

用する。 

なお、原則として生活必需品の輸送等の実施は次によるものとする。 

(1) 町の調達物資 

町が調達した物資の集配拠点までの輸送及び町内におけるそれらの配送は、原則として町が

行う。 

(2) 県の調達物資 

県が調達した物資の集配拠点までの輸送は、原則として県が行う。 

ただし、輸送距離等の事情によりそれが困難な場合は、町が直接受取るものとする。 

 

４ 生活必需品の支給 

(1) 支給対象者 

災害のため、住居が全壊、全焼、流失、半壊、半焼又は床上浸水等のため、生活上必要最小

限の家財等をそう失又はき損し、直ちに日常生活を営むことが困難な者（世帯） 

(2) 支給品目 

町は、配付の必要な期間及び被害者の実態を勘案しながら、次の範囲内で、確保した物資の

中から随時支給するものとする。 

寝具、外衣、肌着、身のまわり品、炊事用具、食器等日用品、光熱材料 

(3) 配付基準 

① 災害救助法適用前 

災害救助法の基準に準じ、町長の判断により支給する。 
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② 災害救助法適用後 

災害救助法及び同法施行細則により実施するものとするが、それによることが困難な場

合は、知事の承認を得て実施する。 

(4) 配付方法 

避難所において、確保した生活必需品を支給対象者に支給する。 

なお、支給に際しては、自主防災組織、ボランティア等の協力を得て実施するものとする。 

第５ 生活情報提供計画 

主な実施機関 

町（住民課） 

 

関係各機関は、被災者の生活向上と早期自立を図るために有意義な各種情報を積極的に提供す

るよう努めるものとする。なお、情報媒体としては次のようなものが考えられる。 

 

１ 情報紙 

さまざまな生活情報を集約して、災害ニュース等の情報紙を印刷・発刊し、避難所関係機関

等に広く配布する。 

 

２ ファクシミリ 

各避難所に対し、文書情報を同時提供するために西日本電信電話株式会社、通信機器事業者

等の協力を得て、生活情報等を定期的に提供する。 

 

３ パソコン通信 

パソコンネットワークサービス、インターネットプロバイダー等の協力を得て、災害情報や

生活情報の入手が可能となる場を設けるとともに、関係機関は各種情報のアップロード等に努

める。 

 

４ コミュニティ放送 

各ラジオ局の協力を得て、定期的に災害情報や生活情報の提供を行う。 

第６ 保健計画 

主な実施機関 

町（健康福祉課） 

 

１ 健康管理 

町は、被災者に対し次のような保健対策を実施し、被災に伴う健康障害等の予防に努めるも

のとする。 

(1) 健康診断 

町は、被災者に対し、避難所及び仮設住宅等において健康診断を実施し、健康不安の解消及

び疾病の予防と早期発見に努める。 

(2) 巡回保健相談 

避難所や被災住居等の環境整備や健康管理を行うため、保健師による巡回健康相談や、家庭

訪問を行うとともに、仮設住宅入居者が生活環境の変化に対応できるよう訪問指導、健康相

談、健康教育等の巡回サービスを実施する。 

(3) 予防接種 

避難所等においてインフルエンザ等の流行予防と、り患、重症合併症の併発等を予防するた

め、予防接種を実施する。 

(4) 被災者のこころのケア 

県、医療機関等と密接な連携を行い、被災者等のこころのケアに努める。 
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(5) 災害時コーディネーター（保健衛生）との連携 

県が配置する災害時コーディネーターと連携を図り、刻々と変化する被災者、避難所等の状

況を的確に把握し、保健活動の円滑な実施に努める。 

 

２ 防疫 

(1) 防疫活動 

町は、知事の指示その他必要に応じ防疫活動班を編成し、保健所職員の協力を得ながら、被

災地において次の防疫活動を実施する。 

① 情報収集 

防疫活動班は、被災地、避難所等の衛生状態を把握するとともに、気象庁、警察署、消

防署等との情報交換や住民からの要望等により防疫活動に必要な情報を収集する。 

② 消毒方法 

町は、感染症予防法第 27条第２項及び第 29条第２項の規定による知事の指示に基づき、

知事の定めた場所を対象として消毒を実施するものとする。床上浸水の場合、次亜塩素酸

ナトリウム（ハイターなど）で拭きあげる。 

③ ねずみ族・こん虫等の駆除 

感染症予防法第 28 条第２項の規定により知事が定めた地域内で知事の命令に基づき、汚

物堆積地帯その他に対し、殺そ、殺虫剤の散布によるねずみ族・こん虫等の駆除を実施す

る。 

④ 家用水の供給 

感染症予防法第 31条第２項の規定による知事の指示に基づき、家用水の供給を行う。 

⑤ 患者等に対する措置 

被災地域において１．２類感染症の患者及び新感染症の所見がある者を感染症指定医療

機関に移送するものとする。 

なお、感染症指定医療機関に収容することが困難な場合には、適当な場所に臨時の隔離施設

を設けて収容する。 

⑥ 避難所の防疫措置 

避難者及び給食従事者の健康状態を調査するとともに、飲料水については特に減菌して

使用する。 

⑦ 臨時予防接種 

知事に臨時予防接種を命ぜられた場合には、その指示に従い的確に実施する。 

(2) 防疫活動に必要な携行資材 

① 噴霧器 

② 消毒薬品 

③ こん虫駆除薬剤 

④ 検便資材等 

⑤ その他必要に応じ防疫薬品資材を一般販売店から緊急調達 

（防疫用資機材…別添資料編として整理） 

(3) 保健広報活動 

町は、災害発生地域や避難所において、広報紙、広報車等を活用して、災害時の感染症や食

中毒の予防等に関する知識の普及に努める。 

(4) 報告 

町長は、警察、消防等の諸機関、地区の衛生組織その他関係団体との緊密な協力のもとに、

次の事項について災害防疫実施要綱（厚生省策定）により徳島保健所を経由して知事に報告

するものとする。 

① 被害の状況 

② 防疫活動の状況 

③ 災害防疫所要見込経費 

④ その他 
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３ 食品衛生監視 

町は、被災地の状況に応じて必要と認めるときは、保健所職員の協力を得ながら次の活動を

行う。 

(1) 救護食品の監視指導及び試験検査 

(2) 飲料水の簡易検査 

(3) その他食品に起因する危害発生の防止 

 

４ 栄養指導等 

町は、被災地の状況に応じて必要と認めるときは、保健所職員の協力を得ながら次の活動を

行う。 

(1) 炊出し、給食施設の管理指導 

(2) 患者給食に対する指導 

(3) その他栄養補給に関する指導等 

 

５ 入浴施設の確保 

町は、被害が甚大で、特に上水道等の復旧が長期に及ぶ場合は、必要に応じ、次により入浴

施設の確保に努めるものとする。 

(1) 第３セクター施設の利用 

町内の保養センター、ホテル浴場の再開に努め、その再開状況について広報等により避難者

等に周知する。 

(2) 仮設入浴施設の設置 

入浴施設が不足する場合は、避難所等に仮設入浴施設を設置する。 

(3) 自衛隊による支援 

利用可能スペース等の条件が整う場所において、自衛隊が保有する野営用風呂施設による入

浴支援を要請する。 

(4) その他施設の利用 

ゴルフ場等の入浴施設の一般開放を要請するとともに、プール等の転用を検討する。 
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第４節 ボランティア活動受入計画 

第１ 計画の趣旨等 

災害により大きな被害が発生した場合、災害に対する応急対策を迅速かつ的確に実施するため

には、行政や防災関係機関の活動のみならず、民間の団体や個人による各種のボランティア活動

が必要となることが予測される。このため、町は社会福祉協議会と連携しながら、災害時の各種

ボランティア団体との協力体制を確立し、効果的なボランティア活動が行えるよう支援するもの

とする。 

第２ ボランティア活動受入計画 

主な実施機関 

町（健康福祉課）、神山町社会福祉協議会 

 

１ ボランティア団体等の受入 

町及び防災関係機関は、各種ボランティア団体からの協力申し入れ等により、災害応急対策

の実施についての協力を受け入れる。 

(1) 災害ボランティアの定義 

災害ボランティアとは、「災害発生後に、被災者の生活や自立を支援し、また行政や防災関

係機関等が行う応急対策を支援する、自発的に能力や時間を提供する個人・団体」である。 

(2) 災害ボランティアの職能 

災害ボランティアは職能によって、医師や看護婦、手話通話等専門的な技術や知識を活用す

る専門職ボランティアと一般ボランティアに区分される。 

(3) ボランティアの所属 

① 組織や団体に属するボランティア 

ＮＧＯやＮＰＯ、企業及び宗教団体等、組織や団体に属するボランティアで、自らの行

動規範で活動するボランティア。 

② 個人ボランティア 

学生や勤労者の中で、組織や団体に属さず、個人の資格で参加する者で、活動経験の少

ないボランティア。 

③ 後方支援や資金提供 

直接被災地で活動する支援形態ではなく、被災地外で行う支援活動や資金・機材等の支

援をする活動を行う。 

 

２ 災害発生直後の情報提供 

町は、ボランティア活動が円滑に行われるよう、近隣市町村の協力を得ながら、最優先で求

められるボランティア活動の内容、必要人員、活動拠点等のボランティアニーズについての情

報提供を行う。 

 

３ ボランティアセンターの設置 

(1) 設置 

町は、被害の状況に応じ、ボランティア団体等の受入れが必要と認めたときは、神山町社会

福祉協議会にボランティアセンターを設置し、被害状況やボランティアニーズなどの情報提

供を行う。 

(2) 運営 

ボランティアセンターはボランティア活動を支援するために次の業務を行い、ボランティア

活動の円滑化を図る。 

① ボランティアニーズの把握と情報提供 

② 一般ボランティアの受入及び受付 
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③ 専門職ボランティアに対する活動要請 

④ ボランティア活動の調整及び決定 

⑤ ボランティア活動に必要な資機材、物資等の確保 

⑥ 災害対策本部との調整 

⑦ 在宅要配慮者のデータの作成及び提供 

⑧ その他ボランティア活動を円滑に行うために必要な業務 

 

４ ボランティア団体等の活動 

ボランティア団体等から、一般的に次の活動についての協力を受けるものとする。 

(1) 災害・安否・生活情報の収集・伝達 

(2) 炊出し、その他災害救助活動 

(3) 高齢者介護、看護補助 

(4) 清掃及び防疫 

(5) 災害応急対策物資・資材等の輸送及び配分 

(6) 応急復旧現場における危険を伴わない軽易な作業 

(7) 災害応急対策事務の補助 

(8) その他  
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第５節 文教対策計画 

第１ 計画の趣旨等 

災害のため、平常の学校教育の実施が困難になった場合は、町教育委員会並びに各学校（小・

中学校）は緊密に連携し、関係機関の協力を得ながら児童・生徒の安全を図るとともに、応急教

育を実施するものとする。 

第２ 幼児児童・生徒の安全確保計画 

主な実施機関 

町（教育委員会）、各学校 

 

１ 情報等の収集・伝達 

(1) 町教育委員会は、災害が発生したときは、学校長に対し、被害状況等災害に関する情報を正

確かつ迅速に伝達するとともに、必要な措置を指示する。 

(2) 学校長は、関係機関から災害に関する情報の伝達を受けたときは、教職員に対してすみやか

に伝達するとともに、自らテレビ、ラジオ等により被害状況等の災害情報の収集に努める。 

(3) 学校長は、必要に応じ災害情報等を児童・生徒へ伝達するものとするが、伝達に際しては混

乱を防止するよう配慮する。 

(4) 学校長は、児童・生徒及び学校施設に被害を受け、又は被害を受けるおそれがある場合は、

直ちにその状況を教育委員会に報告する。 

 

２ 児童・生徒の登校時間内の緊急措置 

(1) 避難等の指示 

学校長は、火災危険や倒壊危険等の状況を的確に判断し、屋外への避難の要否の指示若しく

は校内では児童・生徒に危険が及ぶと判断したとき又は消防職員から指示のあったときは、

安全な避難場所等の指示を迅速に行うものとする。 

なお、状況によっては、教職員は個々に適切な指示を行うものとする。 

(2) 下校時の危険防止 

学校長は、下校途中における危険を防止するため、児童・生徒に必要な注意を与えるととも

に、災害の状況により、通学区ごとの集団下校又は教職員による引率等の措置を講ずるもの

とする。 

(3) 校内保護 

学校長は、災害の状況により、児童・生徒を下校させることが危険であると認めるときは、

児童・生徒を校内に保護し、保護者への連絡に努めるものとする。 

(4) 保健衛生対策 

学校長は、災害時における校舎内外の清掃、給食、飲料水等に留意し、児童・生徒の保健衛

生について必要な措置を講ずるものとする。 

(5) 臨時休校の措置 

学校長は、災害の状況に応じ、臨時休校等必要な措置を講ずるものとする。この場合、あら

かじめ定めた方法により保護者へ連絡するとともに、その措置内容を教育委員会へ報告する

ものとする。 

学校長から措置内容の報告を受けた教育委員会は、状況に応じて保護者への連絡方法として

 
児童・生徒の安全確保計画  

 文教対策計画  

 応急教育実施計画  
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ラジオ、テレビ等の活用を検討する。 

(6) 学校長不在時の対応 

災害発生時に学校長が不在の時は、教頭若しくは学校長があらかじめ指定する教職員が学校

長の代行としてその職務を行い、学校長が到着するまでの間、全ての権限が委譲されるもの

とする。 

 

３ 児童・生徒の登校時間外の緊急措置 

(1) 被害状況の把握 

学校長並びに非常参集した教職員は、災害発生後直ちに施設及び周辺の被害状況を把握し、

教育委員会へ報告するものとする。 

(2) 臨時休校の措置 

学校長は、災害の状況に応じ、臨時休校等必要な措置を講ずるものとする。この場合、あら

かじめ定めた方法により保護者へ連絡するとともに、その措置内容を教育委員会へ報告する

ものとする。 

学校長から措置内容の報告を受けた教育委員会は、状況に応じて保護者への連絡方法として

ラジオ、テレビ等の活用を検討する。 

(3) 学校長不在時の対応 

災害発生時に学校長が不在の時は、在校している最上格の教員が学校長の代行としてその職

務を行い、学校長が到着するまでの間、全ての権限が委譲されるものとする。 

第３ 応急教育実施計画 

主な実施機関 

町（教育委員会）、各学校 

 

１ 教育施設の確保等 

(1) 教育委員会及び学校長は相互に協力し、次の方法により教育施設等を確保するものとする。 

① 施設の被害が軽微な場合 

屋根瓦の被害、窓ガラスの破損等で直ちに復旧しないと授業に差し支える場合は、国庫

負担事業の認定を待つことなく、各学校においてすみやかに応急修理を実施し、授業を行

う。 

② 施設の被害が相当に甚大な場合 

残存の安全な教室の使用又は特別教室、屋内体育施設等を転用し、学級合併授業、一部

又は全部の二部授業を行う。 

③ 施設の使用が全面的に不可能な場合 

近隣の安全な学校や遊休施設の利用、又は用地の確保が可能な場合は、仮設教室の建設

等の方法により、授業を再開する。 

(2) 教育活動の再開に際しては、登下校の安全の確保に十分配慮するとともに、児童・生徒の指

導にあたっては健康、安全教育及び生活指導に重点をおくものとする。 

特に、災害により精神的又は心理的ストレスを受けた児童・生徒に対しては、心のケアに十

分配慮するものとする。 

(3) 学校長は、災害状況の推移を把握し、教育委員会と密接に連絡の上、平常授業に戻すよう努

め、その時期については広報紙、マスコミ機関等の情報媒体を通じ、迅速かつ的確に保護者

へ連絡するものとする。 

(4) 災害に伴い教職員に不足が生じた場合は、県教委からの指導主事の派遣を受けるほか、教職

員組織の編成替えや出務、民間の教員免許所有者の動員等により対処するものとする。 

また、それぞれの教科に応じた指導主事により教科指導にあたらせるものとする。 
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２ 学校が避難所となる場合の措置 

(1) 避難所の開設は、町の災害対策本部からの指示を受けて開設することを原則とする。ただし、

緊急を要するときは、学校長の判断により開設することができる。 

(2) 避難所の運営は、避難者の自主的運営を原則とするが、学校の教職員は必要に応じて運営を

支援することとする。 

(3) 教育委員会及び学校長は、避難所が設置されている間は、避難所の運営に協力するものとす

るが、学校は本来教育を行う場であることを考慮し、早期の授業再開に努めるものとする。 

(4) 教育委員会及び学校長は、避難所の設置が長期化する場合は、応急教育活動と避難活動との

調整について町の災害対策本部と必要な協議・調整を行う。 

 

３ 学校給食対策 

(1) 施設設備の被害状況を把握し、教育施設と並行して復旧のための応急対策を立て学校給食の

早期開始に努める。 

(2) 災害の状況によっては、学校給食の一時中止又は簡易給食への変更を行う。 

(3) 災害発生後、授業及び学校給食が実施されるときは、学校長は教育委員会と協議しながら、

学校給食に必要な要員の確保、施設設備の稼働に必要な措置、及び給食に必要な物資の調達に

努める。 

(4) 学校給食に必要な物資は、県学校給食会の保管する物資の特別配送の依頼、一般救援物資の

利用等により確保を図る。 

 

４ 学用品の調達及び支給 

(1) 調達及び支給の方法 

① 教科書 

ア 各学校の学年別、使用教科書ごとにその数量を調査して県に報告し、その指示に基づ

いて教科書供給書店等に連絡してその供給を求め、又は町内の学校及び他市町村に対し

使用済みの古書の供与を依頼する。 

イ アによってもなお不足する場合は、県に対して調達供与を依頼する。 

② 学用品 

ア 災害救助法の適用を受けた場合 

(ｱ) 教育委員会が学校長からの必要数の報告を受けてとりまとめて県に報告の上、原則

として県が一括購入し、必要とする児童・生徒へ町を通じて支給する。 

(ｲ) 文房具、通学用品等を救援物資によって支給できる場合は、重複して購入すること

を要しないものとする。 

(ｳ) 知事が職権を町長、教育委員会又は学校長に委任した場合は、それぞれが県と協力

して調達から支給までを実施する。 

イ その他の場合 

(ｱ) 教育委員会が学校長からの必要数の報告を受けてとりまとめ、町において調達の上、

支給するものとする。 

(ｲ) (ｱ)によってもなお不足する場合は、県に対して調達供与を依頼する。 

(2) 支給対象 

災害により住居の全壊、全焼、流出、半壊、半焼又は床上浸水その他により、就学上欠くこ

とのできない学用品等をそう失又はき損し、直ちに入手できない状態にある児童・生徒に対

して必要最小限の学用品を支給する。 

(3) 支給品目 

① 教科書 

教科書、教材 

② 文房具 

ノート、鉛筆、消しゴム、クレヨン、絵の具、画筆、画用紙、下敷き、定規等 

③ 通学用品 

運動靴、傘、カバン、長靴等 
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(4) 支給期間 

災害の発生時から教科書は１カ月以内、その他のものについては 15 日以内に支給を完了す

るものとする。 

ただし、交通、通信等の途絶による学用品の調達及び輸送の困難が予想される場合には、知

事の承認を受けて必要な期間を延長する。 

(5) 費用の限度 

教科書は支給する教科書の実費とし、文房具と通学用品は災害救助法細則で定める直近の改

定額とする。 

 

５ 就学援助費の支給等 

(1) 対象者 

災害救助法が適用される等の著しい災害により、新たに経済的理由によって就学困難となっ

た児童・生徒に対し、就学援助費の支給等を行い、就学の保障を図るものとする。 

(2) 就学援助費の支給 

① 対象となる児童・生徒に対して、すみやかに就学援助費（学用品費等、医療費、給食費）

を支給する。 

② すでに準要保護に認定された児童・生徒が学用品等を消失した場合は、すみやかに就学

援助費を再支給する。 
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第６節 応急保育計画 

第１ 計画の趣旨等 

災害時における保育児童の安全を図るため応急対策について万全を期するものとする。 

 

 

 

 

第２ 事前準備計画 

主な実施機関 

町（健康福祉課）、各保育所 

 

(1) 保育所長は、保育所の立地条件を考慮した上、災害時の応急保育計画、保育の方法等につい

て、あらかじめ適正な計画を立てておく。 

(2) 保育所長は、災害の発生に備えて、次のような措置を講じておくものとする。 

① 児童の避難訓練を実施するほか、町が行う防災訓練に職員、児童等も参加、協力する。 

② 警察署、消防署（団）等との連絡網を確立しておく。 

③ 保育時間内に災害が発生した場合、保護者の引き取りは困難と予想される。このため残留

児童の保護について対策を講じておく。 

第３ 災害時の対応計画 

主な実施機関 

町（健康福祉課）、各保育所 

 

(1) 保育所長は、状況に応じて適切な緊急避難の措置を講ずること。 

(2) 保育所長は、災害の規模、児童・職員及び施設設備等の被害状況を把握するとともに、健康

福祉課（町に災害対策本部が設置された場合は本部。以下同じ）と連絡し、職員を指揮し災害

対策を実施して保育所の管理等万全な措置を講ずる。 

(3) 保育所長は、準備した応急保育計画に基づき、臨時の編成を行うなど、災害の状況と合致す

るよう速やかに調整する。 

第４ 応急保育計画 

主な実施機関 

町（健康福祉課）、各保育所 

 

(1) 保育所長は、職員を掌握して保育所の整備を行い、児童被災状況を調査し、健康福祉課と連

絡し、復旧態勢に努める。 

 
事前準備計画  

   

応急保育計画 災害時の対応計画  

 応急保育計画  
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(2) 健康福祉課は、情報、指令の伝達について万全の措置を講ずるものとし、保育所長はその指

示事項の徹底を図る。 

(3) 応急保育計画に基づき、受入可能な児童は、保育所において保育する。また、被災により通

所できない児童については、地域ごとに実情を把握する。 

(4) 避難所等に保育所を提供したため、長期間保育所として使用できない時は、健康福祉課と協

議して早急に保育が再開できるよう措置する。 

(5) 保育所長は、災害の推移を把握し、健康福祉課と緊密な連絡の上、平常保育に戻るよう努

め、その時期を早急に保護者に連絡する。 
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第７節 災害時要配慮者支援計画 

第１ 計画の趣旨等 

高齢者、身体障害者、知的障害者、精神障害者、養育にかける児童、病人、乳幼児、妊婦、外

国人等の災害時要配慮者は、災害発生時に迅速かつ適切な行動をとることが困難であることから、

応急時及び復旧時のあらゆる段階において災害時要配慮者の実状に応じた配慮を行うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

第２ 社会福祉施設における支援計画 

主な実施機関 

町（健康福祉課）、社会福祉施設 

 

１ 救助及び避難誘導 

(1) 施設管理者は、入所者等を安全かつすみやかに救助及び避難誘導するとともに、必要な場合

は、町に支援を要請するものとする。 

(2) 町は、施設管理者からの要請に基づき、施設入所者等の救助及び避難誘導を援助するため職

員を派遣し、必要と認めるときは近隣市町村に応援を要請するとともに近隣の社会福祉施設、

自主防災組織、ボランティア団体等にも協力を要請するものとする。 

 

２ 搬送及び受入先の確保 

(1) 施設管理者は、災害により負傷した入所者等を搬送するための手段や受入先の確保等につい

て、必要な場合は、町に支援を要請するものとする。 

(2) 町は、施設管理者からの要請に基づき、救急自動車等を確保するとともに、病院等の受入施

設及び他の社会福祉施設等の受入先を確保するものとする。 

 

３ 飲料水等の確保 

(1) 施設管理者は、飲料水、食糧及び生活必需品等の生活救援物資についての必要数量を把握し、

必要な場合は、その提供について町に支援を要請するものとする。 

(2) 町は、施設管理者からの要請に基づき、飲料水、食糧及び生活必需品等の生活救援物資の調

達及び配付を行う。 

 

４ ライフラインの優先復旧 

町は、社会福祉施設の機能を早期に復旧させるため、電気、水道等のライフラインの優先復

旧を関係事業者へ要請するものとする。 

 

５ 巡回保健サービスの実施 

町は、災害の状況等に応じ、職員、保健師、民生委員等からなる巡回保健班を編成し、被災

した施設の入所者や他の施設に避難した者等に対して、巡回による介護やケアなどの必要と

認められる保健・福祉サービスを提供するものとする。 

第３ 災害時要配慮者に対する支援計画 

災害時要配慮者支援計画 

社会福祉施設における支援計画 

災害時要配慮者に対する支援計画 
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主な実施機関 

町（健康福祉課） 

 

１ 在宅災害時要配慮者に係る支援対策 

(1) 安否確認 

町は、民生委員、自主防災組織、ボランティア団体等の協力を得て、在宅災害時要配慮者の

安否確認を行うものとする。 

(2) 搬送及び受入体制の確保 

ア 町は、災害により負傷した災害時要配慮者の受入先として、医療施設、社会福祉施設又は

避難所等を確保するものとする。 

イ 町は、災害時要配慮者の搬送手段として、救急自動車や社会福祉施設所有の自動車を確保

するものとする。なお、これらの自動車を確保できない場合は、県に対して応援を要請する。 

(3) 飲料水等の確保等 

町は、災害時要配慮者に配慮した、飲料水、食糧及び生活必需品等の生活救援物資を確保し、

配付を行うものとする。 

なお、配付を行うに際しては、配付場所や配付時間を別に設けるなど災害時要配慮者に配慮

した方法をとるものとする。 

(4) 巡回保健サービスの実施 

町は、災害の状況等に応じ、職員、保健師、民生委員、ホームヘルパー等からなる巡回保健

班を編成し、住宅、避難所又は仮設住宅等で生活する災害時要配慮者に対して、巡回による介

護やケアなどの必要と認められる保健・福祉サービスを提供するものとする。 

 

２ 障害者及び高齢者に係る支援対策 

(1) 町は県と連携して、被災した障害者及び高齢者の迅速な把握に努める。 

(2) 町は県と連携して、携帯端末、パソコン、ファクシミリ等を活用し、また、報道機関との協

力のもとに、新聞、ラジオ、文字放送等を利用することにより，被災した障害者及び高齢者に

対して、生活必需品や利用可能な施設及びサービスに関する情報等の提供を行うこととする。 

(3) 町は県と連携して、被災した障害者及び高齢者の生活に必要な車椅子、ストマ用装具、ポー

タブルトイレ、おむつ等の物資やガイドヘルパー、手話通訳者等のニーズを把握し、調達に努

める。 

 

３ 児童に係る支援対策 

(1) 町は県と連携して、保護者のいない児童の速やかな発見と実態把握に努め、発見した場合に

は、親族による受入れの可能性を探るとともに、児童養護施設等への受入れや里親への委託等

の保護を行うこととする。 

(2) 県は、被災児童の精神不安定に対応するため、児童相談所において、メンタルヘルスケアを

実施するものとする。 

(3) 町は県等と連携して、掲示板、広報誌等の活用、報道機関の協力等により、要保護児童を発

見した際の保護及び児童相談所等に対する通報についての協力を呼びかけるとともに、育児関

連用品の供給状況、利用可能な児童福祉サービスの状況等について情報提供を行うものとす

る。 

 

４ 外国人等に対する支援対策 

(1) 町は県と連携して、被災した外国人等の迅速な把握に努める。 

(2) 町は県と連携して、外国人等に対し、外国語による各種必要な情報の提供に努める。 

(3) 町は県と連携して、必要に応じて外国語による相談窓口を設け、生活相談の実施やニーズの

把握に努めるとともに、通訳の派遣等の必要な支援に努めるものとする。 

 

５ 災害時コーディネーター（介護福祉）との連携 

県が設置する災害時コーディネーターと連携を図り、刻々と変化する災害時要配慮者、避難

所等の状況を的確に把握し、介護士等の活動が円滑に実施されるよう努める。 
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第６章 緊急輸送計画 

第１節 緊急輸送実施計画 

第１ 計画の趣旨等 

災害が発生した場合には、被災者の避難、物資の輸送等は災害応急対策活動の根幹となるため、

輸送手段の確保等緊急輸送にかかる業務を迅速かつ的確に行うものとする。 

 

  
緊急輸送の対象 

   

緊急輸送実施計画 
 

緊急輸送車両確保計画 

   

  
消防防災ヘリコプターの出動要請 

 

第２ 緊急輸送の対象 

町及び関係機関が実施する緊急輸送の対象は次のとおりである。 

 

１ 消火、救急救助、医療（助産）救護のための要員及び資機材 

２ 医療、助産その他救護のための輸送を必要とする者 

３ 医薬品、医療用資機材 

４ 飲料水、食糧、生活必需品等の救護物資 

５ 災害対策要員 

６ 応急復旧用資機材 

７ その他必要と認められるもの 

第３ 緊急輸送車両確保計画 

主な実施機関 

町（総務課、税務保険課） 

 

１ 緊急輸送車両の使用申請 

(1) 大規模な災害により災害対策本部が設置された場合には、町有車両は税務保険課において集

中管理するものとする。 

(2) 町の各課等は、町有車両を緊急輸送に使用する場合は、税務保険課に対し、次の事項を明ら

かにして緊急輸送車両の使用を申請するものとする。 

① 使用目的 

② 車種 

③ 使用期間 

④ 希望する受渡しの日時及び場所 

（町有車両…別添資料編として整理） 

２ 緊急輸送車両の調達 

町は、町有車両だけで不足する場合は、輸送対象等から適正な輸送手段を選定し、県、自衛

隊、輸送事業者等に対し次の車両等の貸与を要請するものとする。 

(1) 乗用車 
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(2) 乗合自動車 

(3) 貨物自動車 

(4) 船舶 

(5) 航空機等 

 

３ 緊急輸送車両の配車 

(1) 配車計画書の作成 

町は、町有車両及び調達車両を集中管理し、緊急度、使用目的に応じた配車計画を作成する。 

(2) 各課等への配車 

町は、(1)の配車計画に基づき、緊急輸送車両の使用申請のあった各課等へ引き渡す。 

 

４ 緊急輸送車両の事前届出 

大規模な災害が発生した場合、災害対策基本法第 76 条の規定により、公安委員会の権限に

おいて災害緊急輸送を行う車両以外の車両の通行禁止又は制限が行われることがある。 

ついては、町は、災害が発生した場合に使用する予定のある町有車両については、緊急通行

車両事前届出を行い、緊急通行車両事前届出済証の交付を受け、当該届出済証を車検証ととも

に保管しておくものとする。 

なお、災害発生時には、緊急通行車両届出済証を最寄りの警察署又は検問所に提出し直ちに

緊急通行車両確認証明書及び緊急通行車両標章の交付を受けるものとする。 

 

５ 緊急輸送車両の確認申請 

大規模な災害が発生し、災害対策基本法第 76 条の規定により、公安委員会の権限において

災害緊急輸送を行う車両以外の車両の通行禁止又は制限が行われる場合、町は、４により緊急

通行車両届出済証の交付を受けていない町有車両及び緊急調達した輸送車両については、直ち

に緊急通行車両確認の申請を行い、緊急通行車両確認証明書及び緊急通行車両標章の交付を受

けるものとする。 

第４ 消防防災ヘリコプターの出動要請 

主な実施機関 

町（総務課） 

 

町は、住民の生命、身体、財産を保護するため、緊急を要し、必要があると認めるときは、県

消防防災ヘリコプターの出動を要請する。 

 

第５ 物資調達・輸送調整等支援システムの活用 

主な実施機関 

町（総務課） 

 

町は、大規模な災害発生のおそれがある場合、事前に物資調達・輸送調整等支援システムを用

いて備蓄状況の確認を行うとともに、あらかじめ登録されている物資の輸送拠点を速やかに開設

できるよう、物資の輸送拠点の管理者の連絡先や開設手続を関係者間で共有するなど、備蓄物資

の提供を含め、速やかな物資支援のための準備に努めるものとする。 
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■緊急通行車両事前届出済証（参考） 
 

 
災害応急対策用 
 

緊急通行車両事前届出書 
 

年  月  日   
 
徳島県公安委員会殿 
 

申請者住所 
（電 話） 
氏    名         

第   号 
災害応急対策用 
 

緊急通行車両事前届出済証 
 

 
左記の通り事前届出を受けたことを証する。 

 
年  月  日   

徳島県公安委員会 印  

 

番号標に表示さ 
れている番号 

  
（注）１災害発生時には、この届出済証を最寄りの警察
本部、警察署、交通検問所等に提出して所要の手続きを
受けてください。 
 
２届出内容に変更が生じ又は本届出済証を亡失し、汚損
し、破損した場合には、公安委員会（警察署経由）に届
け出て再交付を受けてください。 
 
３次に該当するときは、本届出証を返還してください。 
(1)緊急通行車両に該当しなくなったとき。 
(2)緊急通行車両が廃車となったとき 
(3)その他緊急通行車両として必要性がなくなったと
き。 

車両の用途（緊 
急輸送を行う車 
両にあっては、 
輸送人員又は 
品名） 

 

 
 

使用者 

 
住所 

 
 

（   ）  局  番 

氏名  

出発地 

 

(注)この事前届出書は２部作成して、当該車両を使用
して行う業務の内容を証明する書類を添付の上車両の
使用の本拠の位置を管轄する警察署に提出してくださ
い。 
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■緊急通行車両確認証明書（参考） 
 

第    号 
年   月   日  

 
緊 急 通 行 車 両 確 認 証 明 書 

徳島県知事   
徳島県公安委員会   

番号標に表示されている番号 
 

車両の用途（緊急輸送を行う車
両にあっては輸送人員又は品

名） 

 

 
使 用 者 

住 所 
 
 

（   ）   局   番  

氏 名  

通  行  日  時  

通  行  経  路 
出  発  地 目  的  地 

  

 
備         考 

 

 
備考用紙は、日本工業規格Ａ５とする。 

 

 

■緊急通行車両標章（参考） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊 急
有効期限 年 月 日

登録(車両)番号

２１

１
５

備考　１.　色彩は、記号を黄色、緑及び「緊急」の文字を赤色、「登録(車両)番号」、「有効期限」、
　　　　　　「年」、「月」及び｢日｣の文字を黒色、登録(車両)番号並びに年、月及び日を表示する部
　　　　　　分を白色、地を銀色とする。
　　　　２.　記号の部分に、表面の画像光の反射角度に応じて変化する措置を施すものとする。
　　　　３.　図示の長さの単位は、センチメートルとする。
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第２節 交通確保計画 

第１ 計画の趣旨等 

災害時において、負傷者の搬送、災害対策要員、応急対策実施用資機材等の緊急輸送を円滑に

行うため、不通箇所の通報連絡、交通規制措置の実施等交通を確保するための対策を迅速かつ的

確に行うものとする。 

 

  
道路交通状況の把握 

   

交通確保計画 
 

交通規制実施計画 

   

  
運転者への広報計画 

第２ 道路交通状況の把握 

主な実施機関 

町（総務課、建設課） 

町は、各施設の被害状況及び交通の流れや支障物件、混雑の度合の調査をすみやかに実施する

とともに、徳島名西警察署、徳島県東部県土整備局、四国地方整備局等の行政機関はもとより、

四国電力株式会社等電気事業者や西日本電信電話株式会社等通信事業者等の民間事業者との情報

交換を緊密に行い、道路交通状況等の把握に努めるものとする。 

第３ 交通規制実施計画 

主な実施機関 

町（総務課、建設課、消防本部）、徳島名西警察署 

 

１ 実施責任者 

交通規制・措置命令の実施は、次の区分によって行うものとする。 

区分 実施者 範囲 

 

交 

 

通 

 

規 

 

制 

道路管理者 

国 

県 

市町村 

１ 道路の破損、決壊その他の事由により交通に危険がある  

と認められる場合。 

２ 道路に関する工事のため、やむを得ないと認める場合。 

警察 

 

公安委員会 

警察署長 

警察官 

１ 災害応急対策に従事する者又は災害応急対策に必要な物  

資の緊急輸送等を確保するために必要があると認める場   

合。 

２ 道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を  

図るため必要があると認める場合。 

３ 道路の損壊、火災の発生その他の事情により道路におい  

て交通の危険が生じ又はそのおそれがある場合。 

措 

置 

命 

令 

災害派遣を命ぜら

れた自衛官・消防

吏員 

警察官がその場にいないときで、それぞれの機関の緊急通行

車両の円滑な通行を確保する必要がある場合（当該措置をと

った場合には、所轄の警察署長に報告しなければならな

い。） 
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２ 交通規制の実施 

町は、道路の破損、決壊、その他の事由により通行が危険であると認められる場合又は道路

に関する工事のためやむを得ないと認める場合は、その対象、区間又は地域、期間及び理由を

明瞭に記載した道路標識により、当該道路の通行を禁止し、又は制限するものとする。 

なお、大規模な災害により広範かつ甚大な道路被害が発生し、広域的な交通規制を行う必要

があると認める場合は、隣接市町村、県、四国地方整備局等の道路管理者と協議の上、徳島名

西警察署に対し交通規制の実施を要請するものとする。 

 

３ 交通規制の通知 

町は、道路の通行を禁止し、又は制限しようとする場合には、あらかじめ徳島名西警察署に

対し禁止又は制限の対象、区間又は地域、期間及び理由を通知するものとする。なお、あらか

じめ通知するいとまがないときは、これらの事項を、事後すみやかに通知するものとする。 

 

４ 交通規制の周知 

町は、交通規制を実施した場合、道路標識、迂回案内板又は交通規制の予告板等を設置して

交通の混乱防止措置を講ずるとともに、テレビ、ラジオ等の報道機関（道路交通情報センター

を含む。）を通じて、交通規制の周知徹底を図るものとする。 

第４ 運転者への広報計画 

主な実施機関 

町（総務課）、徳島名西警察署 

 

大規模な災害が発生したときの運転者のとるべき措置として、広報車等により次の事項の周知

徹底を図るものとする。 

 

 

１ 家族との連絡・避難等には車両を使用しない。 

２ 通行禁止区域内の道路上にある車両の運転者は、すみやかに駐車場、公園空き地等の道

路外に車両を移動させる。 

なお、道路外に車両を移動させることができない場合は、交差点付近や幹線道路を避

け、道路の左側端に寄せて停車する。 

３ 停車後は、カーラジオ等により地震情報、交通情報を聴取し、その情報及周囲の状況に

応じて行動する。 

４ 緊急輸送路上の車両の運転者は、すみやかに直近の迂回路等の緊急輸送路外の道路又は

路外に車両を移動する。 

５ やむを得ず車両を道路に置いて避難するときは、次の鉄則を守る。 

(1) 交差点を避け、道路の左側端に寄せて停車する。 

(2) エンジンを切り、エンジンキーは付けたままとする。 

(3) 窓を閉め、ドアはロックしない。 

(4) 貴重品を車内に残さない。 

 

 

 

運転者のとるべき措置 
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第７章 応急復旧計画 

第１節 建築物応急復旧計画 

第１ 計画の趣旨等 

災害のため、住居を滅失又は破損した被害者で、自らの資力では住宅の確保ができない者又は

応急修理ができない者等に対し、迅速に住居を提供し被災者の生活を安定させる必要がある。 

 

 
 

応急仮設住宅建設計画 

   

建築物応急復旧計画  住宅応急修理計画 

   

  障害物除去計画 

第２ 応急仮設住宅建設計画 

主な実施機関 

町（総務課、住民課、建設課）、徳島県 

町は、災害により住宅を滅失した世帯に対し、応急仮設住宅を建設するものとする。なお、災

害救助法が適用された場合の応急仮設住宅の建設は、県が行う。 

 

１ 建設用地等 

(1) 建設用地 

応急仮設住宅の建設用地は、災害の状況により次のうちから選定する。 

① 被災者所有の土地 

② 被災者の親類、知人等から提供された土地 

③ 国、県、市町村等公共機関の所有地で、住宅建設に適当な土地 

④ その他の土地 

(2) 収容対象者 

収容対象者は、次のいずれにも該当する世帯の者とする。 

① 住宅が全壊、全焼又は流失した世帯で、現に居住する住宅がない世帯 

② 自らの資力では住宅を建築することのできない世帯 

 

２ 建設資材 

住宅の建設のための資材は請負業者が確保することを原則とするが、災害による混乱等によ

り請負業者が資材を確保できないときは、町がその確保について斡旋を行うものとする。 

 

３ 野外収容施設 

町は、災害により現に被害を受け、又は受けるおそれのある者を収容するため、付近に適当

な収容施設があっても被害者の全員を収容できないときは、必要に応じ臨時に付近の適当な場

所にテントその他野外収容施設を設置するものとする。 
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４ 公営住宅等の確保 

町は、応急仮設住宅のほか、災害のため住宅を失った世帯に対し、町営住宅の空き住宅への

優先入居等の措置を講ずるとともに、県営住宅の空き住宅への優先入居等を県に要請するもの

とする。 

第３ 住宅応急修理計画 

主な実施機関 

町（建設課） 

町は、災害により住宅を破損した世帯に対し、居室、炊事場、便所等日常生活に欠くことので

きない部分を応急修理するものとする。 

なお、災害救助法が適用された場合の住宅の応急修理は県の委任を受けて町が行う。 

 

１ 対象住宅 

修理の対象となる住宅は、災害により住宅が半壊又は半焼し、その居住者が現に日常生活を

営むことができない状態にある住宅で、自らの資力では応急修理することができない住宅とす

る。 

 

２ 修理箇所 

応急修理を実施する箇所は、災害により被害を受けた居室、炊事場、便所等日常生活に必要

最小限の部分とする。 

 

３ 修理資材 

住宅の応急修理のための資材は請負業者が確保することを原則とするが、災害による混乱等

により請負業者が資材を確保できないときは、町がその確保について斡旋を行うものとする。 

第４ 障害物除去計画 

主な実施機関 

町（建設課） 

町は、災害により土石、竹木、土砂等の障害物が、住宅又はその周辺の日常生活に欠くことの

できない場所に運び込まれた世帯に対し、その障害物を除去するものとする。 

また、応急措置を実施するため障害となる工作物を除去するものとする。 

なお、災害救助法が適用された場合の障害物の除去は、県の委任を受けて町が行う。 

 

１ 対象世帯 

居室、炊事場、便所等日常生活に欠くことができない部分及び玄関等に障害物が運び込まれ、

これを除去する以外に居住の方法がない世帯で、自らの資力では障害物を除去できない世帯と

する。 

 

２ 障害物の集積場所 

一時的な障害物の集積場所は、町の所有地で交通及び住民の生活に支障のない場所とし、そ

の他の用地を使用する必要がある場合は、民有地を一時的に借り上げて集積場所とする。 
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第２節 公共施設等応急復旧計画 

第１ 計画の趣旨等 

道路、河川等の公共土木施設は、社会・経済活動を営む上で必要不可欠な施設であるのでこれ

らの施設が災害により損壊した場合、避難、救出、災害応急対策等の活動を行う上で大きな障害

となるため、これら公共土木施設が被災したときは、直ちに応急復旧の措置を講ずる必要がある。 

また、水道、電気、電話等のライフライン施設は、住民の日常生活はもとより、社会・経済活

動を行う上で欠くことのできない施設であるとともに、これら施設が損壊により機能が停止した

場合、人心に与える影響は非常に大きいものとなる。このため、災害発生後直ちに、ライフライ

ン関係機関は相互に連携を図り、それぞれの施設の機能の維持及び回復の活動を行う必要がある。 

 

 
 

公共土木施設応急復旧計画 

   

公共施設等応急復旧計画  水道施設応急復旧計画 

   

  電気・電話通信施設応急復旧計画 

 

第２ 公共土木施設応急復旧計画 

主な実施機関 

町（建設課）、徳島県、四国地方整備局 

 

１ 道路施設 

(1) 基本方針 

① 道路が被災した場合、各道路管理者の連携のもとに、災害の状況に応じて緊急に系統的

な路線を決めて重点的に復旧工事を実施する。 

② 道路上の破壊、倒壊等による障害物を警察、消防機関、自衛隊、占用工作物管理者等の

協力を得て除去し、交通路の確保に努める。 

③ 避難、救出、緊急物資の輸送、警察、消防などの災害対策活動に必要な路線は最優先し

て啓開、復旧にあたる。 

(2) 情報収集 

町は、被害を受けた道路及び交通状況等をすみやかに把握するため、現地に職員を派遣し道

路状況の情報収集を行うとともに、関係機関と密接な情報交換を行う。 

(3) 応急復旧活動 

① 応急対策 

ア 復旧工法は、被災した施設の位置、大きさ、程度、重要度、地下埋設物などの状態に

よって種々様々な対応策を検討し、措置しなければならないが、通行の確保を第一と

し、復旧作業の安全を期しながら緊急に作業を進め、通過重量や車両幅員などの制限

を付してもすみやかに復旧し、開放する。 

イ 道路占用施設に被害が発生したときは、各施設管理者に通知して適切な対処を要請す

るものとするが、緊急のためそのいとまがないときは、通行の禁止、現場付近への立

入禁止等住民の安全確保のために必要な措置を講じ、事後すみやかに各施設管理者へ

通報する。 

② 復旧対策 

復旧対策は、応急復旧に引き続き又は並行して、被災した施設の位置や状態、通行の重
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要度などを検討し、通行止めを避けながら順次本復旧を進める。 

(4) 重点路線 

避難、緊急物資の輸送等を迅速に行うため、次の道路を重点路線として早期啓開等の応急対

策を実施するものとする。 
 

 

(5) 道路占用施設管理者との連携 

道路管理者及び水道、電気、電話等道路占用施設管理者は、所管以外の施設に被害が発生し

ているのを発見したときは、相互に通報を行い合うなど、互いに連携して迅速に応急対策が

講じられるよう協力するものとする。 

 

２ 河川施設 

(1) 基本方針 

災害により堤防、護岸等河川管理施設が、破壊、崩壊等の被害を受けた場合には施設の応急

復旧に努めるとともに、内水排除に全力をつくす。 

(2) 応急対策 

① 堤防、護岸の破壊等については、クラック等への雨水の浸透による増破を防ぐためビニ

ールシート等で覆うとともに、すみやかに復旧計画をたてて復旧する。 

② 水門、排水機等の破壊については、故障、停電等により運転が不能になることが予測さ

れるので、土のう、矢板等により応急に締切を行うとともに、内水の排除に努める。 

(3) 復旧計画 

災害復旧については、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法に基づき災害のすみやかな復

旧を図り、公共の福祉を確保することとされている。ついては、県を経由して国へ災害の状

況を報告し、国庫負担申請を行うとともに、災害査定を受ける前に着工する必要があるとき

は、事前に工法協議を行い、応急復旧を行う。 

第３ 水道施設応急復旧計画 

主な実施機関 

町（建設課） 

 

１ 復旧方針 

(1) 取水、浄水及び配水のための各施設の復旧にあたっては、早急な施設能力の回復に努める。 

路線名 区域 延長 幅員 摘要 

焼山寺線 起点から終点まで 6.527km 2.5m  

喜来谷線 起点から終点まで 1.482km 3.5m  

大地谷線 起点から終点まで 3.878km 3.5m  

二ノ宮焼山寺線 起点から終点まで 8.058km 4.5m  

中津本名線 起点から終点まで 9.359km 3.5m  

折木線 起点から終点まで 4.052km 3.5m  

中内線 起点から終点まで 2.161km 3.5m  

馬喰草行者野線 起点から終点まで 3.078km 3.5m  

元山線 起点から終点まで 1.515km 3.5m  

下分北岸線 起点から終点まで 3.452km 3.5m  
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(2) 管路の復旧は、幹線、給水拠点に至る路線を優先し、順次、配水調整を行って断水地域を減

少しながら進める。 

 

２ 応急対策 

(1) 復旧用資機材の確保 

復旧に必要な資機材は、通常業務との関連において町の建設課が保有することが適当なもの

については事前に確保しておくものとするが、不足する資機材は町の水道工事指定業者及び

他市町村から調達する。 

（町の水道工事指定業者…別添資料編として整理） 

(2) 施設の点検 

災害発生後、すみやかに職員を派遣し次により水道施設の被害状況を把握する。 

① 取水、浄水、配水施設及び給水拠点に指定された施設等の被害調査を各施設ごとに行う。 

② 管路については、巡回点検を実施し、水圧状況、漏水、道路陥没等の状況を把握するほ

か、地上構造物の被害状況等について把握するよう努める。 

③ 次の管路については、優先的に点検する。 

ア 主要管路 

イ 給水拠点までの管路 

ウ 道路等公共土木施設を占用している管路 

エ 医療施設等重要施設までの管路 

(3) 応急措置 

復旧するまでの間、次の応急措置を講ずる。 

① 取水、浄水、配水施設 

施設等に損壊の被害が生じた場合は、その状況に応じて取水、給水の停止又は減量を行

う。 

② 管路 

漏水等により道路陥没が生じるなど道路交通上危険なものについては、関係管路を断水

するなどの措置を講じる。 

③ 給水装置 

倒壊家屋、焼失家屋及び所有者の不明な給水装置の漏水は、仕切弁により閉栓する。 

 

３ 復旧対策 

(1) 取水施設 

取水施設の損壊は、浄水機能に大きく影響するため、その復旧は最優先する。 

(2) 浄水施設 

浄水施設の損壊のうち、浄水機能に影響を及ぼすものは、直ちに復旧する。 

(3) 管路 

管路の復旧にあたっては、被害の状況、被害箇所の重要度等を勘案し、給水拡大のために最

も効果的な箇所から次により復旧活動を実施する。 

なお、資機材の調達、及び復旧の緊急度等を考慮し、必要に応じて仮配管、路上配管等の仮

復旧も実施する。 

① 送・配水管の優先順位 

ア 第１次重要管路 

送水管及び主要配水管など給水上特に重要な管路とする。 

イ 第２次重要管路 

第１次重要管路に準じて給水上重要な管路とする。 

②給水装置の復旧 

ア 公共土木施設内の給水装置の復旧は配水管の復旧及び通水と並行して行う。 

イ 一般住宅の給水装置の復旧は、修繕申込みがあったものから行うが、その際緊急度の

高い医療施設等は優先して行う。 

ウ 配水に支障を及ぼす給水装置の損壊については、イの申込みの有無にかかわらず応急

措置を実施する。 
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第４ 電気・電話通信施設応急復旧計画 

主な実施機関 

町（総務課）、四国電力株式会社、四国電力送配電株式会社、西日本電

信電話株式会社 

 

１ 情報の伝達・広報 

町は、四国電力株式会社及び四国電力送配電株式会社並びに西日本電信電話株式会社の施設、

設備に被害が発生し、又は発生するおそれがあるとの状況を把握した場合は、その情報を直ち

に四国電力株式会社及び四国電力送配電株式会社並びに西日本電信電話株式会社に伝達するも

のとする。 

また、町は、電気・電話施設の被害状況、復旧見通し、事故防止措置等の住民生活の安定に

密接に関係する事項については、的確かつ迅速な情報収集に努め、各種広報媒体を通じて住民

に周知するものとする。 
 

２ 応援の実施 

町は、四国電力株式会社及び四国電力送配電株式会社並びに西日本電信電話株式会社から応

急対策及び復旧のための活動について、応援又は協力を求められたときは、町の行う災害対策

活動に支障のない範囲においてできる限り応援又は協力をするものとする。 
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第３節 清掃計画 

第１ 計画の趣旨等 

災害の発生により、道路の損壊や障害物等により一時的に通常のごみ・し尿の処理・収集を行

うことが困難になる一方、倒壊家屋等から大量のがれきが発生することが予想される。ついては、

被災地域の住民の衛生環境を保全し、復旧活動を円滑に行うため、ごみ・し尿の処理及びがれき

処理のための対策を積極的に推進するものとする。 
 

第２ ごみ・し尿処理計画 

主な実施機関 

町（住民課） 

 

１ ごみ処理 

(1) 情報収集 

① 町は、ごみ処理施設の被害状況を把握し、被害がある場合は応急復旧を図る。 

② 町は、職員の現地派遣、住民からの連絡等によりごみの排出状況を把握する。 

(2) ごみ処理計画の策定 

町は、災害時におけるごみを一般廃棄物（生活ごみ）と災害廃棄物とに区分し、それぞれに

ついて排出量を推定して廃棄物処理計画を策定するものとする。 

なお、廃棄物の排出量の推定は極めて困難であるが、災害の状況等を勘案しながら次の量を

目安として推定する。 

 

① 一般廃棄物 

ア 災害発生直後～半月平常時の 85％ 

イ 災害発生後半月～１ヶ月半平常時の 105％ 

ウ 災害発生後１ヶ月半以降平常時と同じ 

② 災害廃棄物 

ア 全壊家屋１棟当たり 

(ｱ) 木造 62ｔ（34㎥） 

(ｲ) 非木造 124ｔ（49㎥） 

イ 半壊家屋１棟当たり 

(ｱ) 木造 37ｔ（20㎥） 

(ｲ) 非木造 74ｔ（29㎥） 

ウ 落下物等１件当たり１ｔ（0.5㎥） 

(3) 分別収集 

町は、廃棄物処理計画の策定にあたっては、ごみの適正な処分を行うため、極力分別・再利

用に留意し、最終処分量の削減に努めるものとする。 

(4) 住民への広報 

町は、住民に対して、廃棄物処理計画の内容を周知し、収集日時や収集場所、排出区分など

のルールを厳守するとともに、不法投棄の防止を呼びかけるなど、ごみ対策に関する広報に

努めるものとする。 

(5) 処理方法 

 
ごみ・し尿処理計画 

 

 清掃計画 
 

 

 
がれき処理計画 
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① 一般廃棄物 

町は、災害により発生するごみが通常の処理量を上回る場合、住民の協力を得て分別収

集を徹底し、次により収集可能な場所に設けられた仮置場に集積するものとする。 

ア 生ごみ等 

腐敗性のあるごみについては、衛生対策の上から避難所及び人家密集地から離れた仮

置場に集積し収集可能となった時点から最優先で収集・処理を行う。 

イ 粗大ごみ等 

災害が発生した場合、毛布、畳、ダンボール等のごみで、一時的に大量発生するもの

については、必要な場合は周辺環境に配慮しながら仮置場に集積するものとする。 

なお、粗大ごみ、不燃ごみ等の集積に際しては、再利用・リサイクル可能なものと最

終処分すべきものとに区分して集積するよう努めるものとする。 

② 災害廃棄物 

倒壊家屋等から大量に排出される瓦、廃材、ブロック等の災害廃棄物については、地域

ごとに仮置場を設けて一時的に集積し、一般廃棄物の処理が通常ベースになった時点から

漸次処分する。 

(6) 応援要請 

町は、災害の状況により必要があると認められるときは、県又は近隣市町村に対し、ごみの

処分を行うのに必要な機材や人員の確保について応援を要請するものとする。 

 

２ し尿処理 

(1) 情報収集 

① 町は、浄化槽の被害状況を把握し被害がある場合は応急復旧を図る。 

② 町は、職員の現地派遣、住民からの連絡等により、し尿の排出状況を把握するものとす

る。 

(2) 住民への広報 

町は、必要に応じて、水洗便所の使用制限及び仮設トイレの設置場所等について広報する。 

(3) 処理方法 

① 水の確保 

プール、河川等の自然水等の活用により水を確保し、水洗便所の機能を維持する。 

② 緊急くみ取りの実施 

便糟等が使用不能になった世帯に対しては応急的に部分くみ取りを実施する。 

③ 仮設トイレの設置 

必要に応じ、避難所又は地域ごとに仮設トイレを設置する。 

(4) 応援要請 

町は、災害の状況により必要があると認められるときは、県又は近隣市町村に対し、し尿の

処理を行うのに必要な機材や人員の確保について応援を要請するものとする。 

 

３ 死亡獣畜の処理 

(1) 実施責任者 

災害によって死亡した牛、豚、鶏等の死亡獣畜は、その所有者が処理することを原則とする。

ただし、所有者が所有の意思を放棄した死亡獣畜で自らの資力ではこれを処理できないとき

は、町が収集・処理するものとする。 

(2) 処理方法 

死亡獣畜の処理は、原則として化製場又は死亡獣畜取扱場において処理するものとする。た

だし、災害の状況により、これらの施設において処理できない場合は、県の指示を受けなが

ら環境衛生上支障のない場所で埋葬、焼却等の方法により処理するものとする。 

第３ がれき処理計画 

主な実施機関 

町（住民課） 
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１ 実施責任者 

倒壊した建物等の解体及びそれから発生するがれきの処理は、その所有者が行うことを原則

とする。ただし、被害状況等により、それを行うことが困難と認められる場合は、町が行うも

のとする。 

 

２ 情報収集 

町は、職員の現地派遣、住民からの連絡等により、がれきの排出状況及びその処分の状況を

把握する。 

 

３ 処理方法 

(1) 仮置場の確保 

町は、がれきを一時的に集積するための仮置場を確保する。 

吹き付けの石綿等の廃石綿及び廃石綿の付着・混入が疑われるものについては、石綿の飛散

を防止するため、散水等により、十分に湿潤化する。 

仮置場が不足する場合は、交通に支障のない路上や災害対策活動に支障のない町所有地に暫

定的に集積し、民有地の一時借上等により対処するとともに、なお不足する場合は、近隣市

町村に対して仮置場の確保を要請する。 

 (2) 最終処分 

仮置場に集積した災害廃棄物は、一般廃棄物の処理が通常ベースになった時点から最終処分

場へ運搬し、処分する。なお、最終処分場が不足する場合は、近隣市町村に対して最終処分

場の確保を要請する。 

 

４ 応援要請 

町は、災害の状況により必要があると認められるときは、県又は近隣市町村に対し倒壊家屋

の解体及びがれきの処理を行うのに必要な機材や人員の確保について応援を要請するものとす

る。 
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第４節 死体捜索・処理及び埋葬計画 

第１ 計画の趣旨等 

大規模な災害が発生した場合は、現に行方不明の状態にあり、かつ、周囲の事情によりすでに

死亡していると推定される者を捜索し、又は災害によりすでに死亡している者の死体の一時保

存・検案等の処理を行い、かつ応急的な措置として埋葬又は火葬を行う必要がある。 
 

 

 

第２ 死体捜索計画 

主な実施機関 

町（健康福祉課、消防本部）、徳島名西警察署、小松島海上保安部 

 

１ 実施責任者 

死体の捜索は、町長が実施するものとする。 

ただし、災害救助法が適用された場合は、知事の委任を受けて町長が行う。 

 

２ 対象者 

死体の捜索は、災害により現に行方不明の状態にあり、かつ、周囲の事情により死亡してい

ると推定される者に対して行う。 

 

３ 捜索方法 

(1) 町は、災害発生時に死亡していると推定される行方不明者があるときは、すみやかに必要な

人員及び機械器具等を確保し、捜索にあたるものとする。 

(2) 町は、死体の捜索にあたっては、警察、海上保安庁及び消防機関と連携をとり、必要に応じ

て日赤奉仕団、自衛隊、自主防災組織や住民等の協力を得て実施するものとする。 

(3) 死体捜索中に死体を発見した者は、直ちに所轄の警察署に連絡するものとする。 

 

４ 応援要請 

町は、災害の状況により必要があると認められるとき、又は死体が流失等により他の市町村

にあると認められるときなどにあっては、県又は近隣市町村若しくは海上保安庁又は死体の漂

着が予想される市町村に対し、応援を要請するものとする。 

 

５ 災害救助法適用時の基準 

(1) 捜索期間 

死体捜索を行う期間は、災害発生の日から 10日以内とする。 

ただし、11 日目以降も死体捜索を行う必要がある場合は、捜索期間内（10 日以内）に次の

事項を明らかにして知事に申請する。 

① 延長の期間 

② 期間の延長を必要とする地域 

③ 期間の延長をする理由（具体的に） 

④ その他（期間の延長をすることによって捜索される死体の数等） 

 
死体捜索計画 

 

 死体捜索・処理及び埋火葬計画  死体処理計画  

 
死体埋火葬計画 
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(2) 費用の範囲 

捜索のために使用する機械器具等の借上費、修繕費、燃料費、輸送費、人夫費とし、その額

は通常の実費とする。 

第３ 死体処理計画 

主な実施機関 

町（健康福祉課）、徳島名西警察署 

 

１ 実施責任者 

死体の処理は、町長が実施するものとする。 

ただし、災害救助法が適用された場合は、知事の委任を受けて町長が行う。 

 

２ 対象者 

災害により死亡した者について、その遺族等が災害による混乱のため死体の処理を行うこと

ができない場合に処理する。 

 

３ 処理方法 

(1) 町の措置 

町は、死体を発見したときは、直ちに徳島名西警察署に連絡し、その場で警察官の検視（見

分）を得たのち、次の方法により処理するものとする。 

ア 検案 

死体については、すみやかに医師に依頼して検案を実施する。 

（検案…死体についての死因その他についての医学的検査を行うこと。） 

イ 死体の洗浄、縫合、消毒等の処理 

災害に伴う混乱により、遺族が死体の処理を行うことができない場合は、死体の洗浄、

縫合、消毒等の処理を行う。 

ウ 死体の一時保存 

身元が判明している死体は遺族に引き渡すが、身元が判明しない死体については、埋

火葬等の処理をするまで一時保存を行う。 

死体が多い時は、指定保存場所を町民体育館とする。 

保存にあたっては、棺桶、ドライアイス等を調達し、遺体の腐乱を避ける。 

(2) 警察官の措置 

警察官は、死体を発見し又は発見の届出を受けたときは、すみやかに次の措置を講ずるもの

とする。 

ア 身元の明らかな死体については、検視をして、所持金品等とともに死体を遺族に引き

渡す。 

イ 身元の明らかでない死体については、検視をして、所持金品等とともに死体を町に引

き渡す。 

 

４ 災害救助法適用時の基準 

(1) 処理期間 

遺体処理の期間は、災害発生の日から 10日以内とする。 

ただし、11 日目以降も死体処理を行う必要がある場合は、処理期間内（10 日以内）に次の

事項を明らかにして知事に申請する。 

① 延長の期間 

② 期間の延長を必要とする地域 

③ 期間の延長をする理由（具体的に） 

④ その他（期間の延長をすることによって取扱いを要する死体の数等） 
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(2) 費用の範囲 

① 死体の洗浄、縫合、消毒の措置 

② 死体の一時保存 

③ 死体の検案 

第４ 死体埋火葬計画 

主な実施機関 

町（住民課） 

 

１ 実施責任者 

死体の埋火葬は、町長が実施するものとする。 

ただし、災害救助法が適用された場合は、知事の委任を受けて町長が行う。 

 

２ 対象者 

災害により死亡した者について、その遺族等が災害による混乱のため埋火葬を行うことがで

きない場合などに応急的な措置として土葬又は火葬に付する。 

 

３ 埋火葬の方法 

(1) 埋火葬は、原則として死体を火葬に付し、遺骨等を遺族に引き渡すことにより実施する。 

(2) 事故死等による死体については、警察機関から引き継ぎを受けた後埋火葬する。 

(3) 埋火葬は、「遺体埋火葬許可証」に基づき、火葬に付する。 

①火葬業務の委託先 徳島行道株式会社（徳島西葬斎場） 

(4) 火葬を終えた遺骨及び遺留品は、一時保管し遺族等からの申し出により、引き渡す。 

 

４ 身元不明死体の取扱 

(1) 身元不明死体については、警察その他関係機関に連絡し、その調査にあたるとともに、遺品

の保管等身元確認のための適切な措置を行った後、埋火葬する。 

(2) 被害地以外に漂着した死体等のうち身元が判明しない死体は、行旅死亡人としての取扱いの

例による。 

 

５ 災害救助法適用時の基準 

(1) 埋火葬の期間 

埋火葬の期間は、災害発生の日から 10日以内とする。 

ただし、11 日目以降も埋火葬を行う必要がある場合は、埋火葬期間内（10 日以内）に次の

事項を明らかにして知事に申請する。 

① 延長の期間 

② 期間の延長を必要とする地域 

③ 期間の延長をする理由（具体的に） 

④ その他（期間の延長をすることによって埋火葬される死体の数等） 

(2) 費用の範囲 

① 棺（付属品を含む） 

② 骨つぼ及び骨箱 

③ 埋葬又は火葬（人夫及び輸送に要する経費を含む） 

（埋火葬にあたっての供花代、読経代等は含まない。） 
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第５節 農業応急対策実施計画 

第１ 計画の趣旨等 

農業用水利施設については、洪水・湛水等の災害を防止し、応急対策活動を実施するにあたっ

ての緊急水利を確保するため、被災箇所に対する応急的な措置を講ずるとともに、本町における

農業生産の占める重要性を考慮して、人心の安定を図るため、農産物の生産を維持するために所

要の措置を講ずる必要がある。 

第２ 農業用施設応急措置計画 

主な実施機関 

町（産業観光課、農業委員会）、徳島県東部農林水産局 

町は、農業団体の協力を得て次により農業用施設の応急措置を実施するものとする。 

 

１ 頭首工等 

頭首工の余水吐、土砂吐や水路の余水吐等の保全について必要な措置をとるとともに、洪水

の危険があるときは、洪水の流下を阻害しないよう所要の措置を講ずる。 

 

２ 用排水路 

用排水路については、崩壊土等による通水断面の縮小等について点検し、水路の決壊防止に

努める。 

なお、施設に損壊を認めた場合は、通常の通水に支障のない程度の応急復旧工事を実施する。 

 

３ 工事中の施設 

工作物築造中の現場については、仮締切の点検補修を実施するとともに、建設機械・機材等

の管理収拾を行うなど洪水に対する所要の措置を講ずる。 

第３ 農産物応急措置計画 

主な実施機関 

町（産業観光課、農業委員会）、徳島県東部農林水産局、名西郡農業協

同組合 

町は、町内における農産物の基幹作物について必要と認める場合には、名西郡農業協同組合等

農業団体の協力を得て、次の措置を講ずるものとする。 

 

１ 種子等の確保 

作物によっては播種等の時期を失すると収穫に壊滅的打撃を受けるなどのため、必要と認め

る場合は国、県に応援を要請するとともに、町内外の非被災農家及び種苗業者等に協力を依頼

し、名西郡農業協同組合等農業団体を通じて種子等の収集及び配付を行う。 

 

２ 病害虫の駆除 

病害虫の異常発生又はまん延の可能性があると認める場合は、農作物の被害を防止するため、

名西郡農業協同組合等農業団体と一体となって防除活動を行う。 

 
農業用施設応急措置計画  

 農業応急対策実施計画  

 農産物応急措置計画  
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第６節 動物救済計画 

第１ 計画の主旨等 

り災動物に対する保護、収容、捕獲等の救援対策については、県が設置する動物救援本部と連

携して取り組むものとする。 

第２ 実施方法 

主な実施機関 

町（住民課）、県（安全衛生課、動物愛護管理センター）、保健所、動

物愛護団体 

 

１ 飼養されている動物に対する餌の配布、負傷動物の収容・治療、放浪動物の保護、その他動

物に係る相談等を実施する。 

２ 動物愛護団体やボランティアからの支援物資の調達、配布についての調整を行う。 

３ 仮設救援センターを設置し、保護・収容動物の一時保管及び負傷動物の治療を実施する。 

４ 危険動物（人の生命・身体に危害を加える恐れのある動物）については、飼養者、動物園、

警察署等の連絡体制を図り管理に努める。 
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第７節 義援金品配分計画 

第１ 計画の趣旨等 

住民、他自治体等からの県、町、日本赤十字社に寄託された被災者あての義援金品については、

受付、保管、配分を確実、迅速に行う必要がある。 

 

 

 

第２ 義援金品受付計画 

主な実施機関 

町（出納室） 

 

１ 受付窓口の開設 

(1) 町は、義援金品の受付窓口を開設し、直接寄託される義援金品を受付ける。 

(2) 町は、金融機関に普通預貯金の口座を開設し、振込による義援金を受付ける。 

 

２ 受領書の発行 

(1) 町は、受領した義援金品については、寄託者に受領書を発行する。 

(2) １の(2)の口座への振込による義援金については、振込用紙をもって受領書の発行に代える

ものとする。 

３ その他 

(1) 配分先等を指定された義援金 

寄託者が配分先や使途等を指定した義援金を受付けた場合は、寄託者の意向にそった処理を

行う。 

(2) 報告 

広域的な災害が発生し、県に義援金配分委員会が設置された場合は、町の義援金品の受付状

況について委員会に報告するものとする。 

第３ 義援金品保管計画 

主な実施機関 

町（出納室） 

 

１ 義援金 

寄託者より受領した義援金は、被災者に配分されるまでの間、第２の１の(2)の義援金受付

口座に預金保管する。 

 

２ 義援品 

直接受領した義援品及び県等から送付された義援品については、第３編第４章第２節の第４

緊急輸送拠点確保計画により開設された緊急輸送拠点に保管する。 

 
義援金品受付計画 

 

 義援金品配分計画  義援金品保管計画  

 
義援金品配分計画 
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第４ 義援金品配分計画 

主な実施機関 

町（健康福祉課） 

 

１ 義援金配分委員会の設置 

災害が発生し義援金が町に寄託された場合は、町義援金品配分委員会を設置し、義援金の配

分について次の事項を協議し、決定するものとする。 

ただし、広域的な災害発生時等で、県に義援金配分委員会等が設置された場合は、県の配分

計画を考慮するものとする。 

(1) 配分基準及び配分方法 

(2) 被災者等に対する伝達方法 

(3) 義援金の収納額及び使途についての広報活動 

(4) その他義援金の受付・配分等に関する事項 

 

２ 義援金の給付方法 

義援金の給付は、次の基本フローに準じて行うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 義援品の配付方法 

義援品の配付は、第３編第５章第３節救援・救護計画の第３食糧供給計画及び第４生活必需

品供給計画のそれぞれの配付方法に準じて行う。 

  

被災者 町役場窓口 
申請 

指定銀行 

資金交付 義援金交付 



 

 184 

第８節 災害警備計画 

第１ 計画の主旨等 

県警察は、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の発生を防御し、又は

災害の拡大を防止するために、住民の避難誘導及び救助、犯罪の予防並びに交通の規制等の応急

対策を実施して住民の生命、身体及び財産を災害から保護し、社会秩序の維持にあたるものとす

る。 

 

 

 

第２ 災害警備体制 

主な実施機関 

町（総務課）・警察本部・徳島名西警察署 

 

災害に対処する警備体制は次のとおりである。 

１ 災害警備体制の種別 

(1) 準備体制 

災害の発生のおそれがあるが、発生するまでに相当の時間的余裕がある場合。 

(2) 警戒体制 

暴風雨、洪水、高潮、津波等の警報が発令された場合等、災害の発生が予想される場合。 

(3) 非常体制 

暴風雨、洪水、高潮、津波等により災害が発生し、又は発生しつつある場合。 

 

２ 災害警備本部 

警備体制が発令されたときは、警察本部及び徳島名西警察署に災害警備連絡室、又は災害警

備本部を設置する。 

 

３ 警備部隊の編成及び運用 

災害の種別、規模及び様相に応じて警備部隊の編成及び運用を行う。 

第３ 災害警備活動 

主な実施機関 

町（総務課）・警察本部・徳島名西警察署 

 

災害が発生した場合には、次のとおり必要な警備活動を行う。 

１ 情報の収集及び伝達 

２ 被災実態の把握 

３ 被災者の救出及び負傷者等の救護 

４ 行方不明者の捜索 

５ 危険箇所の警戒並びに住民に対する避難の指示及び誘導 

 
災害警備体制 

 

 災害警備計画  災害警備活動  

 
その他 
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６ 災害警備活動のための通信確保 

７ 不法事案等の予防及び取締り 

８ 被災地，避難場所、重要施設等の警戒 

９ 避難路及び緊急交通路の確保 

10 交通の混乱の防止及び交通秩序の確保 

11 広報活動 

12 遺体の見分、検視 

13 関係機関による災害救助及び復旧活動に対する協力 

第４ その他 

災害警備については，本計画に定めるほか、徳島県警察災害警備計画及び各警察署災害警備計

画の定めるところによるものとする。 

 

 

 

  



 

 

 第４編 復旧・復興計画 
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第４編 復旧・復興計画 

第１章 り災証明書の発行 

第１ 計画の趣旨等 

被災者生活再建支援法による被災者生活支援金の支給が迅速かつ的確に行われるよう、り災証明書

の発行を円滑かつ適正に行うものとする。 

 

 

第２ り災証明書の発行 

主な実施機関 

町（税務保険課） 

 

町は、住家の被害状況の調査の結果に基づき、早期に被災者に罹災証明書を交付する。 

 

１ り災証明の対象 
り災証明は、災害対策基本法第２条第１項に規定する災害により被害を受けた家屋について、以

下の項目の証明を行うものとする。なお、家屋以外のものが、り災した場合において必要があると

きは、町長が行うり災届出証明で対応する。 

(1) 全壊、流失、半壊、床上浸水、一部破損、床下浸水 

(2) 火災による全焼、半焼、水損 

 

２ り災証明を行う者 
り災証明は町長が行うこととする。 

ただし、火災によるり災証明は、消防署長が行うこととする。 

 

３ り災証明の発行 
り災証明は、証明の対象となる家屋の所有者、占有者及び一時滞在者の申請に基づき、上記２の

町長若しくは消防署長が作成し、り災証明書をこれらの者に発行することにより行うこととする。

ただし、１世帯１回限りの発行とする。 

(1) り災台帳の作成 

本節第２の被害家屋の判定基準に基づき実施した住家等被害調査の結果に基づき、家屋データ、

地番、住居表示、住民基本台帳等のデータを集積した、り災者台帳を作成し、り災証明書発行の

基本台帳とする。 

(2) り災証明書の発行 

町長は、り災証明申請書によって申請があった場合には、り災台帳で確認の上、り災証明書を

発行するとともに，その旨を、り災証明書交付簿に記録する。 

なお、り災者台帳で確認できない場合は、申請者の立証資料に基づいて現地調査を行った上、

り災証明書を発行する。 

 

 

 
り災証明書の発行  

 り災証明書の発行  

 

 

 

住家等被害調査  
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４ 被害家屋の判定 
り災証明を発行するに当たっての家屋被害の判定は、「本章第２ 住家等被害調査」により行う。 

 

５ 広報と相談窓口の設置 

り災証明書発行については、広報紙やマスコミと連携しながら被災者へ周知徹底を図ることとす

る。特に、災害発生後に実施される被災建築物応急危険度判定調査と家屋等被害調査の違いを、正

確に被災者へ伝達することが必要となる。 

また、り災証明書に関する相談窓口を設置し、り災証明書の発行や再調査の受付、相談を実施す

る。 

 

６ 定期的に発生する風水害に対するり災証明書の考え方 

り災証明書を発行する過程においては、「本章第１ り災証明書の発行」において示しているよ

うに、家屋データ、地番、住居表示、住民基本台帳等のデータを集積した「り災証明書発行の基本

台帳」を作成してから臨むことが前提となる。 

定期的に発生する台風・豪雨等の比較的被害程度の軽いものについては、災害発生後被害の痕跡

を現場で確認したものについてり災台帳に記録し、それに基づいてり災証明書を発行するものとす

る。 

 

■り災証明書発行の仕組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３ 住家等被害調査 

主な実施機関 

町（税務保険課、建設課） 

り災証明を交付するに当たっての家屋被害の判定は、災害に係る住家の被害認定基準運用指針

（内閣府平成 25年６月）に基づき、行うこととする。 
 

■災害の被害認定基準 

被害の程度 認定基準 

全壊 

住家がその居住のための基本的機能を喪失したもの、すなわ
ち、住家全部が倒壊、流失、埋没、焼失したもの、または住家の
損壊が甚だしく、補修により元通りに再使用することが困難なも
ので、具体的には、住家の損壊、消失若しくは流失した部分の床

判定に不服のある場合 

再調査の申し出受付 
(災害発生後３カ月以内) 

り災台帳の修正 り災証明書の発行 
（町長、消防署長） 

災害発生 

住宅等被害調査の準備 

り災台帳の作成 

再調査の実施 
判定変更なし 

判定変更あり 
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被害の程度 認定基準 

面積がその住家の延床面積の70%以上に達した程度のもの、また
は住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割
合で表し、その住家の損害割合が50%以上に達した程度のものと
する。 

大規模半壊 

居住する住宅が半壊し、構造耐力上主要な部分の補修を含む大
規模な補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難なも
の。具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の50%以上70%未
満のもの、または住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体
に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が40%以上50%未満
のものとする。 

中規模半壊 

居住する住宅が半壊し、構造耐力上主要な部分の過半の補修を
含む相当規模の補修を行わなければ当該住宅に居住することが困
難なもの。具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の30%以
上50%未満のもの、または住家の主要な構成要素の経済的被害を
住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が30%以
上40%未満のものとする。 

半壊 

住家がその居住のための基本的機能の一部を喪失したもの、す
なわち、住家の損壊が甚だしいが、補修すれば元通りに再使用で
きる程度のもので、具体的には、損壊部分がその住家の延床面積
の20%以上70%未満のもの、または住家の主要な構成要素の経済的
被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が
20%以上50%未満のものとする。 

※全壊、半壊：被害認定基準による 
※大規模半壊：「被災者生活再建支援法の一部を改正する法律の施行について（平成19年12月

14日付府政防第880号内閣府政策統括官（防災担当）通知）」による 
※中規模半壊：「被災者生活再建支援法の一部を改正する法律の施行について（令和2年12月 

4日付府政防1746号内閣府政策統括官(防災担当)通知）」による 

り災証明を発行するに当たっての家屋被害の判定は、「災害の被害認定基準の統一について」（昭

和 43 年６月 14 日結審第 115 号内閣総理大臣官房審議室長）に基づき、１棟全体で、部位別に、表面

的に、概ね１か月以内の状況をもとに、行うこととする。 
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第２章 復旧・復興計画の策定 

第１ 復旧・復興の基本方針の策定 

町は、被災地域の再建を行うために、被災の状況、関係公共施設管理者の意向等を勘案しつつ、

県等の関係機関と協議を行い、原状復旧あるいは中長期的な計画復興のいずれにするか検討し、

復旧・復興の基本方針を定めるものとする。 

また、町は、南海トラフ巨大地震などに被災しても、迅速かつ円滑に復旧・復興できるよう、

あらかじめ復旧・復興の手順を理解するとともに、震災復興体制を構築するなど、「徳島県復興

指針」に基づき平時からの「準備」や「実践」である「事前復興」に積極的に取り組むものとす

る。 

第２ 復旧・復興計画の策定 

町は、第１の復旧・復興の基本方針に基づき、具体的な災害復旧・復興計画を策定するものと

し、この計画では、まちなみ復旧・復興計画、産業復旧・復興計画及び生活復旧・復興計画並び

にその事業手法、財源確保、推進体制を具体的に定めるものとする。 

第３ 公共施設災害復旧計画 

災害により被災した町の公共施設の災害復旧は、被災した各施設の原形復旧にあわせて再度災

害の発生を防止するために必要な施設の新設又は改良を行う事業計画を立てるものとする。 

なお、災害復旧計画は、災害の種類によって次の計画種別によるものとする。 

 

１ 公共土木施設災害復旧事業計画 

(1) 河川 

(2) 砂防設備 

(3) 林地荒廃防止施設 

(4) 地すべり防止施設 

(5) 急傾斜地崩壊防止施設 

(6) 道路 

２ 農林水産業施設災害復旧事業計画 

(1) 農地農業用施設 

(2) 林業用施設 

(3) 共同利用施設の各施設 

３ 教育施設災害復旧事業計画 

４ 水道施設災害復旧事業計画 

５ 内閣府及び厚労省所管補助施設災害復旧事業計画 

６ 住宅災害復旧事業計画 

７ 社会福祉施設災害復旧事業計画 

８ 官庁建物等災害復旧事業計画 

９ その他の公共施設災害復旧事業計画 

第４ 災害復旧事業に伴う財政援助及び助成 

災害復旧事業費の決定は、町長の報告その他町が提出する資料及び実地調査の結果等に基づい

て決定されるものであるが、法律又は予算の範囲内において、国が全部又は一部を負担し、又は

補助して行われる災害復旧事業並びに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

に基づき援助される事業は次のとおりである。 
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１ 法律によリ一部負担又は補助するもの 

(1) 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法 

(2) 公立学校施設災害復旧費国庫負担法 

(3) 公営住宅法 

(4) 土地区画整理法 

(5) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 

(6) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 

(7) 予防接種法 

(8) 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律 

(9) 天災による被害農林漁業者等に関する暫定措置法 

(10) 上水道施設災害復旧費及び簡易水道施設災害復旧費補助金交付要綱 

(11) 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 

 

２ 激甚災害に係る財政援助措置 

(1) 公共土木施設災害復旧事業等に関する特別の財政援助 

① 公共土木施設災害復旧事業 

② 公共土木施設災害関連事業 

③ 公立学校施設災害復旧事業 

④ 公営住宅等災害復旧事業 

⑤ 児童福祉施設災害復旧事業 

⑥ 老人福祉施設災害復旧事業 

⑦ 感染症指定医療機関の災害復旧事業 

⑧ 感染症予防事業 

⑨ たい積土砂排除事業（公共的施設区域内、公共的施設区域外） 

⑩ 湛水排除事業 

(2) 農林水産業に関する特別の助成 

① 農地等の災害復旧事業に係る補助の特別措置 

② 農林水産業共同利用施設災害復旧事業費の補助の特例 

③ 開拓者等の施設の災害復旧事業に対する補助 

④ 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置の特例 

⑤ 森林組合等の行うたい積土砂の排除事業に対する補助 

⑥ 農業団体等の行う湛水排除事業に対する補助 

⑦ 森林災害復旧事業に対する補助 

(3) 中小企業に対する特別の助成 

① 中小企業信用保険法による災害関係保証の特例 

② 中小企業近代化資金等助成法による貸付金の償還期間の特例 

③ 事業協同組合等の施設の災害復旧事業に対する補助 

(4) その他の財政援助措置 

① 公立社会教育施設災害復旧事業に対する補助 

② 私立学校施設災害復旧事業に対する補助 

③ 特定地方公共団体である市町村の施行する感染症予防事業に関する負担の特例 

④ 水防資器材費の補助の特例 

⑤ り災者公営住宅建設資金融通の特例 

⑥ 産業労働者住宅建設資金融通の特例 

⑦ 公共土木施設、公立学校施設、農地農業用施設及び林道の小災害復旧事業に対する特別

の財政援助 

⑧ 雇用保険法による求職者給付の支給に関する特例 
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第３章 被災者生活安定化計画 

第１ 計画の趣旨等 

災害が発生した場合、多数の者が生命又は身体に危害を受け、あるいは住居、家財が損壊する

等大きな痛手を被ることが予想されることから、被災者の生活確保に関する各種措置を講ずるこ

とにより住民の自力復興等を促進し、もって生活安定の早期回復を図るものとする。 

 

 

 

 

 

第２ 被災者生活再建支援金支給計画 

主な実施機関 

町（健康福祉課） 

県は、「被災者生活再建支援法」に基づき、都道府県が相互の観点から拠出した基金を活用し

て、次の基準に該当する自然災害の被災者に対して被災者生活再建支援金の支給行う。 

 

１ 適用基準 

(1) 対象となる自然災害 

ア 災害救助法施行令第１条第１項第１号又は第２号のいずれかに該当する被害が発生した

市町村 

イ 10世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村 

ウ 100世帯以上の住宅全壊被害が発生した都道府県 

エ ア又はイの市町村を含む都道府県で、５世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村（人

口 10万人未満に限る） 

オ ア～ウの区域に隣接し、５世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村（人口 10 万人未満

に限る） 

カ ア若しくはイの市町村を含む都道府県又はウの都道府県が２以上ある場合に、 

５世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村（人口 10万人未満に限る） 

２世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村（人口５万人未満に限る） 

※ エ～カの人口要件については、合併前の旧市町村単位でも適用可などの特例措置あり

（合併した年と続く５年間の特例措置） 

 

 
被災者生活再建支援金支給計画 

 

 
災害弔慰金等支給・貸付計画 

 

 
雇用機会の確保計画 

 

 
被災者生活安定化計画 

 
 

納税緩和措置計画 
 

 

 
応急融資計画 

 

 
生活相談実施計画 
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(2) 支給対象世帯 

上記の自然災害により 

ア 住宅が全壊した世帯 

イ 住宅が半壊又は住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯 

ウ 災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不可能な状態が長期間継続している世帯 

エ 住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯（大規模半壊世

帯） 

 

２ 支給条件 

(1) 支援金の支給額 

支援金の支給額は、以下の２つの支援金の合計額となる。 

ア 住宅の被害程度に応じて支給する支援金（基礎支援金） 

イ 住宅の再建方法に応じて支給する支援金（加算支援金） 

(2) 対象世帯と支給限度額 

（単位：万円）  

区 分 基礎支援金 加算支援金 計 

複数世帯 

（世帯の構成員 

が複数） 

全壊世帯 100万円 

建設・購入 200 300 

補 修  100 200 

賃 借   50 150 

大規模半壊世帯 50万円 

建設・購入 200 250 

補 修  100 150 

賃 借   50 100 

 

中規模半壊世帯 － 

建設・購入 100 100 

補 修  50 50 

賃 貸  25 25 

単身世帯 

（世帯の構成員 

が単数） 

全壊世帯 75 

建設・購入 150 225 

補 修   75 150 

賃 借  37.5 112.5 

大規模半壊世帯 37.5 

建設・購入 150 187.5 

補 修   75 112.5 

賃  借  37.5 75 

 

中規模半壊世帯 

 

 

－ 

建設・購入 75 75 

補 修  37.5 37.5 

賃 貸  18.75 18.75 

 

(3) 申請期間 

 指定災害により被災した日から起算して 13月以内として、支援金の請求については次のとお

りとする。 

ア 基礎支援金 災害発生日から 13月以内 

イ 加算支援金 災害発生日から 37月以内 

 

(4) 申請書提出先 

神山町 

 

３ 被災者生活再建支援基金 

(1) 被災者生活再建支援法人の指定 

公益財団法人都道府県センター 

(2) 基金 

支援法人は、支援業務を運営するための基金を設ける。 

都道府県は、支援法人に対し、基金に充てるために必要な資金を、世帯数等を考慮して拠出
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する。 

(3) 支給事務の委託 

県は、支援金の支給に関する事務の全部を支援法人に委託している。また、支援法人は、支

援金の支給に関する事務の一部を町に委託することができる。 

第３ 災害弔慰金等支給・貸付計画 

主な実施機関 

町（健康福祉課） 

 

町は、災害弔慰金等の支給等に関する法律（昭和 48 年法律第 82 号）及び神山町災害弔慰金の

支給等に関する条例（昭和 49 年神山町条例第 23 号）の規定に基づき、災害弔慰金及び災害障害

見舞金の支給並びに災害援護資金の貸付けを行う。 

 

１ 災害弔慰金の支給 

(1) 支給対象 

政令で定める災害により死亡した住民の遺族 

(2) 支給額 

生計維持者 500万円以内 

その他の者 250万円以内 

 

２ 災害障害見舞金の支給 

(1) 支給対象 

政令で定める災害により負傷し、又は疾病にかかり、治ったとき（その症状が固定したとき

を含む。）に精神又は身体に相当程度の障害がある住民 

(2) 支給額 

生計維持者 250万円以内 

その他の者 125万円以内 

 

３ 災害援護資金の貸付け 

(1) 貸付対象 

災害救助法による救助が行われた災害及び県内において災害救助法が適用された市町村が１

以上ある場合の災害による被災世帯（所得制限有） 

(2) 貸付限度額 

① 世帯主の１カ月以上の負傷 150万円～350万円 

② 住居又は家財の損害 150万円～350万円 

(3) 利率 

①年 1.5％（据置期間は無利子） 

②保証人を立てる場合にあっては無利子 

(4) 据置期間 

３年（特別の事情のある場合は５年） 

(5) 償還期間 

10年（据置期間を含む） 

(6) 償還方法 

年賦、月賦又は半年賦 

第４ 雇用機会の確保計画 

主な実施機関 

町（健康福祉課） 
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災害により離職を余儀なくされた被災者の就職の紹介については、県が公共職業安定所を通じ

てすみやかに確保を図ることとしている。 

町は、被害を受けた住民が、その痛手から早急に再起更正できるよう、次により被災者の雇用

機会の確保を図る。 

 

１ 生活相談窓口の活用 

町は、第６生活相談実施計画において設置する生活相談窓口において、離職者のための相談

業務を行うとともに、離職者の状況を把握する。 

 

２ 徳島労働局への要請等 

町は、１により把握した離職者の状況について県に報告するとともに、必要と認められる場

合は徳島労働局に対し次の事項を要請する。 

(1) 被災者のための公共職業安定所の臨時窓口の町内への設置 

(2) 公共職業安定所へ出向くことが困難な地域における公共職業安定所の臨時職業相 

談所の開設又は巡回職業相談の実施 

第５ 納税緩和措置計画 

主な実施機関 

町（税務保険課） 

被災者に対する減免措置は次のとおりである。 

町は、災害により被害を受けた納税義務者又は特別徴収義務者（以下「納税義務者等」とい

う。）に対し、地方税法（昭和 25年法律第 226号）、神山町税条例（昭和 30年神山町条例第 20

号）又は神山町国民健康保険税条例（昭和 33 年神山町条例第３号）により、町税の納税緩和措

置として、期限の延長、減免等災害の状況に応じて適切な措置を講ずる。 

 

１ 期限の延長 

(1) 災害により、納税義務者等が申告その他書類の提出又は町税を納付若しくは納入することが

できないと認められる場合には、地域、期日、その他必要な事項を指定して当該期日を延長

することができる。 

(2) (1)の場合を除き、町長は、納税義務者等の申請により、その理由がやんだ日から納税義務

者等について２ケ月以内、特別徴収義務者については３０日以内の期日を指定して、その期

限を延長する。 

 

２ 減免等 

災害により被害を受けた納税義務者に対し、必要と認める場合には、次の該当する税目に 1

ついて税の減免を行う。 

(1) 固定資産税 

(2) 軽自動車税 

(3) 国民健康保険税 

第６ 応急融資計画 

主な実施機関 

町（健康福祉課） 

町は、災害により被害を受けたものに対し、生活の安定、住宅や事業の復旧のために必要な資

金の融通又は斡旋を行う。 

 

１ 生活福祉資金（災害援護資金） 

(1) 貸付対象 
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低所得世帯で、資金の貸付けと必要な援助指導を受けることによって自立更生でき、他から

の融資を受けることが困難な世帯 

(2) 貸付限度額 150万円以内 

(3) 貸付条件 

① 据置期間 ６カ月以内 

② 償還期間 ７年以内 

③ 利子 無利子（連帯保証人有）又は年 1.5％（連帯保証人無、据置期間中は無利子） 

④ 保証人 原則として同一市町村の者 

⑤ 償還方法 年賦、半年賦及び月賦による元利均等償還 

(4) 申込方法 

原則として官公署発行の被災証明書を添付し民生委員、あるいは町の社会福祉協議会へ申し

込む。 

 

２ 災害復興住宅融資 

(1) 融資対象 

住宅金融支援機構が指定した災害により被害を受けた住宅所有者で、次の条件を満たす者 

① 次の書類の発行を受けた方 

建 設

購 入 

・住宅が「全壊」、「大規模半壊」又は「半壊」した旨の「り災証

明書」を交付されている方（「一部破損」は除きます） 

・住宅が「大規模半壊」又は「半壊」した旨の「り災証明書」を交

付されている方は「住宅の被害状況に関する申出書」が必要となり

ます。 

補 修 
・住宅に 10万円以上の被害が生じ、「り証明書」を交付されている

方 

 

② 自ら居住する又は被災者に貸すために住宅を建設、購入又は補修する方 

③ 年収に占める全ての借入れの年間合計返済額の割合が次の基準を満たす方 

年 収 400万円未満 400万円以上 

総返済負担率基準 30％以下 35％以下 

 

④ 日本国籍の方又は永住許可等を受けている外国人の方 

(2) 条件 (令和 3年 1月現在) 

① 融資限度額 

建設 土地を取得する場合（※） 3,700万円 

土地を取得しない場合 2,700万円 

購入 3,700万円 

補修 1,200万円 

  ※「土地を取得する場合」＝り災日後に申込者本人が有償で土地の所有権又は借地権を取得

する場合 

  被災親族同居の場合は上表の額に 640万円が加算されます(補修の場合を除く)。被災親族同 

  居とは、借入申込時において、申込本人と親族の関係にある方が被災し、かつ、新たに建設 

された住宅に同居する場合 

② 返済期間（1年以上 1年単位） 

ア 申込区分による最長返済期間 

 

建設、購入 

 

35 年 

融資契約日から最長 3 年間（1年単位）の元金据置期

間を設定でき、元金据置期間の設定を希望すると元金

据置期間分返済期間が延長されます。 

 

補修 

 

 

20 年 

 

融資契約日から 1年間の元金据置期間を設定でき、元

金据置期間の設定を希望すると元金据置期間分返済期

間が延長されます。 
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イ 「80歳」－「申込本人又は収入合算者のいずれか年齢が高い方の申込時の年齢」 

  ※収入合算を希望する金額が収入合算者の収入の 50％を超える場合に限ります。 

  ※親子リレー返済を利用する場合は、「80歳」－「後継者の申込時の年齢」となります。 

③ 融資を受けることができる住宅 

建設 

購入 

・築年数に関する制限はありません。 

・共同建で又は重ね建ての場合は、耐火構造又は準耐火構造の住宅

であることが必要。 

・中古住宅(※)購入の場合は、購入する住宅の築年数に応じ、機構

の定める耐震性や劣化状況の基準に適合する住宅であることが必

要。 

補修 築年数に関する制限はありません。 

  ※申込日において竣工日から 2年を超えている住宅又は既に人が住んだことがある住宅 

  融資を受ける住宅には、居住室、台所及びトイレが備えられていることが必要です。 

  床面積の制限はありません。ただし、店舗併用住宅等の場合は、住宅部分の床面積が全体の

約 2分の 1以上必要です。 

④ 融資金利 

申込時の金利が適用される。 

（「固定金利（全期間固定金利型）」で、金利は毎月見直す。） 

⑤ 保証人 

不要。ただし、被災者の方に貸すための住宅の場合は、連帯保証人が必要。 

⑥ 返済方法 

元利均等毎月払い又は元利均等毎月払い 

(3) 申込方法 

郵送により機構に申込。 

ただし、融資の決定から返済終了までの手続きは取扱金融機関で行う。 

 

３ 災害対策資金 

(1) 融資対象 

県内において、１年以上継続して同一事業を営んでいる中小企業者であって、事務所及び主

要な事業用資産が天災地変により全壊、半壊、流出、浸水又はこれらに準ずる損害を受けたも

の。 

(2) 融資条件 

① 資金使途 

設備資金又は運転資金 

② 融資金額 

5,000万円以内（ただし、運転資金は 3,000万円以内） 

③ 融資期間 

設備資金 10年以内、 運転資金５年以内 

④ 融資利率 

年 2.15％（平成 24年４月１日現在） 

⑤ 保証料 

年 0.85％以内 

⑥ 担保及び保証人 

取扱金融機関又は保証協会の取扱うところによる。 

(3) 申込先 

取扱金融機関又は徳島県信用保証協会 

 

４ 農林漁業関係融資 

災害時における農林漁業関係の融資は次のとおりである。 

(1) 日本政策金融公庫資金 

① 農業関係資金農業基盤整備資金 
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農林漁業施設資金 

農林漁業セーフティネット資金 

② 林業関係資金林業基盤整備資金 

農林漁業施設資金 

農林漁業セーフティネット資金 

③ 漁業関係資金漁業基盤整備資金 

農林漁業施設資金 

漁船資金 

農林漁業セーフティネット資金 

(2) 天災資金 

「天災による被害農林漁業者に対する資金の融資に関する暫定措置法」いわゆる天災融資法

が適用された場合、農林漁業者の経営等に必要な資金を円滑に融通する措置を講じる。 

(3) 県単農業災害対策特別資金 

知事が融資要綱で指定する災害により被害を受けた農業者が、天災資金を要綱で定めた利率

以内で借り受ける場合に、当該資金の融資機関に対して県及び市町村で利子補給を行い、もっ

て被害農業者の負担の軽減を図る。 

(4) 県単林漁業災害対策特別資金 

県が告示により指定した災害によって損失を受けた林漁業者に対し、再生産等に必要な経営

資金又は林漁業施設の復旧に必要な施設資金の融資の融通を円滑にする措置を講じて経営の安

定に資する。 

 

５ 勤労者ライフサイクル資金（災害費） 

(1) 融資対象 

次の全ての用件を満たしている者 

① 県内に住所を有している者 

② 県内の事業所に１年以上勤務している者 

③ 前年年収が、住宅金融支援機構収入基準に準じた者（ただし、同基準の 10 万円未満の端

数を除いた年収以下とする。） 

④ 最終返済時の年齢が満 70歳未満の者 

⑤ 災害により、本人又は扶養家族の家屋、家財等に損害を受けた者 

(2) 融資条件 

① 資金用途 

災害により、本人又は扶養家族の家屋、家財等に損害が発生し、それを復旧又は、購入す

るために必要な経費 

② 融資金額 

100万円以内 

③ 融資期間 

10年以内 

④ 融資利率 

年 1.75％（平成 24年４月１日現在） 

⑤ 保証料 

労働金庫正会員年 0.7％ 

労働金庫その他会員年 1.2％ 

⑥ 担保 

社団法人日本労働者信用基金協会の債務保証 

(3) 申込先 

県内の四国労働金庫各支店 
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第７ 生活相談実施計画 

主な実施機関 

町（住民課） 

町は、災害により被害を受けた住民がすみやかに再起更正できるよう、役場内に生活相談窓口

を設置し、被災者に対する迅速かつ正確な相談業務が行われるよう努めるものとする。 

なお、生活相談窓口においては、職業斡旋、弔慰金等の支給、住宅資金等各種資金の貸付など

被災者の生活安定のための生活相談を行うものとする。 

 

  



 

 

第５編 林野火災対策計画 
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第５編 林野火災対策計画 

第１章 災害予防計画 

第１節 林野火災に強い地域づくり 

林野火災の発生又は拡大の危険性の高い地域においては、町は、県と協議して、林野火災特別

地域を決定するとともに林野火災特別地域対策事業計画を樹立する等、総合的な林野火災対策の

推進に努めるものとする。 

町は、林野火災予防のため、保護樹帯の設置、標識等の整備、林野火災多発期における注意警

報の適切な伝達、防火宣伝の強化等必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

町は、防火林道、防火森林の整備等に努めるとともに、警報発令中の火の使用制限の徹底を図

り、多発時期、山地災害防止キャンペーン期間中等における監視パトロール等の強化、火入れを

行う者に対する適切な対応に努めるものとする。 

第２節 林野火災防止のための情報の充実 

火災気象通報等の伝達系統は、第３編第３章第１節「災害情報・伝達計画」によるものとする。 

町は、火災気象通報について知事から通報を受けたとき、又は気象の状況が火災の予防上危険

であると認めるときは、必要に応じて火災に対する警報を発し、及び消防団員の動員体制を整え

るとともに住民に周知するものとする。 

第３節 迅速かつ円滑な災害応急対策、災害復旧への備え 

第１ 情報の収集・連絡関係 

主な実施機関 

町（総務課、消防本部） 

 

１ 情報の収集・連絡体制の整備 

情報の収集・連絡体制については、第３編第３章第１節「災害情報・伝達計画」によるもの

とする。 

 

２ 通信手段の確保 

防災機関は、第３編第３章第１節「災害情報収集・伝達計画」及び第２編第４章第４節「防

災施設等整備計画」に基づき、災害時の情報通信手段の確保に努めるものとする。 

第２ 災害応急体制の整備関係 

主な実施機関 

町（総務課、消防本部） 

 

１ 職員の体制 

防災機関は、それぞれの機関において実情に応じ職員の非常参集体制の整備を図るものとす

る。 

また、職員に周知するとともに定期的に訓練を行い、活動手順、使用する資機材や装備の使

用方法等の習熟、他の職員、機関との連携について徹底を図るものとする。 
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２ 防災機関相互の連携体制 

林野火災における防災機関の連携については、第３編第２章第２節「応援要請・受入体制計

画」によるものとする。 

林野火災は、隣接市町村に及ぶ場合があるため、町は隣接市町村と協議して林野火災発生時

の広域応援体制の整備に努めるものとする。 

第３ 救助・救急・医療及び消火活動関係 

主な実施機関 

町（総務課、消防本部、健康福祉課） 

 

１ 救助・救急活動関係 

町は、救急車等の車両及び応急措置の実施に必要な救急救助用資機材の整備に努めるものと

する。 

 

２ 医療活動関係 

町は、負傷者が多人数にのぼる場合を想定し、応急救護用医薬品等の備蓄に備えるものとす

る。 

町は、医療活動について、連絡体制の整備を図るとともに、相互の連携に努めるものとする。 

 

３ 消火活動関係 

町は、防火水槽、貯水槽の整備、河川水等の自然水利の活用、水泳プール、ため池等の指定

消防水利等の活用により、消防水利の多様化と適正な配置に努めるとともに、林野火災用工作

機器、可搬式消火機材等の消防用機械・資機材の整備促進に努めるものとする。 

消防機関は、平常時から機関相互の連携強化を図り、消防水利の確保、消防体制の整備に努

めるものとする。 

第４ 施設、設備の応急復旧活動関係 

防災機関は、それぞれの所管する施設、設備の被害状況の把握及び応急復旧活動を行うため、

あらかじめ体制・資機材を整備するものとする。 

第５ 被災者等への的確な情報伝達活動関係 

町は、発災後の経過に応じて被災者等に提供すべき情報について整理しておくものとする。 

町は、住民等からの問い合わせ等に対応する体制についてあらかじめ計画しておくものとする。 

第６ 防災機関等の防災訓練の実施 

防災機関は、様々な状況や広域応援も想定し、関係機関等と相互に連携を図り、より実践的な

消火等の訓練を実施するものとする。 

また、訓練を行うに当たっては、林野火災及び被害の想定を明らかにするとともに実施時間を

工夫する等様々な条件を設定するなど実践的なものとなるよう工夫するとともに、訓練後には評

価を行い、課題等を明らかにし、必要に応じ体制等の改善を行うよう努める。 

第４節 防災知識の普及等 

防災知識の普及等は、第２編第１章第１節「防災知識の普及・啓発計画」によるほか次のとお

りとする。林野火災の出火原因の大半が、焚き火やタバコ等の不用意な火の取扱によるものであ

り、町は、広報活動や消火訓練等を通じて、林野周辺住民、入山者等の防災知識の普及、予防啓

発等防火思想の徹底を図るものとする。 
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第２章 災害応急対策 

第１節 発災直後の情報収集・連絡及び通信の確保 

災害情報の収集・連絡・及び通信の確保については、第３編第３章第１節「災害情報収集・伝

達計画」及び第２編第４章第４節「防災施設等整備計画」に定めるほか、次のとおりとする。 

第１ 災害情報の収集・連絡 

主な実施機関 

町（総務課、消防本部） 

 

１ 林野火災発生直後の被害の第１次情報等の収集・連絡 

町は、火災の発生状況、人的被害の状況、林野の被害の状況等の情報を収集するとともに、

被害規模に関する概括的情報を含め、把握できた情報から直ちに県へ連絡するものとする。 

 

２ 応急対策活動情報の連絡 

町は、県に応急対策の活動状況、対策本部設置状況等連絡し、応援の必要性等を連絡する。 

防災機関は、応急対策活動情報に関し、必要に応じて相互に緊密な情報交換を行うものとす

る。 

第２節 活動体制の確立 

第１ 防災機関の活動体制 

林野火災が発生し、また発生するおそれがある場合の各防災機関の活動体制は、第３編第１章

第１節「職員参集・動員計画」によるほか、町は、災害の状況に応じて速やかに、職員の非常参

集、情報収集連絡体制の確立及び災害対策本部の設置等必要な体制をとるものとする。 

第２ 広域的な応援体制 

林野火災発生時における広域的な応援体制については、第２編第４章第３節「広域応援計画」によ

るほか、町は、消防相互応援協定に基づく応援をもってしても対処できない場合には、県に対し

応援を求めることとする。 

第３ 自衛隊災害派遣要請計画 

町長は、自衛隊の派遣要請の必要性を災害の規模や収集した被害情報から判断し、必要がある

と認める場合は、第３編第２章第１節「自衛隊災害派遣要請計画」に基づき、県知事に要請を行

うものとする。 

第３節 救助、救急、医療及び消火活動 

第１ 救助・救急活動 

林野火災発生時における救助・救急活動については、第３編第４章第３節「消防・救助活動計

画」によるものとする。 
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第２ 医療活動 

林野火災発生時における医療救護活動については、第３編第４章第４節「応急医療計画」によ

るものとする。 

第３ 消火活動 

消防機関等は、速やかに火災の状況を把握するとともに、迅速に消火活動をおこなうものとす

る。 

住民及び自主防災組織は、発災後初期段階において、自発的に初期消火活動を行うとともに、

消防機関に協力をするよう努めるものとする。 

第４節 緊急輸送のための交通の確保、緊急輸送活動 

林野火災発生時の緊急輸送のための交通の確保、緊急輸送活動については、第３編第６章第１

節「緊急輸送実施計画」及び第２節「交通確保計画」によるほか、次のとおりとする。 

第１ 交通の確保・緊急輸送活動の基本方針 

災害の拡大防止又は緊急輸送活動のため、被害の状況、緊急度、重要度を考慮して交通規制、

応急復旧、輸送活動を行うものとする。 

第２ 交通の確保 

警察署は、緊急輸送を確保するため、直ちに、一般車両の通行を禁止するなどの交通規制を行

うものとする。また、交通規制に当たって、警察機関、道路管理者は、相互に密接な連絡をとる

ものとする。 

第５節 被災者等への的確な情報伝達活動 

被災者等への的確な情報伝達活動については、第３編第３章第２節「災害情報広報計画」によ

るもののほか、次のとおりとする。 

第１ 被災者への情報伝達活動 

防災機関は、被災者のニーズを十分把握し、林野火災の状況、二次災害の危険性に関する情報、

安否情報、ライフラインや交通施設等の公共施設等の復旧状況、医療機関などの情報、それぞれ

の機関が講じている施策に関する情報及び交通規制等被災者等に役立つ正確かつきめ細かな情報

を適切に提供するものとする。なお、その際、高齢者、障害者、外国人等災害弱者に配慮した伝

達を行うこととする。 

防災機関は、情報の公表、広報活動の際、その内容について、相互に連絡をとりあうものとす

る。 

第２ 住民等への的確な情報の伝達 

防災機関は、災害発生地の住民等に対し、林野火災の状況、安否情報、施設等の復旧状況、義

援物資の取扱い等、ニーズに応じた情報を積極的に伝達するものとする。 

防災機関は、情報の公表、広報活動の際、その内容について、相互に通知し情報交換連絡を行

うものとする。 
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第３ 関係者からの問い合わせに対する対応 

防災機関は、必要に応じ、発災後速やかに関係者からの問い合わせに対応する体制の整備に努

めるものとする。 

また、情報のニーズを見極め収集・整理を行うものとする。 

第６節 二次災害の防止活動 

町は、林野火災により流域が荒廃した地域の下流部においては、土石流等の二次災害が発生す

るおそれがあることについて十分留意して、二次災害の防止に努める。 

 

 

第３章 災害復旧 

防災機関は、あらかじめ定めた物資、資材の調達計画及び人材の広域応援等に関する計画を活

用しつつ、迅速かつ円滑に被災施設の復旧事業を行い、又は支援するものとする。 

 

 

 

  



 

 

第６編 原子力災害対策計画 
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第６編 原子力災害対策計画 

第１章 事前対策 

第１節 県外からの避難者の受け入れ体制の整備 

第１ 避難所の確保 

主な実施機関 徳島県 

町（総務課・健康福祉課・消防本部）・徳島名西警察署 

 

県から広域避難の受入れに使用できる避難所の確保について要請があったときは、町は、県

と連携し、施設管理者への協力要請を行う。 

第２節 町民等への的確な情報伝達体制の整備 

第１ 町民等への的確な情報伝達体制の整備 

町は、県と連携し、特定事象又は警戒事象発生後の経過に応じて町民等に提供すべき情報や

手段について、情報を受け取る媒体や受け取り方が千差万別であることも考慮しながら，災害

対応のレベルや場所等に応じた情報伝達体制をあらかじめ整備しておく。 

第２ 相談窓口の設置 

町は、県と連携し、町民等からの問い合わせに対応する相談窓口の設置等について、あらか

じめその方法，体制等について定めておくものとする。 

第３ 災害時要配慮者等への情報伝達体制の整備 

町は、原子力災害の特殊性にかんがみ、県と連携し、傷病者、入院患者、高齢者、障害者、

外国人、乳幼児、妊産婦などの災害時要配慮者及び一時滞在者に対し、災害情報が迅速かつ滞

りなく伝達されるよう、町民、自主防災組織等の協力を得ながら、平常時よりこれらの者に対

する情報伝達体制の整備に努めるものとする。 

第４ 原子力災害に関する町民等に対する知識の普及と啓発 

町は、県等と協力し、住民等に対し，原子力防災に関する知識の普及と啓発のため、次に掲

げる事項について、広報活動の実施に努める。 

また、防災知識の普及と啓発に際しては、災害時要配慮者に十分に配慮することにより、地

域において災害時要配慮者を支援する体制が整備されるよう努めるとともに、被災時の男女の

ニーズの違い等、男女双方の視点へ十分に配慮するよう努めるものとする。 

① 放射性物質及び放射線の特性に関すること 

② 放射線による健康への影響及び放射線防護に関すること 

③ 緊急時に県や国等が講じる対策の内容に関すること 
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第２章 緊急事態応急対策 

第１節 町民等への的確な情報伝達活動 

原子力防災上必要と認められるときは、町は、同報無線や広報車、自主防災組織との連携等

により、住民等に対し、県に準じた広報活動を行う。 


