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第２章 災害応急対策計画 

第１節 組織及び配備動員                              

災害が発生し、または発生することが予想される段階において、迅速かつ的確な災害対策

を総合的に実施するため、県及び防災関係機関と連携し、組織、動員その他の応急活動体

制を速やかに確立する。 

 

１．隠岐の島町防災会議                                       

隠岐の島町の地域における防災計画を総合的に運営するための組織として、隠岐の島町

防災会議を置く。その組織及び所掌事務は、次のとおりとする。 

 

(1) 組織 

① 会長（隠岐の島町長） 

② 委員 

(ｱ) 指定地方行政機関の職員のうちから町長が委嘱するもの。  

(ｲ) 島根県知事部局の職員のうちから町長が委嘱するもの。 

(ｳ) 島根県警察の警察官のうちから町長が委嘱するもの。 

(ｴ) 町長が隠岐の島町の職員のうちから指名するもの。  

(ｵ) 副町長及び教育長。 

(ｶ) 隠岐広域連合消防本部消防長及び消防団長。 

(ｷ) 指定公共機関または指定地方公共機関の職員の内から町長が委嘱するもの。 

(ｸ) その他町長が必要と認めたもの。 

③ 委員の定数  ３０人以内 

 

(2) 所掌事務 

① 隠岐の島町地域防災計画を作成し、その実施を推進すること。 

② 隠岐の島町の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害に関する情報を収

集すること。 

③ そのほか、法律またはこれに基づく命令により、その権限に属する事務。 

 

(3) 隠岐の島町防災会議委員等の状況 

隠岐の島町防災会議を構成する委員及び関係機関の状況は、資料編に掲載するとおり。 

 

(4) 隠岐の島町防災会議の運営 

隠岐の島町防災会議条例（隠岐の島町条例第１６号）の定めるところによる。 
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２．応急活動体制                                            

町は、町内の地域において大規模な災害が発生し、または発生することが予測される場合、

応急対策活動を円滑かつ迅速に実施できるよう、職員を動員するとともに、災害対策本部を設

置するなど災害初動体制を確立し、災害応急対策活動を実施する。 

また、必要に応じ、関係行政機関、関係公共機関等との連携の確保に努める。 

 

(1) 災害警戒本部 

① 災害警戒本部の設置 

  対策本部の設置に至るまでの措置及び対策本部を設置する必要がないと認められる災害

についての措置を、機動的かつ総合的に行うため災害警戒本部（以下、「警戒本部」とい

う。）を設置する。 

② 警戒本部の設置基準 

警戒本部は、次の各号に該当する場合に設置する。 

(ｱ) 隠岐地区に気象（暴風、暴風雪、大雨、大雪）、高潮、波浪、洪水等の警報が発表さ

れたとき。（自動設置） 

(ｲ) 隠岐地区に大雨警報が発表され、かつ２４時間雨量が２００㎜以上と予測されるとき。

（自動設置） 

(ｳ) 副町長が必要と認めたとき。 

③ 警戒本部の組織 

警戒本部は、災害対策本部（以下、「対策本部」という。）の組織を準用し、下図のとおり

警戒本部長、警戒副本部長、警戒本部会議及び対策部を置く。 

 

＜警戒本部の組織図＞ 

  本部長 

（副町長） 

 

  副本部長 

（総務課長） 

 

対策部長         警戒本部会議 

（各課長）          本部長 

   副本部長 

対策部長、 

本部員（町長指名） 

 

 班   長        事務局：総務課 

 

 その他の職員 
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警戒本部長は、副町長、警戒副本部長は、総務課長をもって充てる。警戒本部長に事故

あるとき、または不在のときは、警戒副本部長が、その職務を代理する。警戒副本部長が不

在のときは、警戒本部会議においてその職務代理者を決定する。 

なお、警戒本部の事務局を総務課に置き、総務課長が統括する。 

④ 警戒本部の任務 

   警戒本部は、対策本部の任務を準用する。 

⑤ 警戒本部の所掌事務 

   警戒本部の所掌事務は、対策本部の所掌事務を準用する。 

⑥ 警戒本部の設置場所等 

   警戒本部は、対策本部の設置場所等に準じて設置する。 

⑦ 警戒本部会議 

   警戒本部会議は、対策本部会議に準じて運用する。 

⑧ 警戒本部の廃止基準 

警戒本部は、警戒本部長が次の基準により廃止する。 

(ｱ) 隠岐の島町災害対策本部が設置されたとき。 

(ｲ) 当該災害に対する応急対策等の措置が概ね終了したと認めたとき。 

(ｳ) 災害が発生する恐れがなくなったと認めたとき、または災害に係る危険がなくなったと

認めるとき。 

(ｴ) 警戒本部長が適当と認めたとき。 

⑨ 警戒本部の設置及び廃止の公表 

   対策本部の設置及び廃止の公表に準じる。 

 

(2) 災害対策本部 

① 災害対策本部の設置 

町内の地域において災害が発生し、または災害が発生する恐れがある場合において、総

合的な災害応急対策を迅速かつ的確に推進するため、災害対策本部（以下、「対策本部」

という。）を設置する。 

② 対策本部の設置基準 

対策本部の設置の基準は、次のとおりとする。 

(ｱ) 隠岐地区に特別警報（大雨、暴風、暴風雪、高潮、波浪、大雪）が発表されたとき。 

(ｲ) 隠岐地区に大雨警報が発表され、かつ１時間雨量が８０㎜以上で２４時間雨量が２０

０㎜以上と予測されるとき。（自動設置） 

(ｳ) 町長が必要と認めたとき。 

③ 対策本部の組織 

対策本部は、対策本部長、対策副本部長を置くほか、対策本部会議及び対策部をもっ

て組織する。 

対策本部長は、町長をもって充てる。対策副本部長は、副町長、教育長をもって充てる。

対策本部長に事故あるとき、または不在のときは、副町長がその職務を代理する。副町長が

不在等のときは、教育長、総務課長の順位でその職務を代理する。 

-103-



風水害等対策編 第 2編 風水害対策計画 
第 2章 災害応急対策計画 
第 1節 組織及び配備動員 

 

なお、対策本部に事務局を置き、総務課長が統括する。 

 

<対策本部の組織図> 

 

 本部長           水防本部 

（町長）        （水防管理者：町長） 

 

 副本部長 

（副町長・教育長） 

 

対策部長 本部会議        本部会議 

（各課長）          本部長 

   副本部長 

対策部長、 

本部員（町長指名） 

 

 班   長        事務局：総務課 

 

 その他の職員 

 

 

④ 対策本部の任務 

対策本部は、町内の地域で発生した災害対策の推進にあたり、総合的かつ関係組織の

一元的体制の確立とその円滑な運用を図り、災害応急対策の基本的な事項について協

議・決定する。 

⑤ 対策本部の所掌分担 

対策本部の所掌事務は、災害対策本部規程（資料編に掲載）のとおりとする。 

県や国に災害対策本部が設置されたときは、緊密な連携を図る。 

なお、町に対策本部が設置されていない場合であっても、各課は、その所掌事務に従っ

て防災対策を実施する。 

⑥ 対策本部の設置場所等 

(ｱ) 対策本部は、隠岐の島町役場本庁におく。ただし、特別の事情があるときは、本部長

が代替施設を指定する。 

(ｲ) 本部には、本部の所在を明確にするため「隠岐の島町災害対策本部」の標識を掲示

する。 

⑦ 対策本部会議 

対策本部会議の開催、構成、協議事項等は、次のとおり。 
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対策本部会

議の開催 

１．対策本部長は、対策本部の運営並びに災害対策の推進に関し、必

要に応じて本部会議を招集する。 

２．構成員は、対策本部会議を開催する必要があると認めるときは、その

旨を事務局長（総務課長）へ申し出る。 

本部会議の

協議事項 

１．本部の配備体制に関すること。 

２．災害情報及び被害状況の分析並びにこれに伴う対策活動の基本的

方針に関すること。 

３．知事からの災害対策の指示に関すること。 

４．県の機関、指定地方行政機関、指定公共機関等に対する応急措置

の実施の要請及び応援の要求に関すること。 

５．その他災害対策に関する重要事項。 

協議事項の

実施 

１．各対策部長は、本部会議の決定事項について、他の対策部長と緊密

な連携のもとに、迅速にその実施を図る。 

本部会議の

庶務 

１．本部会議の庶務は、総務課が担当する。 

 

 

⑧ 対策本部の廃止基準 

対策本部は、対策本部長が次の基準により廃止する。 

(ｱ) 発生の予想された災害にかかる危険がなくなったと認めたとき。 

(ｲ) 当該災害にかかる応急対策が概ね終了したと認めたとき。 

(ｳ) 本部長が、適当と認めたとき。 

⑨ 対策本部の設置及び廃止の公表 

対策本部を設置し、または廃止したときは、直ちに次の関係機関に公表するとともに、庁

内及び住民に対し、防災行政無線等により、迅速かつ的確な方法で周知する。 

 

公表先 方  法 担 当 

知  事 電話・防災無線・電報 

総務課 

隠岐の島警察署 電話・防災無線・電報・連絡員 

防災会議構成機関 電話・防災行政無線・電報 

隣接の市町村長 電話・防災無線・電報 

町の関係機関 口頭・庁内放送・電話・防災行政無線 

報道機関 口頭・文書・電話・電報・  

隠岐広域連合消防本部 口頭・電話・防災行政無線 

住  民 防災行政無線・広報車・サイレン・電話・口頭 

 

⑩ 複合災害発生時の体制 

複合災害が発生した場合において、対策本部が複数設置された場合は、重複する要員

の所在調整、情報の収集・連絡・調整のための要員の相互派遣、合同会議の開催に努める。
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対策本部事務局の担当部局が異なる場合には、統合も含めた具体的な連携方策をあらか

じめ定めておく。また、他の市町村や県の災害対策本部との合同会議の開催などについて

も、あらかじめ調整を行っておく。 

 

３．配備動員計画                                            

(1) 配備体制の基準 

災害が発生し、または発生する恐れのある場合において、下表の配備体制基準に基づき関

係職員を動員し警戒本部体制及び対策本部体制を確立する。 

 

体

制 
基    準 体制の決定 動   員 

警

戒

本

部 

１．隠岐地区に気象（暴風、暴風雪、大雨、大

雪）、高潮、波浪、洪水等の警報が発表され

たとき。 

自動配備 風水害第１動員を

配備 

２．隠岐地区に大雨警報が発表され、かつ２４

時間雨量が２００mm 以上と予測されるとき。 

自動配備 風水害第２動員を

配備 

３．副町長が必要と認めたとき。 副町長が決定し、

設置する。 

副町長が決定す

る。 

災

害

対

策

本

部 

１．隠岐地区に特別警報（大雨、暴風、暴風

雪、高潮、波浪、大雪）が発表されたとき。  

自動配備 

 

 

風水害第３動員を

配備 

 

 

２．隠岐地区に大雨警報が発表され、かつ１時

間雨量が８０mm 以上で２４時間雨量が２００

ｍｍ以上と予測されるとき。 

３．町長が必要と認めたとき。 町 長 が 決 定 し 、

設置する。 

町長が決定する。 

 ※地震、津波、風水害等複数の基準が重複する場合は、その中から 上位の基準を適用する。 

 

(２) 職員の動員計画 

職員の動員は、災害等の防止、軽減並びに災害応急対策を迅速かつ的確に実施するため、

あらかじめ定められた配備計画による配備体制に従って行う。各配備体制における配備人数

は、資料編に掲載するとおり。 

① 動員配備確立後の報告 

各対策部長は、配備体制に基づき、各対策部が体制の確立を完了したときは、直ちに本

部長に報告する。 

② 動員数の増減 

各対策部長は、必要と認める範囲内において、動員数を適宜増員することができる。 

③ 各対策部長は、必要に応じて適宜増員配備する要員について、あらかじめ職員のうち

から指名しておく。 

④ 防災連絡責任者の任命及び責務 
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(ｱ) 各課長は、課の防災業務の連絡責任者を定め、総務課長に報告する。また、防災連

絡責任者に変更を生じた場合は、遅滞なくその旨を総務課長に報告する。防災連絡

責任者は、資料編に掲載するとおり。 

(ｲ) 防災連絡責任者は、災害情報や被害状況の調査・把握及び各種災害関係情報指

示等の発受に関する連絡を責務とする。 

 

(３) 消防団の動員計画 

消防団の動員は、消防団長の判断で行うことを原則とする。ただし、災害の態様や災害応

急対策の状況等に応じて、町長は、消防団長に命令することができる。なお、出動の基準、招

集方法等は、本編「第１章 第４節 防災活動体制の整備」の消防計画による。 

 

(４) 動員指示の伝達系統及び方法 

各対策部長及び各班長は、平常時から職員への動員指示の連絡方法等を確認しておく。 

動員指示の伝達系統及び方法は、資料編に掲載するとおり。 

なお、勤務時間外の動員指示は、電話によるものを第 1 とし、その他については、徒歩、電

報等、迅速・的確な方法により行う。ただし、通信施設の途絶等により、通知が困難な場合、ま

たは緊急非常の場合は、報道関係機関に放送を要請する。 

 

(５) 職員の待機及び自主登庁基準 

職員は、テレビ・ラジオや各種の防災情報等さまざまな手段で気象警報や災害情報等を認

知し、緊急事態の発生あるいはその恐れがあると判断したときは、その状況に応じ防災連絡責

任者からの連絡を待たず、自主的に登庁するよう心がける。 

また、災害による交通遮断のため、所属する課に登庁することが困難な場合は、所属する

課長に報告するとともに、参集可能な 寄りの町機関に登庁し、当該機関の長の指揮下に入

る。 

 

(６) 標識 

① 腕章 

町職員は、災害時において防災活動に従事するときは、規則等において別段の定めが

ある場合のほかは、資料編に掲載する腕章を帯用する。 

② 標旗 

災害において使用する対策本部の車両は、規則等において別段の定めがある場合のほ

かは、資料編に掲載する標旗をつける。 

 

４．労務供給計画                                                

(１) 労務者等の確保 

町長は、町が実施する災害応急対策に必要な労務者等の動員を行う。 

災害対策を実施するため、通常の職員の動員、招集では必要な人員確保ができない場合

は、次の応援要請、または各種法令に基づく従事命令、協力命令等の方法により、必要な労
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務確保を図る。 

① 災害対策実施機関及び関係業者等への応援要請。 

② 公共職業安定所等の斡旋要請。 

③ 関係機関への応援派遣による技術者の派遣要請。 

④ 各種法令に基づく従事命令等。 

 

(２) 労務者等の雇用 

災害応急対策に必要な人員が町関係者のみでは不足するとき、または特殊作業のため労

働力が必要なときは、労務者を雇用する。雇用手続き及び賃金の支払いは、次のとおり。 

 

雇用手続き 

１．町が労務者を必要とする場合、次の事項を明示し、関係機関に要請

し雇用する。 

① 雇用を必要とする理由   ② 従事場所 

③ 作業内容           ④ 職種別人員  

⑤ 従事期間           ⑥ 賃金 

⑦ その他必要となる事項 

賃金の支払い

１．賃金は、原則として同地域における同種の職業に支払われる額を基

準とし、災害の特殊事情を考慮のうえ町長が決定する。 

２．賃金の支払いは、原則として日々作業終了後現地で本人に支払う。 

 

(３) 労務者等の応援要請 

町の動員では災害応急対策を実施する労務者が不足する場合は、次の事項を明示し、県

あるいは他市町村に応援の要請を行う。 

応援要請にお

ける明示事項

１．応援を必要とする理由   ２．従事場所 

３．作業内容           ４．人員 

５．期間               ６．集合場所 

７．賃金              ８．その他必要となる事項 

 

(４) 知事及び防災関係機関に対する職員の派遣要請 

災害対策に必要な技術者等の確保が困難な場合は、次の事項を明示し､知事及び防災関

係機関に技術者等の派遣要請を行う。 

 

 

職員の派遣要
請における明

示事項 

１．派遣を要請する理由     ２．派遣される職員の勤務場所 
３．派遣される職員の勤務内容  

４．派遣を必要とする職員の職種と人員 

５．派遣を要請する期間 ６．派遣される職員の給与その他の条件 
７．その他必要となる事項 
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(５) 従事命令等による動員 

① 大規模災害において、通常の職員の動員や招集では、必要人員が確保できない場合、

各法律に基づく従事命令、協力命令等の方法により、必要な労務者の確保を図る。各法

律に基づく命令の種類、執行者等は、次のとおりであるが、災対法第７１条第２項に基づ

き町長が従事命令、協力命令を出すのは、知事が必要と認めた場合とする。 

命令区分 執行者 根拠法令 対象作業 対象者 

従事命令 知事 

 

災対法第７１条

第１項 

災害応急対策

事業（救助法に

基づく救助を除

く応急措置） 

1.災対法及び救助法による知事の従

事命令 

（災害応急対策及び救助作業） 

① 医師、歯科医師または薬剤師 

② 保健師、助産師または看護師 

③ 土木技術者及び建築技術者 

④ 大工、左官、とび職 

⑤ 土木及び建築業者並びにこれら

の従事者 

⑥ 自動車運送業及びその従事者 

⑦ 地方鉄道業者及びその従事者 

⑧ 軌道経営者及びその従事者 

⑨ 船舶運送業者及びその従業者 

⑩ 港湾運送業者及びその従業者 

町長 

 

災対法第７１条

第２項 

協力命令 知事 

 

災対法第７１条

第１項 

町長 災対法第７１条

第２項 

従事命令 知事 

 

救助法第７条 災 害 救 助 作

業 

（救助法に基

づく救助法） 

2.災対法及び救助法による知事の協

力命令 

（災害応急対策及び救助作業） 

① 救助を要する者及び近隣の者 

協力命令 知事 救助法第８条 

従事命令 町長 災対法第６５条

第１項 

災 害 応 急 対

策 作 業 （ 全

般） 

1．町区域内の住民または当該応急措

置を実施すべき現場にある者 

警察官 災対法第６５条

第２項 海上保

安官 

消防団

員 

消防法第２９条

第５項 

消防作業 1.火災の現場附近にある者 

水防管

理者 

水防法第１７条 水防作業 1.区域内に居住する者または水防の

現場にある者 

消防機

関の長

（注）災対法とは、災害対策基本法、救助法とは災害救助法の略称である。 

 

② 従事命令等の執行 

(ｱ) 従事命令、協力命令の執行は、必要 小限とする。 

(ｲ) 従事命令、協力命令を発するとき及び発した命令を変更し、または取り消すときは、

次の令書を交付する。 

a) 災害救助法による従事命令、協力命令 

b) 同上命令の変更命令 
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c) 同上命令の取消命令 

ｄ) 災害対策基本法による従事、協力命令 

e) 同上命令の変更命令 

ｆ) 同上命令の変更命令 

 

③ 損害補償 

従事命令または協力命令によって災害応急対策に従事した者で、そのことにより負傷し、

疾病にかかりまたは死亡した者の遺族等に対しては、次の各法律に基づき損害補償または

扶助金を支給する。 

(ｱ) 消防法 第３６条の３ 

(ｲ) 災害救助法 第２９条 

(ｳ) 水防法 第３４条 

(ｴ) 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律 

(ｵ) 海上保安官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律 

(ｶ) 災害対策基本法に基づく「災害応急措置の業務に従事した者等に係る損害補償に

関する条例」（昭和４０年３月２６日 島根県条例第７号） 

 

 

(６) 労務供給にともなう記録 

労務者の動員、職員の派遣及び従事命令等により応急対策要員を確保したときは様式（資

料編に掲載）により正確に記録する。 
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第２節 災害情報収集・伝達                             

町は、災害が発生し、または発生する恐れがある場合、県及び防災関係機関との密接な連

携のもとに、迅速かつ正確に気象等の予・警報、降雨、水位及び被害状況等の災害関係情報

を収集・伝達し、被害の軽減、拡大防止を図る。 

 

１．情報管理体制の確立                                       

災害時における迅速かつ的確な情報の収集及び伝達するための通信手段は、町の防災行

政無線を基幹的な通信系統とするほか、県の総合防災情報システム、一般加入電話、携帯電

話、インターネット等の通常手段を利用する。 

また、特に、必要があるときは、防災活動用の電話の優先利用、各防災関係機関の専用電

話及び無線通信施設の利用についてあらかじめ協議しておく等、効果的な通信の運用体制

を確立する。 

 

（１） 町の情報連絡手段の確保 

災害時の無線通信連絡体制は、防災行政無線等をはじめ、防災相互無線等を含めた効果

的な運用体制を確立する。 

また、一般加入電話や携帯電話をはじめ、アマチュア無線等を含むその他の各種通信手

段を適宜組み合わせ、災害時の重要通信を確保・運用できる体制を確立する。 

 

（2） 情報管理体制の確立 

町は、災害時において、被害情報等の収集、県や防災関係機関との通信・連絡、気象観測

情報等の各種情報の収集・検索、被害状況等の登録等総合防災情報システムを効果的に活

用することが可能であるため、常にシステムの防災端末を立ち上げ、運用体制を確立する。 

 

（3） 関係機関等の情報管理体制の確立 

関係機関等は、風水害等に迅速・的確に対処するため、各機関が整備・保有している通信

連絡手段を効果的に運用し、災害情報を収集・伝達できる体制を確立する。 

また、関係機関等は、関係機関相互で通信可能な連絡手段である総合防災情報システム

や防災行政無線等を効果的に運用し、情報連絡体制を確立する。特に、総合防災情報シス

テムの利用機関相互においては、システムを活用し、被害情報等の情報を共有化し、関係機

関相互の連携を図る。 

 

２．気象予報及び警報等の収集・伝達                                  

関係機関は、気象予報及び警報等伝達体制を確立し、気象予報及び警報等が関係者に

対し迅速かつ正確に伝達されるよう努めるとともに、町は、伝達を受けた気象予報及び警報等

を町防災行政無線等により、住民等への伝達に努める。 

なお、大雨、暴風、高潮及び波浪等の特別警報の伝達を受けた場合は、町は、直ちに住民

等への周知の措置をとる。 
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（１） 気象予報及び警報等の発表 

① 松江気象台が隠岐を対象に発表する気象予報・警報等の種類及び発表基準 

気象予報及び警報等は、気象業務法に基づき、松江地方気象台が県東部、県西部及び

隠岐を対象として発表する。そのうち、特に、災害と関係のある隠岐を対象に発表する特別

警報、警報及び注意報の種類及び発表基準は、次表のとおりである。 

防災上必要と考える場合、松江地方気象台は、一次細分地域の東部・西部・隠岐または

市町村及び海岸や海上に細分し、特別警報、警報及び注意報を発表する。 

 

(ｱ) 特別警報 

種  類 発表基準 

気象 

特別警報 

暴風特別警報

１．暴風によって重大な災害が起こる恐れがあると著しく大きく予想され

る場合。 

２．数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により暴風が吹

くと予想される場合。 

暴風雪 

特別警報 

１．暴風雪によって重大な災害が起こる恐れがあると著しく大きく予想さ

れる場合。 

２．数十年に一度の強度の台風と同程度の温帯低気圧により雪を伴う

暴風が吹くと予想される場合。 

大雨特別警報

１．大雨によって重大な災害が起こる恐れがあると著しく大きく予想され

る場合。 

２．台風や集中豪雨により数十年に一度の降雨量となる大雨が予想さ

れ、若しくは、数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧に

より大雨になると予想される場合。 

[特別警報の指標] 

指  標 基準値 

50 年に一度

の値 

48 時間降水量(㎜) 365 

3 時間降水量(㎜) 134 

土壌雨量指数 224 

※土壌雨量指数とは降雨による土砂災害発生の危険性を示す指数

である。 

※「50 年に一度の値」の欄の値は、各市町村にかかる 5 ㎞格子の 50

年に一度の値の平均値をとったものである。 

※「50 年に一度の値」は統計値であり、一の位の大小まで厳密に評

価する意味は無い。 

※特別警報は、府県程度の広がりで 50 年に一度の値となる現象を対

象。個々の市町村で 50 年に一度の値となることのみで特別警報と

なるわけではないことに留意。 

大雪特別警報

１．大雪によって重大な災害が起こる恐れがあると著しく大きく予想され

る場合。 

２．数十年に一度の降雨量の降雪量となる大雪が予想される場合。 

[特別警報の指標] 

地点名 50 年に一度の積雪深(㎝) 既往 深積雪(㎝) 

西郷 81 107 

※50 年に一度の値は統計値であり、一の位の大小まで厳密に評価する

意味は無い。 

※特別警報は、府県程度の広がりで 50 年に一度の値となる現象を対

象。個々の市町村で 50 年に一度の値となることのみで特別警報とな

るわけではないことに留意。 
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種  類 発表基準 

高潮 

特別警報 

高潮特別警報 １．台風による海面の異常上昇によって重大な災害が起こる恐れがある

と著しく大きく予想される場合。 

２．数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により高潮にな

ると予想される場合。 

波浪 

特別警報 

波浪特別警報 １．風浪、うねり等によって重大な災害が起こる恐れがあると著しく大きく

予想される場合。 

２．数十年に一度の台風や同程度の温帯低気圧により高波になると予

想される場合。 

地面現象 

特別警報 

地面現象 

特別警報 

１．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

る恐れがあると著しく大きく予想される場合。 

２．台風や集中豪雨により数十年に一度の降雨量となる大雨が予想さ

れ、若しくは、数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧に

より大雨になると予想される場合。 

 

(ｲ) 警報 

種  類 発表基準 

気象警報 

暴風警報 
１．暴風によって重大な災害が起こる恐れがある場合。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 

１．暴風雪によって重大な災害が起こる恐れがある場合。具体的には、

雪を伴い、平均風速が陸上で 20m/s 以上、海上で 25m/s 以上になる

と予想される場合。（雪を伴う。） 

大雨警報 

１．大雨によって重大な災害が起こる恐れがあると予想される場合。具

体的には、次の条件に該当する場合。 

雨  量  基  準 3 時間雨量 90 ㎜ 

土壌雨量指数基準 136 

※1) 雨量基準若しくは土壌雨量指数基準を満たした場合に発表。 

    2) 土壌雨量指数とは、降雨による土砂災害発生の危険性を示す

指数。 

大雪警報 
１．大雪によって重大な災害が起こる恐れがあると予想される場合。具

体的には、24 時間の降雪の深さが 50cm 以上と予想される場合。 

高潮警報 高潮警報 

１．台風等による海面の異常上昇によって重大な災害が起こる恐れがあ

ると予想される場合。具体的には、次の条件に該当する場合。 

基  準 港 西郷港 

潮位基準 標高 0.8ｍ 

※基準潮位は、隠岐は、東京湾平均海面と関連付けられないため、

標高の基準となっている。 

波浪警報 波浪警報 
１．風浪・うねり等によって重大な災害が起こる恐れがあると予想される場

合。具体的には、波高（有義波高）が 6．0ｍ以上と予想される場合。 

洪水警報 洪水警報 

１．洪水によって重大な災害が起こる恐れがあると予想される場合。該

当する条件は、大雨警報の場合と同じ。 

雨量基準 3 時間雨量 90 ㎜
 

地面現象

警報 
地面現象警報

１．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

る恐れがあると予想される場合。 

浸水警報 浸水警報 １．浸水によって重大な災害が起こる恐れがあると予想される場合。 
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(ｳ) 注意報 

種  類 発表基準 

気象 

注意報 

風雪注意報 
１．風雪によって被害が予想される場合。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。 

強風注意報 
１．強風によって被害が予想される場合。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 

１．大雨によって被害が予想される場合。具体的には、次の条件に該当

する場合。 

雨  量  基  準 3 時間雨量 40 ㎜

土壌雨量指数基準 97 
 

大雪注意報 
１．大雪によって被害が予想される場合。具体的には、24 時間降雪の深

さが 20 ㎝以上と予想される場合。 

濃霧注意報 
１．濃霧によって交通機関等に著しい支障が生じる恐れがあるとき。具体

的には、視程が陸上 100m 以下、海上 500ｍ以下が予想される場合。 

雷注意報 １．落雷等により被害が予想される場合。 

乾燥注意報 

１．空気が乾燥し、火災の危険度が大きいと予想される場合。具体的に

は、 小湿度が40％以下で実効湿度が65％以下になると予想される

場合。（湿度の値は気象官署の値とする。） 

着雪注意報 

１．着雪によって、通信線や送電線等に被害を受ける恐れがあると予想

される場合。具体的には、24 時間降雪の深さが 20ｃｍ以上となり、気

温－1℃～+2℃と予想される場合。 

霜注意報 

１．晩霜等により農作物に著しい被害を受ける恐れがあると予想される

場合。４月上旬から５月中旬までの 低気温 3℃以下が予想される場

合。 

低温注意報 

１．低温によって農作物または水道管や道路の凍結等に著しい被害が

予想される場合。具体的には、 低気温-4℃以下が予想される場

合。 

高潮 

注意報 
高潮注意報 

１．台風等による海面の異常上昇について一般の注意を喚起する必要

がある場合。具体的には、次の条件に該当する場合。 

基  準 港 西郷港 

潮位基準 標高 0.6ｍ 

※基準潮位は、隠岐は、東京湾平均海面と関連付けられないため、

標高の基準となっている。 

波浪 

注意報 
波浪注意報 

１．風浪・うねり等によって被害が予想される場合。具体的には、波高

（有義波高）が 3．0ｍ以上と予想される場合。 

洪水 

注意報 
洪水注意報 

１．次の条件を満たし、洪水によって災害が起こる恐れがあると予想され

る場合。 

基準雨量 3 時間雨量 40 ㎜ 
 

なだれ 

注意報 
なだれ注意報

１．次のいずれかに条件に該当し、雪崩によって災害が起こる恐れがあ

ると予想される場合。 

(1) 積雪 100cm 以上。 

(2) 積雪が 50 ㎝以上あり、30 ㎝以上の降雪が予想されるとき。 

(3) 積雪が 50 ㎝以上あり、 高気温が 8℃以上と予想される場合。 

(4) 積雪が 50 ㎝以上あり、かなりの降雨が予想される場合。 

地面現象

注意報 

地面現象注意

報 

１．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恐れが

あると予想される場合。 

浸水 

注意報 
浸水注意報 

１．浸水によって災害が予想される場合。 
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（注）1.発表基準欄に記載した数値は、島根県における過去の災害発生頻度と気象条件との関係を

調査して決めたものであり、気象要素によって災害発生を予想する際の概ねの目安である。 

2.特別警報、警報及び注意報は、その種類に関わらず解除されるまでは、継続される。また、特

別警報、警報及び注意報が発表されるときは、これまで継続中の特別警報、警報及び注意

報は、自動的に新たな特別警報、警報及び注意報に切り替えられる。 

3.地面現象特別警報、警報及び注意報、浸水警報及び注意報は、標題を出さないで、関連す

る大雨特別警報、警報及び注意報、洪水警報及び注意報に含めて行う。 

 

② 総合防災情報システムまたは公衆電気通信施設（ファクシミリ、電話等）により、町に伝

達される気象予報及び警報等の種類 

特別警報（発表・解除） 暴風、暴風雪、大雨、大雪、高潮、波浪 

警報（発表・解除） 暴風、暴風雪、大雨、大雪、洪水、高潮、波浪 

注意報（発表・解除） 風雪、強風、大雨、大雪、洪水、高潮、波浪、着雪、雪崩、

乾燥、雷、低温、濃霧、霜 

気象等情報 

（次項(2)～（4）参照） 

台風・大雨・大雪等気象情報、土砂災害警戒情報、指定河

川洪水情報、記録的短時間大雨情報、竜巻注意情報等 

 

（２） 気象等情報の発表 

気象情報は、気象業務法に基づき、松江地方気象台が県東部、県西部及び隠岐を対象に

台風や大雨、竜巻などについて発表する情報で、台風・大雨などの重要な気象現象の状態を

具体的に説明し、特別警報、警報及び注意報に先立って注意を呼びかけたり、特別警報、警

報及び注意報を発表している間に気象状況の経過や予想、防災上の注意を解説するために

発表される情報である。（前項（１）②参照） 

① 気象情報のうち、「島根県記録的短時間大雨情報」は、大雨警報発表中に数年に１回

程度しか発生しないような降水量を観測または解析した場合、さらに、強く警戒を呼びか

けるため発表する。具体的には、アメダス雨量、島根県観測雨量またはレーダー・アメダ

ス解析雨量の 1 時間降水量が８０ｍｍを超えた場合に発表される。 

② 気象情報等のうち、隠岐地方の「島根県記録的短時間大雨情報」は、アメダス及び気象

庁以外の機関の雨量または解析雨量※で 1 時間の降水量が 80 ㎜の雨量を観測または

解析した場合に発表される。 

※解析雨量は、気象庁レーダー（全国２０箇所）、国土交通省河川局・道路局レーダー

（全国４箇所）とアメダス（全国１，３００箇所）及び部外雨量から得られたデータをもとに、

それぞれの特性を活かし全国を１㎞四方に細かく区切って、３０分間毎の雨量を解析し

たもの。 

 

（３） 土砂災害警戒情報の発表 

① 土砂災害警戒情報 

土砂災害警戒情報は、大雨警報を解説する気象情報のひとつであり、大雨警報発表中

において、より厳重な警戒を呼びかける必要があると認められる場合等に、市町村の防災
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活動や住民の避難行動を支援するため、気象業務法第１１条及び災害対策基本法第５５条

に基づき、松江地方気象台と県が共同で市町村単位で発表する。 

町長が行う避難勧告等の発令にあたっては、土砂災害警戒情報を参考にしつつ、県が提

供する補足情報や個別の渓流・斜面の状況、気象状況等もあわせて総合的に判断する。 

なお、土砂災害警戒情報の概要については、資料編参照。 

② 補足情報（危険度レベル） 

県は、土砂災害警戒情報の補足情報として次の危険度レベルを土砂災害予警報システ

ムで町に提供するとともに、ホームページでも提供している。 

土砂災害警戒情報の補足情報（危険度レベル） 

危険度 表示 状況及び行動の目安 

レベル１ 

（目安） 

黄 ３時間以内に土砂災害発生の基準値を超える恐れがある場合 

（要配慮者等、特に、避難行動要支援者には避難を、それ以外の者に

は避難の準備を呼びかけることが必要な状況） 

レベル２ 

（目安） 

桃 ２時間以内に土砂災害発生の基準値を超える恐れがある場合 

(避難勧告等の発表が必要な状況) 

レベル３ 

（目安） 

赤 １時間以内に土砂災害発生の基準値を超える恐れがある場合 

(危険箇所等の近くの住民が避難を終えたことを確認する必要がある) 

レベル４ 

（目安） 

紫 既に土砂災害発生の基準値を超えている場合 

(土砂災害がいつ発生してもおかしくない状況) 

 

（４） 水防警報の発表 

  県は、洪水により重大または相当な被害を生ずる恐れのものとして指定した河川（以下、

「水位周知河川」という。）において、はん濫注意水位、避難判断水位、はん濫危険水位に達

した場合は、島根県水防計画に基づき、水防警報を発表し水防関係機関に通知するとともに

一般に周知する。 

本町では、二級河川八尾川が水位周知河川として指定されており、次のとおり水防警報の

発表基準が定められている。 

 

① 水位周知河川の区域及び発表者 

水 

系 

名 

河 

川 

名 

区                 域 発表者 

八 

尾 

川 

八 

尾 

川 

（左岸）隠岐の島町原田（蔵見橋）から隠岐の島町西町（河口）まで 

（右岸）隠岐の島町上西（蔵見橋）から隠岐の島町港町（河口）まで 

島根県水防 

隠岐支部長 

 

② 水防警報の発表基準 

河 

川 

名 

観 

測 

所 

所在地 
堤 防 高
上段：左岸

下段：右岸

は ん 濫

危険水位

避    難

判断水位

は ん 濫

注意水位

水 防 団 

待機水位 

活動対象の水

防管理団体 

八

尾

川 

中 

条 

隠岐の島町原

田 

4.10 

4.20 
3.00 2.20 2.00 1.20 隠岐の島町 
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  ③ 水防警報の発表条件 

区分 発  表  条  件 水位 

待機 水防団待機水位を突破し、降雨状況及び河川状況等により必要と認

められるとき。 
1.20m

準備 降雨状況等により、はん濫注意水位を越えると見込まれるときで、はん

濫注意水位に達する前にその時の水位上昇速度により判断する。 
1.60m

出動 はん濫注意水位に達し、なお水位上昇が見込まれ、災害が生ずる恐

れがあるとき、または河川状況等により災害の恐れのあるとき。 
2.00m

指示 はん濫危険水位に達し、災害の恐れのあるとき、その他水防活動上必

要な情報。（適宜） 
3.00m

解除 水位がはん濫注意水位以下に下降し、降雨状況及び河川状況等によ

り水防活動の必要がなくなったとき。 
- 

 

（5） 関係機関への伝達 

町長は、関係機関から気象予報及び警報等の通知を受けた時は、あらかじめ計画された組

織を通じ、迅速かつ的確な方法によって町内の防災関係機関・町民等に周知するとともに、防

災体制確立のため必要な措置を講ずる。 

なお、特別警報の場合は、直ちに住民及び所在の官公署に対し、本計画で定める伝達体

制によって周知の措置をとる。 

 

（6） 町における気象予報及び警報等の取扱い 

① 気象等の特別警報、警報及び注意報等は、勤務時間中は総務課で受信し、確認作業

を行い、次項（７）の伝達系統により関係機関に伝達するとともに、庁内放送等によって職

員全員に伝達し、関係各課はこれにともなう必要な措置を講ずる。 

② 勤務時間外における通報は、当直職員が受信し、これを総務課長またはあらかじめ指

名された職員に連絡する。 

③ 当直職員から連絡を受けた職員は、その状況を町長または副町長に連絡するとともに、

関係職員の動員等必要な措置を講ずる。 

（7） 気象警報等の伝達方法 

松江地方気象台から発表・通知された気象警報等の重要な気象関係情報は、次の方法に

より関係機関に伝達する。（伝達系統図参照） 

伝達先 伝達方法 一般住民への伝達 

庁内各課 口頭、庁内放送 
防災行政無線、各福祉施設等に対して電話

（利用者への伝達） 

教育委員会 
口頭、電話、防災行政

無線 

各学校に対して電話（児童・生徒への伝達） 

関係機関、団

体 
電話、防災行政無線 

各構成員への電話 

各自治会 
防災行政無線、電話、

口頭 

防災行政無線、地区有線放送、電話、口頭

（必要に応じ） 

消防団 
防災行政無線、電話、

口頭 

防災行政無線、電話、消防車両による広報・

サイレン、戸別訪問（声かけ）、標識等の設置
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なお、各伝達先の代表者及び連絡方法等は、資料編に掲載する。 

 

気象警報等の伝達系統図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）注意報についての一般住民への周知方法は、ラジオ・テレビ等により察知し得る状態が多いの

で、特に、必要な場合は、防災行政無線を利用する。 

 

（8） 異常現象発見時の措置 

① 異常現象の種別 

種    別 内     容 

たつ巻 農作物、建造物に被害をあたえる程度以上のもの 

強い降氷 農作物等に被害をあたえる程度以上のもの 

その他異常なもの 火災、油の流出、大規模な流木・油等の漂着 

② 発見者の通報手続 

(ｱ) 異常現象を発見した者は、速やかに町または警察署、消防機関へ通報しなければな

らない。 

(ｲ) 通報を受けた警察官等は、速やかに町長・隠岐の島警察署長に通報する。 

松江地方気象台 

島根県 

（防災危機管理課）

隠岐の島町 

（総務課） 

NTT西日本 

または 

NTT東日本 

島根県総合

防災情報シ

ステム端末

機による気

象情報収集

警察本部 

隠岐の島 

警察署 

防災 

無線 

特別警報、警報のみ 

特別警報、警報のみ 

住民 

各
学
校 

そ
の
他
の
教
育
施
設 

消
防
団
長 

自
治
会
長 

自
主
防
災
組
織

住
民 

教
育
委
員
会 

関
係
機
関
団
体

分
団
長 

電
話
・
口
頭 

防
災
行
政
無
線

電
話
・
口
頭 

防
災
行
政
無
線

電
話
・
口
頭 

防
災
行
政
無
線

広
報
車 

防
災
行
政
無
線

電
話
・
口
頭 

防
災
行
政
無
線

電
話
・
口
頭 

防
災
行
政
無
線

電
話
・
Ｆ
Ａ
Ｘ 

広
報
車 

サ
イ
レ
ン 

区
長
遠
隔
装
置 

口
頭
・
電
話 

口
頭
伝
達 
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(ｳ)  (ｱ)または(ｲ)により通報を受けた町長は、直ちに次の機関に通報するとともに、関係

地域の住民に周知する等の必要な措置をとる。 

（ａ） 松江地方気象台 

（ｂ） 隠岐支庁 県土整備局 

（ｃ） その他必要と認める関係機関 

（ｄ） 当該災害に関係ある市町村 

 

（9） 町長が行う警告等の伝達 

町長が発令する避難勧告（指示）、退去勧告等警告の伝達体制（災害対策基本法第５６条、

第６０条）は、本計画に定めるところによるが、伝達に特に放送機関を利用することが適切と考

えられるときは、県を通して行う。 

 

 

３．雨量・水位等の収集                                        

雨量・水位等の情報は、県・国及びその出先機関・気象台の協力を得て、観測記録の収集

に努め、関係ある河川の状況を把握するほか、災害が予想される地域においては、必要に応

じ簡易な雨量計及び水位計等を設置し、積極的な情報収集源の要請に努める。 

なお、町内に各機関が設置している雨量・水位等の観測施設は、資料編に掲載する。 

 

 

４．被害状況等の調査及び収集・報告                               

（１） 被害状況等の調査及び収集 

① 被害状況等の調査 

被害状況の把握及び災害応急対策の実施状況等の調査並びに収集は、的確な状況判

断と適切な対策の基本的条件となるため、町が直接収集することを原則とする。ただし、や

むを得ない場合は、町を通じ消防署、消防団に依頼できるものとする。 

なお、それぞれの災害応急対策実施機関の業務に関わる事項は、それぞれの機関にお

いて被害状況の把握に努める。 

町における被害状況等の調査の種類、調査事項等は、次のとおり。 
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調査の実施者 

１．町は、県管理以外の施設の被害について調査を行う。 

２．町において調査を実施することが困難な場合は、県に協力を依

頼することができる。 

３．町は、県管理施設において災害が発生したことを承知したとき

は、管理する県の関係地方機関に通知する。 

調査の 

種類 

（災害時

期別に調

査を実

施） 

発生調査

１．災害の発生についての通報を受けた関係機関は直ちにその概

況を調査する。 

２．本調査は、災害に伴う応急対策実施上の基礎となるので、できる

限り短時間にその概況を調査する。 

中間調査

１．災害発生後の状況の変化に伴い、できる限り詳細に調査する。 

２．本調査は、災害の変動に伴い諸対策の準備、変更等に重大な

影響を及ぼすので、状況の変動に従ってできる限りその都度行

う。 

確定調査

１．災害が終了し、その被害が確定したときに調査する。 

２．本調査は、災害に伴う応急措置、災害復旧計画等の基礎となる

ものであり、また復旧費の費用負担に影響を与えるので、正確を

期する。 

調査事項 
１．資料編に掲載する「市町村から県に対する報告様式」の内容に

ついて調査する。 

被害状況等の 

判定基準 

１．資料編に掲載する「被害状況等の判定基準」に基づき判定する。

 

② 被害状況等の収集・報告系統 

収集及び報告系統は、次のとおりとし、総括的報告のとりまとめは、町が行う。また、各課に

おける各種被害報告の処理は、関係法令等の定めによる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 通信施設 

災害時に利用可能な通信施設等は、資料編に掲載する。 

 

（３） 県及び関係機関等への被害状況等の報告 

町は、前項（１）でとりまとめた被害状況等を、島根県地域防災計画に定める報告の種類及

国（消防庁） 

県 

隠岐の島町 防災関係機関 町防災会議 

県地方機関 

消防団 住民 

県防災会議 
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び時間等により、県に報告するとともに、必要なときは、その他の防災関係機関に通報する。 

① これらの町の報告は、対策本部総務対策部が行う。 

② 各所掌事務に係る報告は、隠岐支庁（県土整備局をはじめ、各関係局・所）を通じ、所

定の様式により行う。 

③ 災害発生即報については、被害の状況及びこれに対する措置の概要が判明次第、直

ちに総合防災情報システムによる所定の様式により、県防災危機管理課（災害対策本部

設置後は、事務局）及び隠岐支庁（県民局、県土整備局）に報告する。なお、総合防災

情報システムによる報告ができない場合は、ＦＡＸまたは電話による。 

特に、行方不明者の数は、捜索・救助体制の検討等に必要な情報であるため、町は、

次のことに留意し、情報の収集・報告に努める。 

(ｱ) 住民登録の有無にかかわらず、町の区域（海上を含む。）内で行方不明となった者に

ついて、警察等関係機関の協力に基づき正確な情報の収集に努める。 

(ｲ) 行方不明として把握した者が、他の市町村に住民登録を行っていることが判明した

場合、当該登録地の市町村または県に連絡する。 

④ 県に報告することができない場合の被害状況等の報告は、国（消防庁）に報告するほか、

１１９番通報が殺到する場合等においては、県に加えて、国（消防庁）にも直接通報する。 

⑤ 被害状況及びこれに対する措置の概要は、毎日１３時までにまとめて、県に報告する。 

また、被害状況の報告にあたっては、可能な範囲で現場写真などの画像資料を添付

する。なお、報告回数及び時間については、県と協議のうえ変更することができる。 

⑥ 総合的な被害報告については、資料編に掲載する「市町村から県に対する報告様式」

により、県防災危機管理課に報告を行う。また、当該災害にかかる被害等の 終調査を

終了したときは、速やかに文書をもって確定報告を行う。 

⑦ 報告の種類、報告内容、時期及び経路等は、原則として次表による。 

 

区  別 報 告 内 容 報告の時期及び経路 連絡方法等 

災 害 発 生  

即 報 

①災害の発生状況 

②災害に対してとった  

措置の状況 

③県等に対する応援要求

④被害の概要（判定基準

（即報用）以上のもの） 

※様式第０号による 

 

町→隠岐支庁県土整備局・防災危

機管理課 

 

①②③④のいずれかが判明次第、

直ちに 

緊急を要するものであ

るので、昼夜間を問わ

ず電話電報、無線等を

利用して報告する。 

速 報 
各種被害等の概況 

※様式第1号による 

町→隠岐支庁県土整備局→防災危

機管理課 

 

概況が判明次第、随時 

ただし、隠岐支庁県土整備局が行う

集計確認の時期については、被害

の発生状況により防災危機管理課

より別途指示する。 
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区  別 報 告 内 容 報告の時期及び経路 連絡方法等 

詳 報 

各種被害等の状況 

※様式第２号 

～様式第23号による 

町、隠岐支庁（各局・所）→関係課

→防災危機管理課 

 

被害等の状況が判明次第逐次報告

ただし、隠岐支庁（各局・所）が行う

集約報告は、13時までに行う。 

被害等の状況は、諸応

急対策の決定等のもと

になるものであるので、

迅速に被害等の収集

ができるよう、平常時か

ら体制を整えておく。 

確 定 報 告  同上 

町、隠岐支庁（各局・所）→関係課

→防災危機管理課 

 

災害に対する応急措置を完了した

後20日以内に報告 

災害復旧計画などのも

とになるので、正確を期

す。 

災 害 対 策  

本 部 

①災害対策本部の設置②

災害対策本部の解散 

町、隠岐支庁県土整備局、関係課

→防災危機管理課 
 

被 害 地 点  

報 告 

①被害現場の状況 

②被害現場の位置 

③被害現場の画像 

全ての防災端末設置機関→防災危

機管理課 

 

被害の状況が判明次第、直ちに 

 

ラ イ フ 

ラ イ ン 

電気、都市ガス、ＬＰガス、

電信電話、上水道、簡易

水道、下水道被害の状況 

町、関係課→防災危機管理課 

 

販売事業者→県ＬＰガス協会 

→消防総務課→防災危機管理課 

 

被害の状況が判明次第、直ちに 

 

交 通 情 報  

道路（国道､県道の全面通

行止め）、の被害状況及び

運行状況 

隠岐支庁県土整備局→道路維持課

→防災危機管理課 

 

被害の状況が判明次第、直ちに 

 

鉄道、バス、空港、船舶の

被害及び運行状況 

各交通会社・事務所→交通対策課

→防災危機管理課 

 

被害の状況が判明次第、直ちに 

 

林 野 火 災  
林野焼損面積20ヘクター

ル以上の火災 

各消防本部→防災危機管理課 

 

鎮火した月の翌月末日までに報告 

 

注）上記による報告は、原則として災害体制及び災害対策本部設置前の規定であり、災害体制等設置後に

あっては、災害の程度、形態等により報告の内容、時期等を変更することができる。 

 

（４） 消防庁への直接即報 

以下に示す「直接即報基準」に該当する火災・災害等が発生した場合には、町は、第一報

を県に加え、消防庁に対しても報告する。この場合において、消防庁長官から要請があった

場合については、町は、第一報後の報告についても、引き続き、消防庁に対して行う。即報に

おける記入要領（様式）は、資料編に掲載する。 
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火

災

等

即

報 

交通機関

の火災 

１．船舶、航空機、列車、自動車の火災で次に掲げるもの。 

① 航空機火災。 

② トンネル内車両火災。 

③ 列車火災。 

④ タンカー火災の他、社会的影響度の高い船舶火災。 

危険物等

に係る事

故 

１．死者（交通事故によるものを除く。）または行方不明者が発生したも

の。 

２．負傷者が 5 名以上発生したもの。 

３．危険物等を貯蔵しまたは取り扱う施設の火災・爆発事故で、当該工

場等の施設内または周辺で 500 ㎡程度以上の区域に影響を与えた

もの。 

４．危険物等を貯蔵しまたは取り扱う施設からの危険物等の漏洩事故

で、次に該当するもの。 

① 海上、河川へ危険物等が流出し、防除・回収等の活動を要する

もの。 

② 500 キロリットル以上のタンクからの危険物等の漏洩等。 

５．市街地におけるタンクローリーの事故に伴う漏洩で、付近住民の避

難、道路の全面通行禁止の措置を要するもの。 

６．市街地において発生したタンクローリーの火災。 

救急・救助事

故即報 

１．死者及び負傷者の合計が１５人以上発生した救急・救助事故で次

に掲げるもの。 

① 航空機、船舶の衝突、転覆等による救急・救助事故。 

② バスの転落等による救急・救助事故。 

③ ハイジャック及びテロ等による救急・救助事故。 

④ 不特定多数の者が集まる場所における救急・救助事故。 

⑤ その他報道機関に取り上げられる等、社会的影響度が高いも

の。 

災害即報 
１．地震が発生し、町の区域内で震度５強以上を記録したもの。（被害

の有無を問わない。） 
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第３節 災害通信                                    

 風水害時における迅速、的確な情報の収集及び伝達を行うにあたり、緊急を要する時には、

電話の優先利用、各防災関係機関の専用電話及び無線通信施設の利用等により、災害時に

おける重要通信の確保を図る。 

 

１．加入電話または電報（公衆通信設備）の優先利用                      

（１） 非常通話及び非常通報 

① 通話・通信内容 

次に掲げる内容の市外通話・通報については、他の市外通話及び電報に優先して、接

続並びに伝送・配達が行われる。 

(ｱ) 気象機関相互間で行う気象に関する報告または警報。 

(ｲ) 水防機関相互間で行う災害に関する通報、もしくは警報または予防のための緊急を

要する事項。 

(ｳ) 消防機関または災害救助機関相互間で行う災害の予防、救助で緊急を要する事

項。 

(ｴ) 輸送の確保に直接関係ある機関相互間で行う交通施設の災害の予防または復旧、

その他輸送の確保のための緊急を要する事項。 

(ｵ) 通信の確保に直接関係ある機関相互間で行う通信施設の災害の予防または復旧、

その他通信の確保のため緊急を要する事項。 

(ｶ) 電力供給の確保に直接関係ある機関相互で行う電力設備の災害の予防または復旧、

その他電力の供給の確保に関し、緊急を要する事項。 

(ｷ) 警察機関相互で行う秩序維持のため緊急を要する事項。 

(ｸ) 災害に関する異常現象発見者が、災害関係機関に通報するもの。 

② 非常通話及び非常電報の取扱い 

(ｱ) 非常通話 

あらかじめ電話取扱局の承諾を受けた番号の加入電話によるものを原則とするが、や

むを得ない特別の事由がある場合は、一般の加入電話によるものとする。通話を請求す

るときは、「非常」の旨及びその必要な理由を電話取扱局に申し出る。 

本町においては、ＮＴＴ西日本島根支店において次のとおり承認を受けている。 

管理課 承認電話番号 

総務課 ０８５１２－２－８５６２，８５６３，８５６４，８５６５ 

布施支所 ０８５１２－７－４３１１，４３１２ 

五箇支所 ０８５１２－５－２２１３，２２１４，２２１１，２２１２ 

都万支所 ０８５１２－６－２３１１，２３１２，２３１３ 

 

 (ｲ) 非常電報 

発信するときは、「非常」とその旨朱書きする。 
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２．災害時特設公衆電話の利用                                   

町では、災害時の通信手段の確保のため、避難者が無料で使用でき、通信規制時におい

てもつながりやすい災害時優先電話である特設公衆電話を、町内の主要な公共施設に５台

配置している。災害発生時の避難所開設に合わせ迅速に設置し、避難してきた者の家族の安

否確認等に利用する。 

 

３．その他の専用電話の利用                                    

町が行う警報の伝達及び警告並びに応急措置の実施に必要な通信で、緊急通信を必要と

する場合に、公衆電話の通信系統を利用することが不可能なとき、または著しい遅延等特別

な理由により利用困難なときには、本町内にある資料編に掲載する各機関が設置する専用電

話を利用する。 

 

４．非常無線通信の利用                                       

被害により有線通信が途絶し、その他諸種の事由により、有線通信系統の利用が困難な場

合には、「非常通信協議会」加入の各機関が設置している無線通信施設を利用する。なお、

本町にある機関は、資料編に掲載するとおり。 

 

（１） 通信の内容 

非常通信における通信の内容は、次に掲げるもの、またはこれに準じる。 

① 人命の救助に関するもの 

② 災害の予報（主要河川の水位に関するものを含む｡）及び天災その他災害の状況に関

するもの 

③ 緊急を要する気象、地震等の観測資料 

④ 非常の事態が発生し、または発生する恐れがある場合に、総務大臣が命令を発して無

線局に非常通信を行わせるときの指令及びその他の指令 

⑤ 非常事態に際しての事態の収拾、復旧、交通制限その他の維持、または非常事態に伴

う緊急措置に関するもの 

⑥ 暴動に関する情報連絡及びその緊急措置に関するもの 

⑦ 非常災害時における緊急措置を要する犯罪に関するもの 

⑧ 遭難者救護に関するもの 

⑨ 道路、電力施設、電信電話回線の破壊または障害の状況及びその修理復旧のための

資材の手配及び運搬、要員の確保その他緊急措置に関するもの 

⑩ 防災機関相互間に発受する災害救援、その他緊急措置に要する労務、施設、設備、物

資及び資金の調達、配分、輸送等に関するもの 

⑪ 災害救助法、災害対策基本法等の規定に基づき、知事から発する従事または協力命

令に関するもの 

⑫ 災害の救援に重大な関係を有し、人心の安定上必要な緊急を要するニュースを新聞社、

通信社または放送局が発受するもの 
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（２） 取り扱い 

その取り扱いは、下記のとおり。ただし、災害対策基本法第５７条、第７９条に基づくものは、

この限りでない。 

非常無線通

信文の作成 

１．公衆電報、通信紙または適当な用紙を使用する。 

２．電文の冒頭に、「非常」と朱書きする。 

３．宛先には、住所、氏名及び電話番号を記載する。 

４．文字は、カタカナ字または漢字等の使用による普通文とする。字数は、

一通２００字以内とし、通数については、制限しない。 

５．発信者の欄には、住所、氏名、電話番号を明記する。 

発信依頼 １． 寄りの無線局に、非常電報を持参して依頼する。 

 

５．アマチュア無線局への協力要請                                  

災害時における一般加入電話の途絶時の通信手段のひとつとなるため、町内のアマチュア

無線局と連携し、アマチュア無線による通信及び情報提供の協力を求める。 

 

６．放送機関に対する放送要請                                  

町は、災対法第５７条の規定に基づき災害が発生し、または発生する恐れのある場合につ

いて、その通信のため特別の必要があるときは、知事を通じ放送機関に対し放送を行うことを

求める。 

これについての協定は、資料編に掲載するとおり。 
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第４節 災害広報                                    

町は、災害が発生し、または発生することが予想される場合において、情報の収集を行うと

ともに、災害情報、災害応急対策等の周知徹底を図り、住民の不安を除き、また、住民の協力

を得るため、さらに、被害の拡大防止を図るために適切かつ迅速な広報活動を行う。 

 

１．広報活動の対象機関                                       

町は、各対策部から報告のあった被害状況等を中心に広報資料を収集するほか、必要に

応じ他の関係機関・各種団体及び施設等にも情報の提供を求め、次の関係機関に対して広

報活動を行う。 

対象機関 方法 

報道機関 電話、口頭、文書、電報 

各関係機関 電話、防災行政無線 

一般住民 防災行政無線、広報車、サイレン、電話、口頭 

庁内各課 口頭、庁内電話、庁内放送 

その他特に必要とするもの 電話・口頭・文書・広報車他 

 

２．広報活動の方法                                         

町は、地域に密着した範囲の災害に関する広報について、警察をはじめとする関係機関と

連携し、次の事項を中心に広報を実施する。 

（１） 一般広報 

① 広報内容 

以下に示す災害時の時系列に応じた災害広報を実施する。 

警戒・避難期の気

象予報及び警報

等もしくは気象情

報等の広報 

１．雨量、河川水位、潮位、災害の危険度等の状況 

２．浸水・高潮・土砂災害等の発生状況及び二次災害の発生見込み等 

３．住民のとるべき措置(周辺地域の状況把握、近隣助け合いの呼びかけ

等) 

４．避難の必要の有無、避難先の開設状況等 

災害発生直後の

広報 

１．災害発生状況(人的被害、住家被害等の災害発生状況) 

２．災害応急対策の状況(地域・コミュニティごとの取り組み状況等) 

３．道路交通状況(道路交通規制等の状況、バスの被害、復旧状況等) 

４．電気・ガス・水道・電話等ライフライン施設の被災状況(途絶箇所、復

旧状況等) 

５．医療機関の開設及び医療救護所の設置状況 

応急復旧活動段

階の広報 

１．住民の安否(被災者台帳の作成、被災者支援への活用等) 

２．給食・給水・生活必需品の配給状況、その他生活に密着した情報(地

域のライフライン設備の途絶等被災状況、し尿処理・衛生に関する状

況、臨時休校の情報等) 
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支援受け入れに

関する広報 

１．各種ボランティア情報(ニーズ把握、受け入れ・派遣情報等) 

２．義援金・救援物資の受け入れ方法・窓口等に関する情報 

被 災者に 対す る

広報 

１．安否情報の提供、その他各種の相談サービスの開設状況 

 

帰宅困難者への

広報 

１．町内各地での道路の被災や、バス等が運行を停止し、自力で帰宅す

ることが困難な帰宅困難者が大量に発生した場合には、「むやみに移

動を開始しない」という基本原則の広報等により、一斉帰宅の抑制を図

る。 

その 他の必要事

項 

１．安否情報等についての災害用伝言ダイヤルの登録・利用呼びかけな

ど 

 

② 広報の方法 

町が保有する以下の広報手段を 大限活用した災害広報を実施する。その際、視聴覚

障がい者、高齢者、外国人等に十分配慮する。 

なお、災害の程度により、広報の手段を著しく欠いたときは、県または報道機関に協力を

要請して災害広報を実施する。 

また、避難所等にいる被災者は情報を得る手段が限られていることから、被災者生活支

援に関する情報については、紙媒体でも情報提供を行うなど、適切に情報提供がなされる

よう努める。 

このほか、在宅での避難者、応急仮設住宅として供与される賃貸住宅への避難者、所在

を把握できる広域避難者にも配慮した伝達を行う。 

(ｱ) 防災行政無線（戸別受信機、屋外拡声装置）、有線放送等による広報 

(ｲ) 広報車による広報 

(ｳ) ハンドマイクによる広報 

(ｴ) 広報誌紙、掲示板による広報 

(ｵ) インターネットによる広報（ホームページ等を活用した広報、携帯電話を活用した情

報提供、ポータルサイト・サーバー運営事業者の協力による広報） 

 

（２） 報道機関への広報 

町が定期的に記者発表し、広報を実施する。ただし、広域的かつ大規模な災害のときは、

県による報道機関調整を要請する。 

 

３．関係機関等による災害広報の実施                    
防災関係機関は、事前に定めた災害時の広報計画等に基づき、町民及び利用者等への

広報を実施するとともに、特に、必要があるときは、町、県及び放送機関に要請して広報を依

頼する。 

 

 

 

-128-



風水害等対策編 第 2編 風水害対策計画 
第 2章 災害応急対策計画 

第 4節 災害広報 
 

４．住民等からの問い合わせに対する対応                  
(1) 体制の整備 

町及び防災関係機関等は、必要に応じ、発生後速やかに住民等からの問合せに対応する

専用電話を備えた窓口の設置、人員の配置等体制の整備を図る。また、情報のニーズを見極

めたうえで、情報収集・整理・発信を行う。 

 

(2) 安否情報の提供 

町は、被災者の安否について住民等から照会があったときは、被災者等の権利利益を不当

に侵害することのないよう配慮しつつ、消防、救助等人命に関わるような災害発生直後の緊急

性の高い応急措置に支障を及ぼさない範囲で、可能な限り安否情報を回答するよう努める。 

この場合において、町は、安否情報の適切な提供のために必要と認めるときは、県、地方

公共団体、消防機関、警察本部等と協力して、被災者に関する情報の収集に努める。 

なお、被災者の中に、配偶者からの暴力等を受け加害者から追跡されて危害を受ける恐れ

がある者等が含まれる場合は、その加害者等に居場所が知られることのないよう当該被災者

の個人情報の管理を徹底する。 
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第５節 広域応援体制                                 

町は、大規模災害が発生し、被害が広範囲に拡大して町や町の防災関係機関単独では、

円滑な応急対策活動の実施が困難な場合、県に応援要請または県内市町村の相互応援の

調整を要請する。また、必要な場合、関係指定地方行政機関または関係指定公共機関に対

し、職員の派遣を要請する。 

このため、応援要請が迅速に行えるよう、職員の研修、訓練等を実施し、受援体制を整える

とともに、災害活動体制を強化・充実していく。 

 

１．市町村相互の応援                                         

（１） 市町村相互の応援協力及び県外への応援要請 

① 災害が発生した場合、隣接する市町村は、応急措置の実施について相互に応援協力

を行う。 

② 被害がさらに拡大した場合、県の隠岐地区災害対策本部の管轄区域内の町村は、被

災町村からの要請に基づき、応急措置の実施について必要な応援協力を行う。 

また、必要な場合、被災町村は、県に対し応援を要請する。この場合、基本的に隠岐

地区災害対策本部を窓口にして応援を要請する。 

③ 災害が大規模となりブロックを越える応援が必要と判断される場合、被災町村は、県に

対して応援要請または県内市町村の相互応援の調整を要請する。 

また、県を通じて他県または他県の市町村、防災関係機関等からの応援を要請する。 

 

（２） 町内所在機関相互の応援協力 

町の区域内に所在する県、指定地方行政機関等の出先機関及び町の区域を活動領域と

する公共的団体等は、災害が発生しまたは発生しようとする場合は、町が実施する応急措置

について、応援協力を行う。 

 

２．県内消防本部の応援                                       

大規模災害及び特殊災害等の発生により所轄する町等の消防力で災害の防御が困難な

場合には、隠岐広域連合消防本部は、県内の他の市町村・消防一部事務組合に対し、消防

機関による応援の要請をする。 

 

３．緊急消防援助隊による応援                                   

大規模災害及び特殊災害の発生により、県内の消防力を結集しても十分な災害対応が困

難な場合は、知事を通じ、消防庁長官に、全国の消防機関の相互応援による緊急消防援助

隊の応援を要請するとともに、受援体制を整備する。 

 

（１） 応援要請 

町長は、必要と判断したときは、速やかに知事に緊急消防援助隊の応援を要請する。この

場合で知事と連絡がとれないときは、直接消防庁長官に対して要請を行う。 
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（２）調整本部の設置 

町長は、緊急消防援助隊が出動した場合で、知事が町長に設置の指示を行った場合は、

被災地緊急消防援助隊調整本部を設置する。 

なお、被災市町村が２以上ある場合、被災地が一の市町村であっても知事が必要と認める

場合は、県庁本庁舎 6 階講堂に島根県消防応援活動調整本部（以下、「調整本部」という。）

が設置される。この場合、町は、調整本部に職員を派遣する。 

知事の指示で、町長が調整本部を設置する場合の組織、業務等は、以下のとおり。 

 

設置区分 知事が設置する場合 知事の指示で町長が設置する場合 

調整本部名称 消防応援活動調整本部 隠岐の島町消防応援活動調整本部 

設置場所 島根県庁本庁舎６階講堂 原則として町内（町長が決定） 

調整本部長 島根県知事 隠岐広域連合消防長 

調整本部員 

1．島根県防災部消防総務課長、 

同課職員、島根県防災航空隊職 

員 

2．代表消防機関の職員 

3．現地消防本部の職員 

4．出動した指揮支援部隊長 

1．総務課長、総務課職員 

2．隠岐広域連合消防本部職員 

3．消防庁の派遣職員 

4．県の派遣職員 

5．指揮支援部隊長 

6．代表消防機関の派遣職員 

7．島根県防災航空隊の派遣職員 

調整本部 

の業務 

1．緊急消防援助隊の部隊移動に関すること。 

2．現地消防本部の消防隊、島根県内の消防応援部隊及び緊急消防援助

隊の消火、救助、救急、後方支援等の活動の調整に関すること。 

3．各種情報の集約・整理に関すること。 

4．消防庁災害対策本部との調整に関すること。 

5．県災害対策本部との連絡調整に関すること。 

6．自衛隊、島根県警察本部、医療機関等関係機関との連絡調整に関するこ

と。 

7．その他必要な事項に関すること。 

 

（３） 緊急消防援助隊の指揮体制 

指揮本部は、消防本部に設置し、町長が指揮本部長として県内応援部隊と緊急消防援助

隊の活動を統括管理する。 

指揮支援部隊長は、指揮者の補佐と緊急消防援助隊の活動の管理を行うとともに、緊急消

防援助隊の部隊の配備が決定した場合は、被災地に緊急消防援助隊指揮支援本部を設置

し、指揮支援本部長として、配属された都道府県隊及び航空部隊の活動管理にあたる。 

 

（４） 緊急消防援助隊の経費負担 

緊急消防援助隊の経費負担については､「緊急消防援助隊活動費負担金交付要綱」、「全国

市町村振興協会消防広域応援交付金交付規程」等により処理する。 
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４．海上保安庁の応援                                         

災害時の災害救援、応急・復旧活動において、被害が拡大し、町及び県で保有する船艇、

航空機では、対応ができなくなり、海上保安庁が保有する巡視船艇・航空機による救援活

動が必要となる場合には、県を通じて、海上保安庁による応援の要請をする。 

 

（１） 救援協力の要請 

災害救援、応急・復旧活動等において、海上保安本部等庁の巡視船艇・航空機を必要とす

る場合は、次の事項を記載した文書により県を通じて要請を行う。 

なお、文書を送付するいとまがない場合は、口頭または電話等で要請を行い、事後速や
かに文書での要請を行う。 

① 記載事項 

(ｱ)  要請者の氏名（職業、地位）。 

(ｲ)  災害の概要及び救援活動を要請する理由。 

(ｳ)  救援活動を必要とする期間。 

(ｴ)  救援活動を必要とする区域及び活動内容。 

(ｵ)  前各号に掲げるもののほか、救援活動に必要な事項。 

 

② 要請先 

機 関 名 所 在 地 電  話 

浜田海上保安部(警備救難課) 浜田市長浜町 1785-16 0855-27-0771 

境海上保安部(警備救難課) 境港市昭和町 9-1 0859-42-2531 

隠岐海上保安署 隠岐の島町東町宇屋ノ下 99-2 08512-2-4999 

 

③ 救援活動の内容 

(ｱ）  被害状況の調査及び情報収集。 

(ｲ）  避難指示、避難者の誘導。 

(ｳ）  陸上孤立者の救助。 

(ｴ）  救急患者、医療関係者、その他救援活動に必要な人員及び物資の輸送。 

(ｵ）  その他巡視船艇・航空機により救援可能な活動。 
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第６節 自衛隊災害派遣要請                             

町長は、大規模災害が発生して被害が広範に拡大し、町をはじめ県や各防災関係機関で

は対処することが困難な事態が予想される場合において、人命・財産の保護のため自衛隊の

派遣を知事に要請する。 

町は、その手続き等を定め、自衛隊の効率的かつ迅速な災害派遣要請及びその受入体制

を整える。 

 

１．災害派遣要請基準                                        

自衛隊の災害派遣要請にあたっては、人命救助及び財産保護のため行うものとし、概ね次

の基準による。 

災害派遣 

要請の基準 

１．人命救助のための応援を必要とするとき。 

２．町内での大規模な災害が発生し、応急措置のため、応援を必要とするとき。 

３．救援物資の輸送のため応援を必要とするとき。 

４．主要道路の応急復旧に応援を必要とするとき。 

５．応急措置のため医療・防疫・給水及び通信支援などの応援を必要とするとき。 

 

なお、予防のための派遣については、災害に際し、被害がまさに発生しようとしている場合

において、災害派遣の要請を受け、事情やむを得ないと当該部隊等が判断したときのみ行わ

れる。また、応急対策の措置については、緊急度の高い公共的なもので 小限の応急措置の

みを行い、その後の一般的な措置は行われない。 

 

（１） 自衛隊の災害派遣基準等 

自衛隊の災害派遣は、次の３原則が満たされることが基本となっている。 

① 公共の秩序を維持するため、人命または財産を社会的に保護しなければならい必要性

があること。（公共性の原則） 

② 差し迫った必要性があること。（緊急性の原則） 

③ 自衛隊の部隊が派遣される以外に他の適切な手段がないこと。（非代替性の原則） 

この際、人命にかかるものについては、特別な配慮をもって迅速な対応を図ることが必

要である。 
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（２） 災害派遣の区分 

自衛隊の災害派遣には、災害の様相等に対応して、次のような方法がある。 

 

自衛隊法第８３条 

第２項の規定に基

づく派遣（要請を受

けての派遣） 

１．災害が発生し、知事が人命または財産の保護のため必要があると

認めて自衛隊に災害派遣要請をした結果、派遣される場合。 

２．災害に際し、被害がまさに発生しようとしている場合で、知事が予防

のため自衛隊に災害派遣要請をした結果、派遣される場合。 

３．災害が発生し、またはまさに発生しようとしている場合で、町長が応急

措置を実施するため必要があると認めて、知事に対して災害派遣を

するよう要請を求め、これを受けて知事が県の対応能力を超えると判

断し自衛隊に災害派遣要請をした結果、派遣される場合。 

自衛隊法第８３条 

第２項の規定に基

づく派遣（要請を待

たないで行う派遣） 

１．災害に際し、通信の途絶等により町長が知事に対する災害派遣

要請の要求ができない場合に、自衛隊が、町長等からの災害の状

況等の通知を受けて、直ちに救援の措置をとる必要があると認め

て自主的に派遣する場合。 

２．災害に際し、関係機関に対して当該災害に係る情報を提供する

ため、自衛隊が情報収集を行う必要があると認めて自主的に派遣

する場合。 

３．災害に際し、自衛隊が実施すべき救援活動が明確な場合に、当

該救援活動が人命救助に関するものであると認められる場合。 

４．災害に際し、その事態に照らし、特に、緊急を要し、知事からの災

害派遣要請を待ついとまがないと認めて、自衛隊が自主的に派遣

する場合。 

自衛隊法第８３条 

第３項の規定に基

づく派遣 

１．庁舎・営舎・その他の防衛省の施設またはこれらの近傍に災害が

発生した時、自衛隊が自主的に派遣する場合。 

 

２．災害派遣要請の手続き                        
(1) 災害派遣の要請 

自衛隊の災害派遣要請は、知事が、自衛隊法第83条に基づき自己の判断または町長の派

遣要請の要求により行う。 

 

(２) 災害派遣要請の要求手続き 

町長は、自衛隊の災害派遣を要請する必要が生じた場合、知事に自衛隊災害派遣要請の

要求を行う。要求を行う場合は、次の事項を明記した文書を県防災部長あてに送達する。(資

料編に掲載する「自衛隊災害派遣要請書」参照) 

ただし、特に、緊急を要する場合にあっては、口頭、電信または電話等で要請し、事後速や

かに文書を送達する。 

① 災害の状況及び派遣を要請する事由 

② 派遣を希望する期間 
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③ 派遣を希望する区域及び活動内容 

④ その他参考となるべき事項 

 

(３) 災害派遣要請の要求ができない場合の措置 

町長は、緊急避難、人命救助の場合で事態が急迫し知事に要求するいとまがない時、また

は通信の途絶等により知事への要求ができない時は、その旨及び町の地域に係る災害の状

況を自衛隊要請先の駐屯地司令等の職にある部隊の長に通知する。 ただし、事後、速やか

に、その旨を知事に通知しなければならない。 

 

(４) 要請文書のあて先 

要請文書のあて先は、次のとおりである。 

機  関  名 所 在 地 電   話 
陸上自衛隊出雲駐屯地第13偵察隊 出雲市松寄下町1142-1 0853(21)1045（代） 
海上自衛隊舞鶴地方隊 
（海上自衛隊舞鶴地方総監部） 

京都府舞鶴市字余部下1190 0773(62)2250（代） 

航空自衛隊第３輸送航空隊 鳥取県境港市小篠津町2258 0859(45)0211（代） 

 

（５） 災害派遣要請手続き系統 

図 自衛隊災害派遣要請系統 
     派遣(増援)命令       

派
遣
要
請
の
依
頼
が
で
き
な
い
旨
及
び 

町
の
地
域
に
関
わ
る
災
害
の
状
況
を
通
知 

    
 

第13旅団長 
 

 
相互連絡 

れい下部隊 
 
 
増援要請 

    
派遣報告 

     調  整 
      

 
 

陸上自衛隊出雲駐屯地 
第13偵察隊長 

(出雲駐屯地司令) 
 

航空自衛隊第３輸送航空隊司令 
海上自衛隊舞鶴地方総監 

 

    
 
 

   
 
派遣要請 

  

 自衛隊連絡幹部        
派
遣
要
請
の
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頼
が
で
き
な
い
旨
及
び 

町
の
地
域
に
関
わ
る
災
害
の
状
況
を
通
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   知事 
(県災害対策本部) 

相互連絡    
     地区災害対策本部  

    
 
 

 
   

 
 

  
隠岐の島町長 

(町災害対策本部) 
      

            

     
 
 

      

 

派
遣
要
請県災害対策本部への派遣

派遣要請（状況）の通報
派遣要請の依頼を
した旨の通報 

（派遣要請の依頼ができない場合）（派遣要請の依頼ができない場合）
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３．災害派遣部隊の活動                                       

（１） 活動内容 

災害派遣部隊の活動内容は、概ね次のとおり。 

区    分 活    動    内    容 

被害状況の把握 知事等から要請があった時、または指定部隊等の長が必要と認め

る時は、車両、航空機等状況に適した手段によって情報収集活動

を行い、被害状況を把握する。 

避難の援助 避難の命令等が発令され、避難、立退き等が行われる場合で必要

あるときは、避難者の誘導、輸送等を行い、避難を援助する。 

遭難者等の捜索救助 死者、行方不明者、負傷者等が発生した場合は、通常他の救助

活動に優先して捜索救助を行う。 

水防活動 堤防、護岸等の決壊に対しては、土のう作成、運搬、積み込み等

の活動を行う。 

消防活動 火災に対しては、利用可能な消防車その他防火用具（空中消火が

必要な場合は航空機）をもって、消防機関に協力して消火にあた

る。（消火薬剤等は、通常関係機関の提供するものを使用） 

道路又は水路の啓開 道路、水路が損壊し、または障害がある場合は、それらの啓開、除

去にあたる。 

応急医療、防疫等の支援 特に要請があった場合には、被災者の応急医療、防疫、病虫害防

除等の支援を行うが、薬剤等は、通常関係機関の提供するものを

使用する。 

人員及び物資の緊急輸

送 

特に、要請があった場合または指定部隊等の長が必要と認める場

合は、救急患者、医師その他救援活動に必要な人員及び救援物

資の緊急輸送を実施する。この場合、航空機による輸送は、特に、

緊急を要すると認められるものについて行う。 

炊飯及び給水 被災者に対し、炊飯及び給水を実施する。 

救助物資の無償貸付又は

譲与 

要請があった場合または指定部隊等の長が必要と認める場合は、

「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

を無償貸付または譲与する。 

危険物の保安及び除去 特に、要請があった場合において、必要と認めるときは、能力上可

能なものについて火薬類、爆発物及び有毒ガス等危険物の保安

措置及び除去。 

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

いては、所要の措置をとる。 

災害対策基本法第６３条第３項、第６４条第８項～第１０項及び第

６５条第３項に基づく警戒区域の設定等の措置。 

 

（２） 災害派遣部隊の自衛官の権限等 

① 災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官は、災害が発生しまたはまさに発生しようとして

いる場合において、町長、警察官または海上保安官がその場にいない場合に限り、次の

措置をとることができる。この場合、当該措置をとった時は、直ちにその旨を町長に通報

する。 

なお、当該措置を伴う補償等については、法令に定めるところによる。 
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(ｱ) 警戒区域の設定並びにそれに基づく立入り制限・禁止及び退去命令。（災害対策基

本法第63条第３項） 

(ｲ) 他人の土地等の一時使用等。（災害対策基本法第64条第８項） 

(ｳ) 現場の被災工作物等の除去等。（災害対策基本法第64条第８項） 

(ｴ) 住民等を応急措置の業務に従事させること。（災害対策基本法第65条第３項） 

 

② 災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官は、通行禁止区域等において、車両その他の

物件が自衛隊用緊急通行車両の通行の妨害となる場合において、警察官がその場にい

ない場合に限り、自衛隊用緊急通行車両の円滑な通行確保のための措置をとることがで

きる（災害対策基本法第76条の３第３項）。この場合、当該措置をとったときは、直ちに、そ

の旨を当該措置をとった場所を管轄する警察署長に通知しなければならない。 

 

４．自衛隊災害派遣受入体制等                       
（１） 派遣部隊の受け入れ体制 

① 町は、連絡責任者を指名し、派遣部隊及び県から派遣された職員との連絡にあたらせ、

部隊等の活動に支障をきたさないようにする。 

② 町及び県は、派遣部隊の宿泊施設または野営施設を準備しておく。特に、駐車場につ

いて留意する（地積、出入りの便を考慮する。）。 

③ 町及び県は、自衛隊の作業が他の災害救助・復旧機関等と競合または重複することの

ないよう、重点的かつ効率的に作業を分担するよう配慮する。 

④ 災害地における作業等に関しては、町及び県と自衛隊指揮官との間で十分協議し

決定する。 

⑤ その他派遣部隊の便宜を図るため常に留意する。 

 

（２） 使用資機材の準備 

① 災害救助または応急復旧作業等に使用する資機材類は、以下の物を除き町、県または

関係公共機関において準備する。 

(ｱ) 部隊等装備資材（島根県地域防災計画（資料編）「自衛隊が災害時において使用し

得る資機材」を参照） 

(ｲ) 食料 

(ｳ) 燃料 

(ｴ) 衛生資材等 

② 町、県または関係公共機関において必要な資機材が調達不能な場合において、派遣

部隊が訓練用物品等携行している材料、消耗品等を使用したときは、町等は原則として

部隊撤収後において部隊に返還または代品弁償する。 

 （資料編に掲載する「自衛隊が災害時において使用し得る資機材」参照。） 

③ 使用資機材の準備については、以上のほかに現地作業に当たり無用の摩擦をさけるた

め、できる限り事前に受け入れ側の準備する資機材の品目、数量、集積場所及び使用並

びに派遣部隊が携行する物品の使用及び回収等に関して所要の協議を行い、計画を作
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成し、必要な整備を行う。 

 

（３） 自衛隊受け入れのためのヘリコプター発着場の準備 

自衛隊の災害派遣に際し、へリコプターによる物資、人員の輸送について、ヘリポート予定

地、離発陸場の基準及び表示要領等を定めるとともに、陸上自衛隊出雲駐屯地司令に通報

しておく。（島根県地域防災計画（資料編）に掲載する「市町村別ヘリポート予定地」、「離発陸

場の基準及び表示要領」を参照。） 

   

（４） 派遣部隊到着後の措置 

派遣部隊が到着した場合、連絡責任者は、派遣部隊を目的地に誘導するとともに、派遣部

隊の責任者と応援作業計画について協議し、調整のうえ必要な処置をとる。 

なお、作業にあたっては、地元住民が積極的に協力するよう指導する。  

 

（５） 派遣部隊の撤収 

町長は、派遣の必要がなくなったと認めるときは、様式に定める撤収要請申請書（資料編参

照）により知事に派遣部隊の撤収を要請する。知事は、町及び派遣部隊の長と協議を行い撤

収要請を行う。 

 

（６） 経費の負担区分 

自衛隊の救援活動に要した以下のような経費は、原則として派遣を受けた町が負担するも

のとし、２以上の地域にわたって活動した場合の負担割合は、関係市町村が協議して定める。 

① 派遣部隊が救援活動を実施するため必要な資機材（自衛隊装備にかかるものを除く）等

の購入費、借上料及び修繕費。 

② 派遣部隊の宿営に必要な土地、建物等の使用及び借上料。 

③ 派遣部隊の宿営及び救援活動に伴う光熱、水道、電話料等。 

④ 派遣部隊の救援活動の実施に際し生じた損失の補償（自衛隊装備に係るものを除く）。 

⑤ その他救援活動の実施に要する経費で負担区分に疑義のある場合は、自衛隊と県が

協議する。 

 

（７） 派遣部隊に関する報告 

町は、派遣部隊到着後次の事項について知事あて報告するとともにその後についても部隊

等の活動状況を逐次知事に報告する。また、部隊等が撤収した後速やかに様式に定める「部

隊等に関する報告書（資料編に掲載）」によって知事に報告する。 

① 派遣部隊の長の官職氏名       ② 隊員数 

③ 到着日時                  ④ 従事している作業の内容及び進捗状況 

⑤ その他参考となる官職氏名 
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第７節 災害救助法の適用及び災害救助体制                  

大規模災害が発生し、一定規模以上の被害が生じると災害救助法が適用され、同法に基

づき被災者の保護と社会の秩序の保全を図るため、応急的救助が実施される。 
町及び県は、災害救助法の実施機関、適用基準、被災世帯の算定基準、適用手続きに基

づき災害救助法を運用する。 
 

１．災害救助法による救助の町への委託事項                          

災害救助法による救助については、知事が法定受託事務として実施し、町長は知事を補

助するが、知事は救助を迅速に行うために救助の実施に関する権限の一部を町長に委任し

ている（災害救助法第１３条、知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例第２条

及び島根県災害救助法施行細則第２９条）。 

 

町への委託
事項 

１．避難所の供与 ２．応急仮設住宅入居者の決定 
３．炊き出しその他による食品の給与 ４．飲料水の供給 
５．被服・寝具・その他生活必需品の給与または貸与 
６．被災者の救出 ７．被災した住宅の応急修理 
８．学用品の給与 ９．埋葬 
１０．死体の捜索 １１．死体の処理 
１２．障害物の除去 

 

２．災害救助法の適用基準                                      

町は、災害による被害状況が次の適用基準に達したときは、知事に災害救助法の適用を要

請する。 

 

（1） 町の区域内の住家が滅失した世帯数が５０世帯以上に達したとき。（基準１号以上） 

（2） 県の区域内の住家が滅失した世帯数が１，０００世帯以上の場合で、町の区域の住家が

滅失した世帯数が２５世帯以上に達したとき。（基準２号以上） 

（3） 島根県の区域内の住家が減失した世帯が５，０００世帯以上に達した場合。 

（３号前段基準） 

（4） 当該災害が隔絶した地域で発生したものである等、被災者の救護を著しく困難とする内

閣府令で定める次の特別の事情がある場合であって、多数の住家が滅失したとき。（３号前

段基準） 
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[府令] 被災者に対する食品若しくは生活必需品の給与等についての特殊
の補給方法を必要とし、または被災者の救出に特殊に技術を必要と
すること。 

[厚生省社会局通
知（S40.5.11社施
第９９号）] 
令第１条第１項
第３号に定める
災害 

災害救助法施行令第一条第１項第３号の内閣府令で定める特別の
事情等を定める内閣府令(平成２５年１０月１日内閣府令第６８号。
以下「府令」という。)第１条の「被災者に対する食品若しくは生活
必需品の給与等についての特殊の補給方法を必要とし、または災害
にかかった者の救出に特殊に技術を必要とすること。」とは次のよ
うな場合であること 
ア 被害地域が他の村落から隔離または孤立している等のため、生
活必需品等が極めて困難な場合で、被災者の救助に特殊補給方法
を必要とする場合 

イ 有毒ガスの発生、放射線物質の放出等のため、被災者の救助が
極めて困難であり、そのために特殊な技術の方法を必要とする場
合 

 
（5） 多数の者が生命又は身体に危害を受け、または受ける恐れが生じた場合であって、府令

で定める次の基準に該当するとき。（4号基準） 
 
[府令] 次のいずれかに該当すること。 

一 災害が発生し、または発生する恐れのある地域に住居する多数
の者が、避難して継続的に救助を必要とすること。 

二 被災者に対する食品若しくは生活必需品の給与等について特殊
の補給方法を必要とし、または災害にかかった者の救出について
特殊の技術を必要とすること。 

[厚生省社会通知
局（S40.5.11社施
第99号）] 
令第１条第１項
第４号に定める
災害 
 

ア 同号の基準は、災害による被害の発生前に適用できるものであ
り、この場合においては、府令の定めるところにより、生命また
は身体に対する危害の恐れの程度を十分に検討のうえ、法の適用
について判断されたいこと。 

イ 府令第２条第１号の「災害が発生し、または発生する恐れのあ
る地域に所在する多数の者が、避難して継続的に救助を必要とす
ること」とは、次のような場合であること。 
（ｱ）火山噴火、有毒ガスの発生、放射線物質の放出等のため、多
数の住民が避難の指示を受け避難生活を余儀なくされた場
合。 

（ｲ）紫雲丸事件等船舶の沈没あるいは交通事故による多数の死傷
した場合。 

ウ 府令第２条第２号「被災者に対する食品若しくは生活必需品の
給与等についての特殊の補給方法を必要とし、または被災者の救
出について特殊の技術を必要とすること」とは、次のような場合
であること。 
（ｱ）交通路の途絶のため多数の登山者等が放置すれば餓死状態に
陥いる場合。 

(ｲ) 火山噴火、有毒ガスの発生のため多数の者が危険にさらされ
ている場合。 
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３．被災世帯の算定基準                                       

適用基準となる被害世帯の換算等の計算は、次の方法による。 

 

（１） 被災世帯の算定 

住家が滅失した世帯の数の算定にあたっては、住家が半壊し、または半焼する等、著しく損

傷した世帯は２世帯をもって、住家が床上浸水、土砂の堆積等により一時的に居住することが

できない状態となった世帯は３世帯をもって、それぞれ住家の滅失した１世帯とみなす。 

なお、住家の滅失等の認定基準（内閣府策統括官通知「災害の被害認定基準」）は、次の

とおり。 

①住家が全壊・全焼、流

失したもの 

住家がその居住のため基本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、焼失若しくは流失した部分の床面積が、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。 

②住家が半壊・半焼する

等、著しく損傷したもの

住家がその居住のための基本機能の一部を喪失したもの、す

なわち、住家の損失が甚だしいが、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。 

③住家が床上浸水、土砂

の堆積等により一時的

に居住することができ

ない状態となったもの 

①及び②に該当しない場合であって、浸水がその住家の床上

に達した程度のものまたは土砂竹木等の堆積等により一時的に

居住することができない状態となったもの。 

 

 

（２） 住家及び世帯の単位 

① 住家 

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 世帯 

生計を一つにしている実際の生活単位をいう。 

 

４．災害救助法の適用手続き                        
町における災害が、災害救助法の適用基準のいずれかに該当し、または該当する見込み

があるときは、直ちにその旨を県に報告する。 

 
５．災害救助の実施方法等                         
（１） 災害報告 

災害救助法に基づく「災害報告」には、災害発生の時間的経過にあわせ、発生報告、中間

報告、決定報告の３段階がある。 

これらの報告は、救助用物資、義援金品の配分等の基礎になる他、各種の対策の基礎資
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料となる。このため、迅速かつ正確に被害状況を収集把握して、速やかに知事に報告する。 

 

（２） 救助実施状況の報告 

災害直後における当面の応急措置及び災害救助費国庫負担金の清算事務に必要となる

ため、各救助種目の救助実施状況を初期活動から救助活動が完了するまでの間、日ごとに

記録、整理し、知事に報告する必要がある。 

 

（３） 救助の程度・方法及び期間 

救助の程度・方法及び期間は、次表のとおり。基準額については、内閣府告示を受けて、

県規則により原則として毎年改定される。 

 

救助の種類 対   象 期  間 備  考 

避難所の設置

災害により現に被害を受け、また

は被害を受ける恐れのある者を

収容する。 

災害発生の日

から７日以内 

１．費用は、避難所の設置、維持及

び管理のための賃金雇上費、消

耗器材費、建物等の使用謝金、借

上費または購入費、光熱水費並

びに仮設便所等の設置費を含

む。 

２．避難にあたっての輸送費は、別

途計上 

応急仮設住

宅の提供 

住家が全壊、全焼または流失

し、居住する住家がない者であ

って自らの資力では住宅を得る

ことができない者 

災害発生の日

から20日以内

着工 

１．基準面積は、平均１戸当たり

29.7㎡であればよい。 

２．高齢者等の要配慮者等を数人

以上収容する「福祉仮住宅」を設

置できる。 

３．供与期間 高２年以内 

４．民間賃貸住宅の借り上げによる

設置も対象とする。 

炊き出しその

他による食品

の給与 

１．避難所に収容された者 

２．全半壊(焼)、流失、床上浸水

で炊事できない者 

３．床上浸水で自宅において自

炊不可能な者 

災害発生の日

から７日以内 

食品給与のための総経費を延給食

日数で除した金額が限度額以内で

あればよい｡ 

（１食は1/3日） 

飲料水の供給

現に飲料水を得ることができない

者（飲料水及び炊事のための水

であること。） 

災害発生の日

から７日以内 
輸送費、人件費は、別途計上 

被服寝具そ

の他生活必

需品の給与

又は貸与 

全半壊(焼)、流失、床上浸水等

により、生活上必要な被服、寝

具、その他生活必需品を喪失、

または棄損し、直ちに日常生活

を営むことが困難な者 

災害発生の日

から10日以内 

１．備蓄物資の価格は、年度当初

の評価額 

２．現物給付に限ること。 

医    療 
医療の途を失った者 

（応急的処置） 

災害発生の日

から14日以内 
患者等の移送費は、別途計上 

助    産 

災害発生の日以前または以後７日

以内に分娩した者であって災害の

ため助産の途を失った者（出産の

みならず、死産及び流産を含み現

に助産を要する状態にある者） 

分娩した日か

ら７日以内 
妊婦等の移送費は、別途計上 
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救助の種類 対   象 期  間 備  考 

被災者の救

出 

１．現に生命、身体が危険な状

態にある者 

２．生死不明な状態にある者 

災害発生の日

から３日以内 

１．期間内に生死が明らかにならな

い場合は、以後「死体の捜索」と

して取り扱う 

２．輸送費、人件費は、別途計上 

被 災し た 住

宅の応急修

理 

１．住家が半壊（焼）し、自らの資

力により応急修理をすることが

できない者 

２．大規模な補修を行わなけれ

ば居住することが困難である

程度に住家が半壊（焼）した者

災害発生の日

から１か月以内
 

学用品の給

与 

住家の全壊（焼）、流出、半壊

（焼）または床上浸水により学用

品を喪失または棄損し、就学上

支障のある小学校児童、中学校

生徒及び高等学校生徒 

災害発生の日

から、教科書及

び教材は、1か

月以内、文房

具及び通学用

品は15日以内 

１．備蓄物資は、評価額 

２．入学時の場合は、個々の実情

に応じて給与する。 

埋    葬 
災害の際死亡した者を対象にし

て実際に埋葬をする者に支給 

災害発生の日

から10日以内 

災害発生の日以前に死亡した者で

あっても対象となる。 

死体の捜索 

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 

災害発生の日

から10日以内 

１．輸送費、人件費は、別途計上 

２．災害発生後3日を経過した者は、

一応死亡したと推定している。 

死体の処理 

災害の際に死亡した者につい

て、死体に関する処理（埋葬を除

く）をする。 

災害発生の日

から10日以内 

１．検案は、原則として救護班 

２．輸送費、人件費は、別途計上 

３．死体の一時保存にドライアイス

の購入費等が必要な場合は、当

該地域における通常の実費を加

算できる。 

障害物の除

去 

居室、炊事場、玄関等に障害物

が運び込まれているために生活

に支障をきたしている場合で、自

力では除去することのできない者

災害発生の日

から10日以内 
 

輸送費及び

賃金 

職員等雇上

費 

１．被災者の避難 

２．医療及び助産 

３．被災者の救出 

４．飲料水の供給 

５．死体の捜索 

６．死体の処理 

７．救済用物資の整理配分 

救助の実施が

認められる期

間以内 

 

実費弁償 

 

災害救助法施行令第４条第１号

から第４号までに規定する者 

救助の実施が

認められる期

間以内 

時間外勤務手当及び旅費は、別 

途に定める額 

   （注）期間については、内閣総理大臣の承認により期間延長することができる。 

 

（４） 応急救助の実施方法 

災害救助法の適用とともに応急救助を実施するが、具体的な実施方法は、本計画の各節

に定めるところによる。 
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第８節 避難活動                                    

町長は、災害等の発生に際して危険があると認められる場合、関係法令に基づき避難措置実施

の第１次責任者として警察官、海上保安官、知事及び自衛官等の協力を求め、関係する地域の居

住者、滞在者その他の者に対し、時機を逸しないよう避難のための立退きを勧告しまたは指示する

等の適切な避難措置を講じる。  

 

１．要避難状況の早期把握・判断                                  

（１） 要避難状況の把握活動の早期実施 

町長は、人的被害の発生する可能性が高まり、要配慮者等、避難行動に時間を要する者

が避難行動を開始しなければならない段階には、避難準備情報を発令する。 

また、災害の危険のある場合、必要と認められる地域の居住者、滞在者その他の者に対し、

避難勧告または指示等の措置は、関係法令に基づきそれぞれの実施責任者が時機を逸しな

いよう必要な措置をとらなければならない。 

特に、町長は、避難措置実施の第１次責任者として警察官、海上保安官、知事及び自衛官

等の協力を求め、常に適切な措置を講ずるため、避難を要する地域の実態の早期把握に努

め、迅速・確実な避難対策に着手できるようにする。 

 

（２）  避難対策の必要性の早期判断 

避難を要する状況は、発生した災害の状況により大きく異なるため、町の被災地域の情報

収集を踏まえ、避難対策の要否を判断する。 

また、災害対策本部の置かれている隠岐の島町役場本庁等において十分な状況把握が行

えない場合は、勧告等を行うための判断を災害の被災地近傍の支所等において行うなど、適

時適切な避難誘導に努める。 

① 河川災害からの避難 

気象・降雨状況によって、河川等の出水による浸水等の被害が生じる地域も予想される

ため、当該地域の住民が適切な避難活動が実施できるよう、町・消防本部その他は、気象

等の警報発表以降は、警戒活動に着手し、地域の状況を的確に把握の上、避難の勧告等

の伝達及び注意喚起広報を早期に実施し、住民の避難活動を補完する。 

② 土砂災害からの避難 

急傾斜地崩壊危険箇所、地すべり危険箇所、土石流危険渓流などの土砂災害の危険性

の高い地域等において避難が想定されるが、町・消防本部その他は、警戒活動により地域

の状況を把握し、その実態に応じて避難の必要性を判断し、混乱防止措置とあわせて必要

な対策を講じる。 

 

２．避難勧告等の実施                                         

（１）  避難の勧告等の実施責任者及び時期 

災害による避難の勧告等については、それぞれの法律に基づき次の者が行うが、町は、関

係機関と連絡を密にし、住民の避難について的確な措置を実施する。   
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孤立した地区については、人的被害の発生状況、家屋の被災状況、備蓄の状況等の情報

に基づいて、自立可能かどうかを判断したうえで、必要に応じた集団避難を勧告あるいは指示

する。 

また、小・中学校の児童・生徒の集団避難は、町等の避難措置によるほか、町教育委員会

の指示により学校長が実施する。ただし、緊急を要する場合においては、学校長が教育長の

指示を待つことなく実施できる。 

なお、避難勧告等の解除にあたっては、十分に安全性の確認に努める。 

避難の勧告等の実施責任者及びその時期については、次表に示すとおり。 

 

＜避難準備情報の発令者及び時期＞ 

発令者 関係法令 
対象となる災害の 

内容（要件・時期） 
対象 内容 

取るべき措

置 

町 長 1．災害対策

基本法 

2．防災基本

計画 

3．県地域防

災計画 

4．町地域防

災計画 

要配慮者、避難行

動要支援者等、特

に、避難行動に時

間を要する者が避

難行動を開始しな

ければならない段

階であり、人的被害

の発生する可能性

が高まったとき 

 

必要と認め

る 地 域 の

居住者、滞

在者、その

他の者 

1．要配慮者、避難行

動要支援者等、特

に、避難行動に時間

を要する者は、計画

された避難先への避

難行動を開始（避難

支援等関係者は、

支援行動を開始） 

2．上記以外の者は、

家族等との連絡、非

常用持出品の用意

等、避難準備を開始 

知事に報告 

（窓口：防災

危 機 管 理

課） 

 

 

避難準備情報の指示系統図 

 

 (避難準備情報) 

地域住民 

  

町  長 

   

(報告)   

   知  事 
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＜避難の勧告・指示権者及び時期＞     

指示権者 
勧告権

者 

関係法

令 

対象となる災害の内容 

(要件・時期) 

勧告または 

指示の対象 

勧告または 

指示の内容 

取るべき 

措  置 

町長 

(委任を受

け た 職 員

ま た は 消

防職員) 

町長 

( 委 任 を

受 け た

吏員また

は 消 防

職員) 

災対法

第60条 

第１項 

第2項 

第3項 

全災害 

1.災害の発生または発生の

恐れがある場合 

2.人の生命または身体を災害

から保護し、その他災害の

拡大を防止するため、特

に、必要があると認めとき 

3.急を要すると認めるとき  

1.必要と認め

る地域の居

住者、滞在

者、その他

の者 

1. 立 退 き の 勧

告・指示 

2. 屋 内 で の 待

避 等 安 全 確

保 措 置 の 指

示 

3.立退き先の指

示 

県知事に報

告 

(窓口：防災

危 機 管 理

課) 

知  事 

(委任を受

けた吏員） 

 災対法

第60条 

第6項 

1.災害が発生した場合にお

いて、当該災害により町

がその全部または大部

分の事務を行うことがで

きなくなった場合 

同 上 同 上 事務代行の

公示 

警 察 官  災対法

第61条 

第1項 

第2項 

 

警察官

職務執

行法 

第４条 

全災害 

１.町長が避難のため立退

きを指示することができ

ないと警察官が認めると

きまたは町長から要求が

あったとき 

2.危険な事態がある場合に

おいて、特に、急を要す

る場合 

1.必要と認め

る地域の居

住者、滞在

者、その他

の者 

 

2.危害を受け

る恐れのあ

る者 

1. 立 退 き の 指

示 

 

 

 

 

2.避難の措置

(特に、急を

要する場合) 

災対法第61

条による場

合は、町長

に通知 

(町長は、知

事に報告) 

海上保安

官 

 災対法

第61条 

第1項 

第2項 

全災害 

1.町長が避難のため立退き

を指示することができな

いと海上保安官が認める

ときまたは町長から要求

があったとき 

1.必要と認め

る在船者、

その他の者

1.立退きの指示

 

町長に通知

(町長は、知

事に報告) 

自 衛 官  自衛隊

法第94

条 

1.危険な事態がある場合に

おいて、特に、急を要す

る場合 

1.危害を受け

る恐れのあ

る者 

1.警告、避難に

つ い て 必 要

な措置(警察

官 が そ の 場

に い な い 場

合に限り、災

害 派 遣 を 命

ぜられた部隊

の 自 衛 官 に

限る) 

警察官職務

執行法第４

条の規程の

準用 

知  事 

(その命を

受 け た 県

職員） 

 地すべり

等防止

法第25

条 

1.地すべりによる災害・著し

い危険が切迫していると

認められるとき 

1.必要と認め

る区域内の

居住者 

1.立退くべきこ

とを指示 

その区域を

管轄する警

察署長に通

知 

知  事 

(その命を

受けた県

職員） 

水防管理

者 

 水防法

第29条 

1.洪水または高潮による災

害 

2.洪水または高潮の氾濫に

より著しい危険が切迫し

ていると認められるとき 

同 上 同 上 同 上 

 

（注）１ 「勧告」とは、その地域の住民が、その「勧告」を尊重することを期待して、避難のための立退きを勧め又は促す行為をい

う。 
（注）２ 「指示」とは、被害の危険が目前に切迫している場合等に発せられ、「勧告」よりも拘束力が強く、住民を避難のため立退

かせるためのものをいう。 
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避難勧告・避難指示の指示系統図 

 
  (勧告・指示) 

地域住民

       

 

町  長 

 
 

       

 
(報告) 
 

  知    事   

           

   

地域住民

  
市町村長 

  

 

警 察 官 

(指示)     

        

 
(報告) 

 
 警察署長 県警本部長  

知 事 

通          

知          災対法の場合  

   

在船者 

      警職法の場合  

 

海上保安官

(指示) 

 

 
 町長    

海上保安庁法
 

        

 
(報告)        
 

 保安署長    境保安部長 

              

  (指示) 

地域住民

  
市町村長 

 
知   事 

 災害派遣を
命ぜられた
部隊等の自

衛官 

    

 (報告)           

 
 
(報告) 

  長官の指示する者    

 
    地すべり災害（洪水または高潮災害） 

知事またはその命 
を受けた職員 
（洪水または高潮 
災害の場合水防管 
理者も含む。) 

 
地域住民 

  

  警察署長 
（洪水または高潮災害は 
水防管理者が指示する場
合通知する。） 

   

 
 

３．避難の勧告、指示等の基準・区分                               

避難措置は、概ね次の方法に基づき、当面する責任者が関係機関の協力を得て実施する。 

 

(1) 避難準備情報 

要配慮者等、避難行動要支援者等、特に、避難行動に時間を要する者は、計画された避

難先への避難行動を開始（避難支援等関係者は、支援行動を開始）、それ以外の者は、家族

等との連絡、非常用持出品の用意等、避難準備を開始する。 

 

(2) 避難勧告（事前避難） 

河川出水等による浸水、山・崖崩れ、地すべり、出火・延焼等が予想される地域からの避難

など、危険が事前に予想され､早期避難が適当と判断される場合､その地域の住民がその「勧

告」を尊重することを期待して、事前に避難のための立退きを勧めまたは促し、避難させる。 

 

(3) 避難指示（緊急避難） 

山・崖崩れ、地すべり、土石流等の土砂災害の兆候を直前に把握した場合や、有毒ガス事
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故が発生するなど、著しく危険が切迫していると認められるときは、避難のための立退きを「指

示」し、速やかに近くの安全な場所へ避難させる。なお、「指示」は、「勧告」よりも拘束力が強

い。 

 

(４) 屋内での待避等安全確保措置 

避難時の周囲の状況等により、避難のために立退きを行うことがかえって危険を伴う場合等

やむを得ないときは、居住者等に対し、屋内での待避等の安全確保措置を指示することがで

きる。 

 

 (５) 相互の連絡協力 

関係機関（者）は、避難の必要があると予想されるとき、あるいは、避難のための立退きの勧

告・指示等の措置をとった場合、相互に通知、報告するとともに、避難の措置が迅速、的確に

実施されるよう協力する。 

 

（６） 発表の基準 

避難情報発令の具体的な判断基準は、町長が別に定める。 

 

４．町及び各機関の避難措置                                    

（１） 町の実施する避難措置 

① 避難者に周知すべき事項 

町の区域内において災害の危険がある場合、必要と認める地域の居住者・滞在者その

他の者に対し避難措置を実施する。避難の指示または勧告を行う場合は、状況の許す限り、

次の事項を避難者に周知するように努める。 

(ｱ) 避難すべき理由（危険の状況） 

(ｲ) 避難の経路及び避難先 

(ｳ) 避難後における財産保護の措置 

 

② 避難対策の通報・報告 

(ｱ) 避難措置を実施しようとするときは、当該現場にある警察官・海上保安官等のほか、

避難先の管理者または占有者にあらかじめ必要な事項を通報する。 

(ｲ) 避難のための立退きの準備、勧告または指示、屋内での待避等安全確保措置など、避

難措置を実施したときは、速やかにその内容を県（防災部防災危機管理課（県災害対策本

部設置時は事務局または所管地区災害対策本部））に報告しなければならない。 

(ｳ) 避難の必要が無くなったときは、その旨を公示しなければならない。 

(ｴ) 町は、避難措置の実施に関し本計画に、次の事項を定めておく。 

(a) 避難措置に関する関係機関の連絡方法 

(b) 避難措置を実施する区域別責任者（町職員等の氏名） 

(c) 避難の伝達方法 

(d) 各地域の避難先及び避難方法 
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(e) その他の避難措置上必要な事項 

 

（2） 警察官、海上保安官及び自衛官の行う避難措置 

① 警察官または海上保安官による避難のための立退きの指示 

警察官→警察署長→町長→知事（防災部防災危機管理課） 

海上保安官→海上保安署長→町長→知事（防災部防災危機管理課） 

② 警察官による避難の措置（警察官職務執行法第４条） 

警察官→警察署長→警察本部長→知事（防災部防災危機管理課）→町長 

③ 自衛官の行う避難措置（自衛隊法第94条） 

自衛官→町長→知事（防災部防災危機管理課） 

 

（3） 知事による避難の指示等の代行及び避難誘導の指導・応援協力等 

町において避難勧告・指示等の事務を行うことができない場合、県は、本節２に示すとおり、

知事による避難の指示等の代行を行う。 

また、町は、県、指定行政機関及び指定地方行政機関に対し、避難指示または避難勧告

の対象地域、判断時期について助言を求めることができる。また、町は、避難誘導が円滑に行

えるよう、県に必要な指導・応援協力を要請することができる。 

 

（4） 病院・社会福祉施設等における避難措置 

病院・社会福祉施設等の施設管理者は、入院患者、来診者、施設入所者等の避難に際し

て、秩序が乱れて混乱することのないよう、以下の要領で避難対策を実施する。 

① 避難体制の確立 

病院・社会福祉施設等の管理者は、災害が発生した場合を想定し、あらかじめ定められ

た避難体制を早急に確立し、施設職員の任務の分担、動員計画、緊急連絡体制等に従い、

迅速かつ的確な避難対策を実施する。 

特に、夜間においては、職員の動員や照明の確保が困難であることから、消防機関等へ

の通報連絡や入所者等の避難誘導体制に十分配慮した避難体制を確立する。 

また、病院・社会福祉施設の管理者は、町や他の類似施設、近隣住民や地域の自主防

災組織等と連携を図りながら、入所者等の早期避難のための協力体制を確立する。 

② 緊急連絡体制等の確立 

病院・社会福祉施設等の管理者は、災害に備え整備されている装置（消防機関等への

早期通報が可能な非常通報装置等）や緊急時における情報伝達手段を活用するとともに、

災害時における施設相互間等の緊急連絡体制を強化する。 

 

（5） 港、観光施設等不特定多数の者が出入りする施設の避難措置 

① 避難体制の確立 

施設管理者は、災害が発生した場合を想定し、あらかじめ定められた避難体制を早急に

確立し、施設職員の任務の分担、動員計画、緊急連絡体制等に従い、迅速かつ的確な避

難対策を実施する。 
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特に、夜間においては、職員招集計画や照明の確保が困難であることから消防本部等

への通報連絡の確保や人間の行動、心理の特性を考慮した利用者等の安全な避難誘導

等に十分配慮した避難体制を確立する。 

また、施設管理者は、町や他の類似施設、近隣住民や地域の自主防災組織等と連携を

図りながら、災害時の協力体制を確立する。 

② 緊急連絡体制等の確立 

施設管理者は、災害発生時においては、消防機関等への緊急通報体制、本社や必要な

防災関係機関等に対する緊急連絡体制を早急に確立する。 

 

（6） 公共交通機関船舶等の乗客の避難措置 

① 災害時の公共交通機関船舶等の乗客に対する避難措置は、それぞれの乗務員の指示

により迅速かつ的確に実施する。 

② 天災その他の理由により、輸送の安全を確保できない場合は、当該船舶等の乗務員は、

速やかに当該船舶等を停船させた地域の市町村長に対し、避難措置等について必要な

協力の要請を行う。 

 

５．警戒区域の設定                                          

（1） 警戒区域の設定権者 

原則として、住民の保護のために必要な警戒区域の設定は、災害対策基本法で、消防また

は水防活動のための警戒区域の設定は、消防法または水防法によって行う。 

 

災害全般について 町長またはその委任を受けて町長の職権を行う 

町の職員（災害対策基本法第63条第１項） 

警察官（災害対策基本法第63条第２項） 

海上保安官（災害対策基本法第63条第２項） 

自衛官（災害対策基本法第63条第２項） 

火災について 消防吏員・消防団員（消防法第28条） 

警察官（消防法第28条） 

水災について 水防団長・水防団員（水防法第21条） 

警察官（水防法第21条） 

火災・水災以外について 消防吏員・消防団員（水防法第21条） 

消防吏員・消防団員（消防法第36条） 

（2） 警戒区域（災害対策基本法第63条関係）の設定 

災害対策基本法第63条に定める警戒区域の設定は、以下のとおり。 

町長等は、警戒区域を設定したときは、立入制限若しくは禁止または当該区域からの退去

を命ずる。なお、警戒区域の設定は、避難の指示と異なり、対象を地域的にとらえて、立入り

制限、禁止及び退去命令によりその地域の住民の保護を図ろうとするもので、罰則規定があり、

災害が急迫した場合に行使される場合が多い。 

① 町長は、災害が発生しまたはまさに発生しようとしている場合において、住民等の生命、

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、警戒区域を設定す
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る。 

② 警察官若しくは海上保安官は、町長（権限の委託を受けた市町村の職員を含む。）が現

場にいないとき、または町長から要求があったときは、警戒区域を設定する。この場合、

警察官または海上保安官は、直ちに警戒区域を設定した旨を町長へ通知する。 

③ 災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官は、町長その他その職権を行うことができる者、

警察官または海上保安官がその場にいない場合に限り、警戒区域を設定する。この場合、

自衛官は、直ちに警戒区域を設定した旨を、町長へ通知する。 

④ 県は、被災により町がその全部または大部分の事務を行うことが不可能になった場合に

は、応急措置を実施するため町に与えられた権限のうち、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ち入りを制限し、若しくは禁止し、

または当該区域からの退去を命ずる権限、他人の土地等を一時使用し、または土石等を

使用し、若しくは収容する権限及び現場の災害を受けた工作物等で応急措置の実施の

支障となるものの除去等をする権限並びに現場にある者を応急措置の業務に従事させる

権限により実施すべき応急措置の全部または一部を、町に代わって行う。 

⑤ 国土交通省等は、被災により県がその全部または大部分の事務を行うことが不可能とな

った場合は、応急措置を実施するため町に与えられた権限のうち、他人の土地等を一時

使用し、または土石等を使用し、若しくは収用する権限及び現場の災害を受けた工作物

等で応急措置の実施の支障となるものの除去等をする権限並びに現場にある者を応急

措置の業務に従事させる権限により実施すべき応急措置の全部または一部を、町に代

わって行う。 

 

６．避難の勧告・指示の伝達                        
町長は、第１章第８節に示す避難に関する計画においてあらかじめ定められた避難の勧告、

指示の伝達系統及び伝達要領に従って、危険地域の住民に周知、徹底を図る。 

 

（1） 伝達方法 

避難の勧告、指示は、避難を要する防災気象情報等を十分に把握したうえで、住民への周

知を も迅速で確実、効果的に周知、徹底できるよう、町が保有する情報伝達手段を用い、以

下の方法により伝達する。 

その際、危険の切迫性に応じて勧告等の伝達文の内容を工夫するなど、住民の積極的な

避難行動の喚起に努める。また、避難の必要が無くなった場合も同様とする。 

なお、既に避難した者に対し警報等の発表状況、被害状況等の情報提供を行うことにより、

避難の勧告、指示等が発せられている途中での帰宅等の防止を図る。 

① 防災行政無線の利用による伝達 

② 伝達員による戸別訪問による伝達 

緊急避難を要する異常事態の場合に避難の勧告、指示の関係世帯に対して完全に周

知徹底を図るため必要により消防団員等をして戸別訪問により伝達する。 

③ 警鐘・サイレン等による伝達 

④ 広報車・広報ヘリコプターの利用による伝達 
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町、警察署、消防機関等の広報車により巡回を行う。また、緊急に避難の必要のある場

合または交通の途絶等により広報車の利用が困難な場合は、県警察のヘリコプターによる

広報を要請する。 

⑤ 「避難勧告等情報伝達に関する申し合わせ」による、放送事業者による伝達 

⑥ テレビ・ラジオの利用による伝達 

日本放送協会、その他民間放送局に対して避難の勧告、指示を行った旨を通達し、関

係住民に伝達すべき事項について、放送要請を行う。なお、この場合事情の許す限り県

（防災危機管理課）に応援を要請する。 

⑦ コミュニティＦＭを利用した伝達 

⑧ 登録制メールによる伝達 

⑨ 携帯電話会社による緊急速報メールサービスによる伝達 

⑩ ＳＮＳ（ソーシャルネットワーキングサービス）による伝達 

 

（２） 伝達事項 

① 避難先 

② 避難経路（具体的に） 

③ 避難の理由 

④ 避難に際しての注意事項 

（ｱ） 戸締り及び火気の始末 

（ｲ） 家屋の補強、家財道具の安全場所への移動 

（ｳ） 食料、水筒、タオル、チリ紙、簡単な着替え、救急薬品、懐中電灯、携帯ラジオ等、

必要 小限の物品の携行 

(ｴ)  服装は、軽装とし、帽子、頭巾、雨合羽、防寒用具の携行 

 

（３） 要配慮者への配慮 

町長等は、情報の伝わりにくい要配慮者への避難の勧告、指示の伝達には、特に、配慮し、

各種伝達手段・機器を活用するほか、地域住民の協力等を得て確実に伝達できるように努め

る。避難の必要が無くなった場合も同様とする。 

 

（４）各種施設等 

学校・教育施設、駅、観光施設等不特定多数の者が出入りする施設、病院・社会福祉施設

等の管理者は、各々の消防計画等に定めた避難計画に従い、館内放送設備、ハンドマイク等

の各種広報施設等を利用して、必要な情報を関係者に周知・徹底し、避難措置を講じる。 

 

７．避難の方法                                             

（１） 避難誘導の実施 

① 避難誘導体制の確立 

避難は、避難者が各個に行うことを原則とするが、避難の勧告、指示を行った場合には、

関係区域の自治会長及び関係者の協力を得て避難誘導体制を確立し、町職員、警察官及
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び消防団員が安全かつ迅速な避難誘導を実施する。 

(ｱ) 避難先が比較的遠距離であり、かつ避難に危険が伴う場合等は、避難のための集

合場所、誘導責任者（自治会長及び関係者）を定め、警察等の協力も得ながら、でき

るだけ早めに集団避難できるようにする。 

(ｲ) 緊急を要する避難の実施にあたっては、警察等の協力を得て、誘導責任者・誘導員

が十分な連絡の下に強い意思をもって誘導にあたり、住民及び群衆が混乱に陥らず、

安全に避難できるように努める。 

② 避難経路 

(ｱ) 避難誘導に先立ち、災害の種類・危険地域別にあらかじめ定めておいた指定緊急

避難場所への避難経路の周知、徹底を図る。 

(ｲ) 災害時に避難経路を選択するにあたっては、周辺の状況を検討し、浸水や斜面崩

壊、地すべり等の恐れのある危険箇所を避ける。 

③ 避難順位 

(ｱ) 災害時の避難誘導は、原則として、要配慮者を優先して行う。 

(ｲ) 浸水や斜面崩壊などの災害に際しては、災害の種別、災害発生の時期等を考慮し、

客観的に判断して早い段階で災害が発生すると認められる地域内居住者の避難を優

先するよう努める。 

④ 携帯品の制限 

(ｱ) 携帯品は、必要 小限の食料、衣料、日用品、医薬品、貴重品等とする。 

(ｲ) 避難が比較的長期にわたるときは、避難中における生活の維持に役立てるため、さ

らに携帯品の増加を考慮する必要があるが、その数量は、災害の種別、危険の切迫性、

指定避難所等の距離、地形等により決定しなければならない。 

⑤ 危険防止措置 

(ｱ) 避難先の開設にあたって、町長は、避難先の管理者や専門技術者等の協力を得て、

二次災害の恐れがないかどうかを確認する。 

(ｲ) 避難経路の危険箇所には、標識、なわ張等の設置、誘導員を配置するなど危険防

止に努める。 

(ｳ) 避難者の携帯品は、 小限の物にして行動の自由を確保し、夜間にあっては、特に、

誘導者を配置し、避難者は、その誘導に従うようにする。 

⑥ 避難者の移送 

町は、被災地域が広範囲にわたり、あらかじめ定めた避難先が使用できない場合、ある

いは避難先に収容しきれなくなった場合には、県、警察及び他市町村等の協力を得て、避

難者を他地区へ移送する。 

  

（２） 自主避難の実施 

住民は、豪雨等により災害の発生する危険性を感じた場合、土砂災害等の前兆現象を発

見し自ら危険だと判断した場合等は、隣近所で声を掛け合って自主的に避難するよう心掛け

る。 
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（３） 避難が遅れた者の救出・収容 

避難が遅れた者を救出する場合、町で処置できないときは、直ちに県またはその他の機関

に応援を要請し、状況に応じて救出、避難施設への収容を図る。 

 

（4） 孤立が予想される地域の避難対策 

孤立が予想される地域の避難対策については、本章第１８節「孤立地区対策」参照。 

 

（5） 要配慮者等の避難対策 

 ① 病院・社会福祉施設等における避難誘導 

病院・社会福祉施設等の管理者は、事前に定めた避難計画により、避難誘導体制を早

急に確立し、施設職員の任務の分担、動員計画、緊急連絡体制等に従い、入院患者、来

診者、施設入所者等の避難誘導を実施する。 

特に、夜間においては、職員招集計画や照明の確保が困難であることから、消防機関等

への通報連絡や入所者等の状況に十分配慮する。 

 ② 独居老人等在宅の避難行動要支援者の避難誘導 

地域に居住する避難行動要支援者の避難誘導は、事前に把握された避難行動要支援

者の居住実態や傷病の程度等に応じて実施する。 

(ｱ) 安否確認の実施 

町は、避難支援等関係者の協力を得て、各居宅に取り残された避難行動要支援者の

安否確認を実施する。なお、安否確認の実施にあたっては、あらかじめ作成する避難行

動要支援者名簿の活用を図る。 

(ｲ) 避難誘導の実施 

避難行動要支援者の避難誘導にあたっては、避難支援関係者の協力を得るなど地域

ぐるみで避難行動要支援者の安全確保を図るほか、状況によっては、町が車両、船艇等

を手配し、一般の避難施設とは別の介護機能等を備えた福祉施設等に事前に移送する

などの措置をとる。 

 

（6） 港、観光施設等不特定多数の者が出入りする施設の避難誘導 

港、観光施設等不特定多数の者が出入りする施設の管理者は、あらかじめ作成する避難

誘導に関する計画等に基づき、施設利用者等の迅速かつ適切な避難誘導を実施する。 

特に、夜間においては、職員の動員や照明の確保が困難であることから消防機関等への通

報連絡や施設利用者等の状況に十分配慮した避難誘導を行う。 

また、道路の寸断や、バスの運行停止等により、自力で帰宅することが困難な帰宅困難者

が大量に発生する場合には、必要に応じて、滞在場所の確保等の支援を行う。滞在場所の確

保にあたっては、男女のニーズの違いや、要配慮者の多様なニーズに配慮した滞在場所の

運営に努める。 

 

（7） 避難誘導時の安全確保 

避難誘導や防災対応にあたる町職員、警察官及び消防団員等は、避難誘導時の安全が
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確保されることを前提としたうえで、避難行動要支援者の避難支援などの緊急支援を行う。 

 

（8） 被災者の運送 

町は、自力での被災者の保護のための運送が困難な場合、運送事業者である指定公共機

関または指定地方公共機関に対して被災者の運送を要請するよう、県に協力を依頼する。 

地域に居住する避難行動要支援者の運送については、上記（5）のとおり。 

 

８．避難場所及び避難所の開設・運営                               

（１） 避難場所及び避難所の開設 

町は、災害のため現に被害を受け、または受ける恐れのある者で避難しなければならない

者を、一時的に収容し保護するため避難場所及び避難所を開設する。 

なお、災害救助法が適用された場合には、町が県を補助して実施する。 

避難場所及び避難所の開設にあたっては、事後の事務に支障をきたさないよう災害救助法

の定める実施基準に準じて、下記（2）のように行う。 

 

（２） 開設の方法 

① 指定緊急避難場所及び指定避難所は、事前に管理者との協議を経て指定した学校、

公民館等の公共施設、神社及び仏閣等の既存建物を応急的に整備して使用する。 

町の避難所として利用できる施設等の状況は、資料編に掲載するとおり。 

② 指定緊急避難場所及び指定避難所の開設は、災害の状況、収容人員、炊き出し、施設、

避難距離、その他の条件を考慮して避難所等として適切なものから順次、開設する。 

③ やむを得ず災害危険区域内等に位置する避難所等を使用する場合は、これを一時的

に使用するものとし、状況を見て、安全な直近の避難所等の利用に変更する。 

④ これらの適当な施設を得がたいとき、避難所が使用不能となった場合、あるいは避難所

に収容しきれなくなった場合には、必要に応じ、あらかじめ指定された施設以外の施設に

ついても、災害に対する安全性を確認のうえ、管理者の同意を得て避難場所または避難

所として開設するほか、野外に仮設住宅を設置し、または天幕を借り上げて開設する。 

⑤ 要配慮者に配慮して、被災地以外の地域にあるものを含め、民間賃貸住宅、旅館・ホテ

ル等を避難所として借り上げる等、多様な避難所の確保に努める。 

⑥ 避難所のライフラインの回復に時間を要すると見込まれる場合や、道路の途絶による孤

立が続くと見込まれる場合は、当該地域に避難所を設置・維持することの適否を検討す

る。 

⑦ 避難場所または避難所を開設したときは、町長は、その旨を公示し、避難所に収容すべ

き者を誘導し保護しなければならない。 

この場合、町は、以下の点に留意する。 
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避難場所ま

たは避難所

開設時の留

意事項 

１．避難場所または避難所の立地条件及び建築物の安全の確認 

２．地元警察署等との連携 

３．開設避難場所または避難所の付近住民に対する速やかな周知徹

底 

４．避難所責任者の選任とその権限の明確化 

５．避難者名簿の作成 

６．要配慮者に対する配慮 

民生委員・児童委員、介護保険事業者、障害福祉サービス事業

者等は、要配慮者及び避難行動要支援者の居場所や安否の確認

に努める。 

７．県への速やかな報告（下記（6）①参照） 

 

（3） 避難所等及び経路の表示 

避難所等として利用できる場所、施設または経路を住民に徹底させるため、広報または要

所ごとに標識等により標示するよう努める。 

 

（4） 避難所の運営管理 

町は、各避難所の適切な管理運営を行う。この際、避難所における正確な情報の伝達、食

料、飲料水等の配布、清掃等については、避難者、住民、自主防災組織等の協力が得られる

よう努めるとともに、必要に応じ、他の市町村及び県に対して協力を求める。 

また、避難所に係る必要な安全性及び良好な居住性の確保、食料、医療、医薬品その他

の生活必需品の配布及び保健医療サービスの提供等、避難所に滞在する被災者の生活環

境の整備に必要な措置を講ずるよう努める。 

① 連絡員の駐在 

避難所を開設し、避難住民を収容したときは、直ちに各避難所に連絡員として町職員を

派遣し、駐在させ、避難住民の管理にあたらせる。また、必要と認めるときは連絡員に消防

団員をあてることができる。 

② 避難状況及び本部との連絡 

連絡員は、避難住民の実態を把握し、その保護にあてるとともにたえず災害対策本部と

情報連絡を行う。 

③ 自治組織の確立 

避難所の開設が長期間になることが予測される場合または避難人員が多数にのぼる場

合は、避難所の運営に関し、役割分担を明確化し、被災者に過度の負担がかからないよう

配慮しつつ、被災者が相互に助け合う自治的な組織が主体的に関与する運営に早期に移

行できるよう、その立ち上げを支援する。 

④ 所要物資の確保 

避難所開設及び収容保護のための所要物資は、町において確保する。 

 

（5） 収容者及び避難所開設の基準 

避難所の開設については、次の基準による。 
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収容者 災害によって現に被害を受けた者 

１．住家が被害を受け居住の場所を失った者 

２．現に被害を受けた者であること。（例えば自己の住家の被害とは

無関係な地区内の宿泊者、通行者等） 

３．災害によって現に被害を受ける恐れがある者 

避難所開設の期間 １．災害発生の日から７日以内とする。 

２．ただし、町長が継続実施の必要があると認める場合（災害救助法

が適用されている場合で、この期間では救助の適切な実施が困

難な場合は、その期間内に知事あてに期間の延長を申請する。）

期間延長を行う。 

避難所設置費用 １．限度額は、資料編に掲載するとおり。 

 

（6） 報告及び記録 

① 県知事への報告 

避難場所または避難所を設置したときは、町が次の事項を知事へ報告する。 

(ｱ) 避難場所または避難所開設の目的、日時及び場所 

(ｲ) 避難場所または避難所開設箇所数、収容状況及び収容人員 

(ｳ) 開設期間の見込み 

(ｴ) 避難対象地区名及び災害危険箇所名等 

(ｵ) 避難所で生活せず食事のみを受け取りにきている被災者数及びその状況 

② 避難所開設に伴う記録 

避難所を開設した場合、連絡員は、その維持管理等のため、災害救助法で定める次の

帳簿等を整備保存しなければならない。 

(ｱ) 救助実施記録日計表 

(ｲ) 避難所設置及び収容状況（様式第４号） 

(ｳ) 避難所用物資受払簿（様式第５号） 

(ｴ) 避難所設置に要した支払証拠書類 

(ｵ) 避難所設置に要した物品受払証拠書類 
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９．開設が長期化する見通しの場合の避難所運営                      

避難所の開設が長期化する見通しの場合、町等は、以下の点に留意する。 

 

避難者が落ち

つ き を取 り 戻

すまでの避難

所運営 

１．グループ分け 

２．プライバシーの確保状況の把握 

３．情報提供体制の整備 

４．避難所運営ルールの徹底 

円滑な避難所運営を行うための避難所運営ルール（消灯時間、トイ

レ等の施設使用等）を定め、徹底する。 

５．避難所のパトロール等 

６．避難行動要支援者等の社会福祉施設等への移送等 

７．福祉避難所の開設等 

福祉避難所（要配慮者（社会福祉施設等に緊急入所する者を除

く。）が、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避難所）の開設、必要に応じて民間賃貸住宅、

旅館・ホテル等を避難所として借り上げる等、多様な避難所の確保の

検討と要配慮者の移送・誘導等 

８．年齢性別によるニーズの相違への配慮 

９．食事の確保、食事給与の状況把握 

１０．トイレの設置状況の把握 

１１．簡易ベッド等の活用状況の把握 

避難者が落ち

つきを取り戻し

た後の避難所

運営 

１．男女双方の視点を取り入れた自主運営体制の整備 

① 避難所運営における女性の参画の推進 

② 女性専用の物干し場の設置 

③ 女性専用の更衣室、授乳室の設置 

④ 女性用衛生用品、女性用下着の女性による配布 

⑤ 巡回警備や防犯ブザーの配布等による避難所における安全性の

確保 

⑥ 女性や子育て家庭のニーズに配慮した避難所運営 

２．暑さ寒さ対策、入浴及び洗濯の機会確保等の生活環境の改善対策 

利用頻度等の状況把握に努め、必要な措置を講じる。 

３．避難所の早期閉鎖を考慮した運営 

保健・衛生対

策 

１．救護所の設置 

２．巡回健康相談、栄養相談の実施 

医師、歯科医師、保健師、看護師、管理栄養士等による巡回頻度

等の状況把握に努め、避難後の安全対策や生活不活発病の予防、

心のケアなど必要な措置を講じる。 

３．仮設トイレの確保 

要配慮者への配慮や、設置場所、夜間の安全対策、男女別の設置

など女性等への配慮を行う。 

４．入浴、洗濯対策 

利用頻度等の状況把握に努め、必要な措置を講じる。 

５．食品衛生対策 

食品衛生、食事給与の状況把握、栄養管理・指導及び食物アレル

ギー等への必要な対策の実施。 

６．し尿及びごみ処理の状況等避難所の衛生対策の実施 
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７．家庭動物のためのスペースの確保 

８．感染症対策の実施 

収容施設の確

保 

大規模災害時など、避難者が大量長期化した場合、県及び町は、公

営住宅、公的宿泊施設の斡旋や体育館、公民館等の施設の提供を実

施するとともに、必要に応じて、旅館やホテル等への移動を避難者に促

す。 

避難所の早期

閉鎖 

町及び県は、災害の規模等必要に応じて、避難者の健全な住生活の

早期確保のため、応急仮設住宅の迅速な提供、公営住宅、民間賃貸住

宅及び空き家等利用可能な既存住宅の斡旋及び活用等により、避難所

の早期解消に努める。 

避難所に滞在

することができ

ない避難者へ

の対策 

町及び県は、やむを得ず避難所に滞在することができない被災者に

対しても、食料等必要な物資の配布、保健師等による巡回相談の実施

等保健医療サービスの提供、正確な情報の伝達等により、生活環境の

確保が図られるよう努める。 

 

１０．避難の勧告、指示の解除                                    

町長は、避難の勧告、指示を行った後、当該災害によるその地域の危険状態が完全に終

了したと判断したとき、避難の勧告、指示の解除を行う。 

解除の伝達方法等は、避難の勧告、指示に準じて行う。なお、町長以外の者が実施したも

のについては、報告等の状況をあらかじめ察知するよう努めるとともに、その解除についてもよ

く協議する。 

 

１１．広域一時滞在                                          

（1） 町は、災害の規模、被災者の避難・収容状況、避難の長期化等に鑑み、町の区域外への広

域的な避難及び応急仮設住宅等への収容が必要であると判断した場合において、県内の他市

町村への受入れについては、当該市町村に直接協議する。また、他の都道府県の市町村への

受入れについては、県に対し当該他の都道府県との協議を求める。 

（2） 町の行政機能が被災によって著しく低下した場合などにおいては、町からの協議要求を待た

ないで、県または国が、広域一時滞在のための協議を町に代わって行う。 

（3） 町は、受け入れ先の候補となる都道府県の市町村における被災住民の受入能力（施設数、

施設概要等）等、広域一時滞在について、県に助言を求めることができる。 

（4） 町は、避難所を指定する際にあわせて広域一時滞在の用にも供することについても定めるなど、

他の市町村からの被災者を受け入れることができる施設等をあらかじめ決定しておくよう努める。 

 

１２．大規模災害時における島外避難                               

勢力が極めて大きい台風の接近等により、町内で甚大な被害が発生する恐れがあると予

想される場合等においては、町長は島外への避難指示を発令し、全住民及び観光客等の滞

在者、あるいは高齢者や子供等の要配慮者等の安全の確保に努める。 

 住民等の島外避難の実施にあたっては、あらかじめ定める島外避難に関する計画や具体

的な手順に従い、県、警察本部、海上保安庁、自衛隊、バスやフェリー及び航空機等の民

間輸送事業者等との連携のもと、総力をあげて安全、迅速な避難活動を実施する。 
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第９節 消防活動                                    

火災が発生した場合、町及び消防本部は、住民、自主防災組織、各事業所の自衛消防組

織等の協力を得ながら、現有の消防力（装備・車両・水利等）の総力をあげ、災害状況によっ

ては、他の地域からの応援を得て、関係機関等と効果的に連携し、消防活動を実施する。 

 

１．町・消防本部の消火活動                                    

消防本部は、隠岐の島町消防計画に基づき統制ある消防活動を行い、火災防御活動の万

全を期す。 

 

（１） 災害状況の把握 

消防活動に際しては、１１９番通報、消防用高所監視カメラ、消防無線、参集職員の情報等

により情報等を収集し被害状況の把握に努め、初動体制を整える。 

 

（２） 通信体制の確立 

消防・救急無線通信網を効果的に運用し、町及び他の消防機関の部隊等との通信を確保

し、消防通信体制の強化を図る。 

 

（３） 災害状況の報告 

消防長は、災害の状況を町長に対して報告し、応援要請等の手続きに遅れのないよう働き

かける。 

 

（４） 同時多発火災への対応 

同時に複数の延焼火災が発生した場合には、次の点に留意して消防活動を行う。 

避難先及び避難

路の確保 

延焼火災が多発し、拡大した場合は、人命の安全を優先とした避難

先及び避難路確保のための消防活動を行う。 

重要地域の優先 同時に複数の延焼火災を覚知した場合は、重要かつ危険度の高い

地域を優先に消防活動を行う。 

消火可能地域の

優先 

同時に複数の延焼火災が発生した場合は、消火可能地域を優先して

消防活動を行う。 

市街地火災消防

活動 

１．市街地大火に際しては、その危険性の実態に関する的確な情報

の伝達に務め、避難の勧告、指示等を行う必要が生じた場合、そ

の適切な広報を実施する。 

2．大工場、大量危険物貯蔵取扱施設等から出火し、多数の消防隊

を必要とする場合は、市街地に面する部分及び市街地の延焼火災

の消防活動を優先し、それらを鎮圧した後、部隊を集中して消防活

動にあたる。 

重要対象物の優

先 

重要対象物周辺と他の一般市街地から同時に出火した場合は、重要

対象物の防護に必要な消防活動を優先する。 
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（５） 火災現場活動 

出動隊の指揮者は、災害の態様を把握し、人命の安全確保を 優先とし、延焼拡大阻止

及び救助・救急活動の成算等を総合的に判断し、次のとおり行動を決定する。 

火災規模と対比して消防

力が優勢と判断したとき 

積極的に攻勢的現場活動により火災を鎮圧する。 

火災規模と対比して消防

力が劣勢と判断したとき 

住民の安全確保を 優先とし、道路、河川、耐火造建物、

空地等を活用し、守勢的現場活動により延焼を阻止する。 

 

（６） 救急・救助 

要救助者の救助救出と負傷者に対しての必要な応急処置を行い、安全な場所へ搬送を行

う。 

 

２．消防団による消火活動                                      

（１） 出火防止 

事故等の発生により、火災等の災害発生が予測された場合は、消防団員の居住地付近の

住民に対し、出火防止対策（火気の停止、ガス・電気の使用中止、避難に際しては、ガス栓を

閉める、分電盤のブレーカーを切る等）を広報するとともに、出火した場合は、住民と協力して

初期消火を図る。 

 

（２） 消火活動 

地域における消火活動若しくは主要避難路確保のための消火活動を、単独または消防本

部と協力して行う。 

また、損壊家屋、避難後の留守宅での通電時の出火等の警戒活動を行う。 

 

（３） 救急・救助 

消防本部による活動を補佐し、要救助者の救助救出と負傷者に対しての必要な応急処置

を行い、安全な場所へ搬送を行う。 

 

（４） 避難誘導 

避難の勧告、指示等がなされた場合は、これを住民に伝達するとともに、関係機関と連絡を

とりながら住民を安全に避難させる。 

 

３．住民における対策                                         

町民は、出火防止、初期消火及び延焼拡大防止等の活動に努めるとともに、近隣の出火、

延焼の拡大防止活動に協力する。 

 

４．惨事ストレス対策                                          

消防活動を実施する各機関・団体は、職員等の惨事ストレス対策の実施に努める。また、消

防本部は、必要に応じて、消防庁等に精神科医等の専門家の派遣を要請する。 
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５．他の消防本部に対する応援要請                                

町長は、自地域の消防力で十分な活動が困難である場合には、あらかじめ結んだ消防相

互応援協定に基づき他の消防機関に応援を要請する。 
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第１０節 救急・救助活動                               

風水害、大規模な事故発生等による災害時には、多数の救急救助事象が発生すると予想

され、迅速かつ的確な救急救助活動を実施する必要がある。 

町、消防本部、各関係機関等は、相互の密接な連携のもと、指揮命令系統、情報伝達方法

を明確にし、混乱なく効率的な救急・救助活動を行う。 

また、町は、被害状況の早急な把握に努め、必要に応じ、県や国の現地対策本部との合同

会議を活用する等により、県や国の各機関や他の地方公共団体に応援を要請する。 

 

１．救急・救助活動                                          

（１） 町、消防本部、各関係機関の救急・救助活動 

関 係 機 関 名 活     動     内     容 

町

（

消

防

機

関

を

含

む

） 

救急救助活動 １．活動の原則 

  救急救助活動は、救命処置を要する重症者を 優先とする。 

２．出動の原則 

救急救助を伴う場合は、努めて救急隊と他隊が連携して出動する

ものとし、救助を伴わない場合は、救急隊のみとし、次の優先順位に

より出動する。 

① 延焼火災が多発し、多数の救急救助事象が発生している場合

は、火災現場付近を優先する。 

② 延焼火災は少ないが、多数の救急救助事象のある場合は、多

数の人命を救護することを優先する。 

③ 同時に小規模な救急救助事象が併発している場合は、救命効

率の高い事象を優先する。 

④ 傷病者に対する救急処置は、救命の処置を必要とする事象を

優先する。 

救 急 搬 送 １．傷病者の救急搬送は、重症度に応じて振り分け、後方医療機関

に搬送する必要があるか否かを判断し救命処置を要する者を優

先する。 

   なお、搬送に際しては、所轄消防本部、医療救護班、県等の車

両のほか、重症患者などは、必要に応じ県、自衛隊の航空機によ

り行う。 

２．救護所等からの後方医療施設への移送は、被災状況の推移を

勘案して他機関との協力体制のもとに行う。 

傷病者多数発

生時の活動 

 

１．災害の状況等を判断し、安全かつ活動容易な場所に現場救護

所を設置し、救助隊、医療救護班と密接な連携を図り効果的な救

護活動を行う。 

   なお、傷病者を迅速かつ的確に後方医療機関へ搬送するため

には、収容先医療機関の被災状況や、空き病床数等、傷病者の

搬送先を決定するのに必要な情報が把握できるよう、災害時医療

情報体制を確立する。 

２．救護能力が不足する場合は、自主防災組織等に医療機関への

自主的な輸送協力を求めるなど、関係機関との連絡を密にし、効

率的な活動を行う。 
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関 係 機 関 名 活     動     内     容 

警 察 １．救出地域の範囲や規模に応じ、警察本部及び各警察署に救助

部隊を編成し、被災者の救出救助にあたる。 

２．救助した負傷者は、応急処置を施したのち、医療救護班に引き

継ぐ。 

３．救出活動は、町を始め関係機関と連絡を密に共同して行う。 

海上保安庁 １．海難船舶や高潮等により沿岸において避難した人等の捜索、救

助を行う。 

２．救出活動は、町を始め関係機関と連絡を密に共同して行う。 

自 衛 隊 １．必要に応じ、または知事等の要請に基づき救出活動を行う。 

２．救出活動は、町を始め関係機関と連絡を密に共同して行う。 

消 防 庁 １．必要に応じ、緊急消防援助隊の派遣等の広域的な応援のため

の措置をとる。 

   

（２） 住民及び自主防災組織による救急救助活動 

住民及び自主防災組織は、自発的に被災者の救急救助活動を行うとともに、救急救助活

動を行う関係機関に協力するよう努める。 

 

２．関係機関等への要請                                       

災害が甚大であり、または特殊災害のため消防機関または一般協力者のみでは救出困難

な事態の場合は、県・警察・海上保安本部等、他市町村に次の事項を明示し、協力を要請す

るとともに必要に応じ自衛隊の派遣について知事に要請する。 

① 応援を必要とする理由 

② 応援を必要とする人員、資機材等 

③ 応援を必要とする場所 

④ 応援を必要とする期間 

⑤ その他周囲の状況等応援に関する必要事項 

 

３．警察・海上保安本部等との連絡                                

被災者の救出にあたっては、各関係機関に連絡し、協力を要請するとともに町、消防本部、

警察・海上保安本部等の三者は、常に緊密な連携のもとに救出にあたる。 

 

４．救急・救助用資機材等の確保                                  

救急・救助活動に必要な車両、その他資機材を準備して、それぞれの状況に応じた救出作

業を行う。 

 
（１） 救急・救助用装備・資機材の調達 

① 初期における救急・救助用装備・資機材の運用については、原則として各関係機関に

おいてそれぞれ整備・保有しているものを活用する。 
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② 救急・救助用装備・資機材等に不足を生じた場合は、その他関係機関が保有するもの

または民間業者からの借入れ等を図り、救助活動に万全を期する。 

③ 損壊家屋等からの救出に必要な重機等について、あらかじめ定めた協定等に基づき民

間業者から調達する。 

④ 搬送する重傷者が多数で、消防本部、医療救護班等の車両が不足する場合は、住民及

び自主防災組織の協力を得て、民間の車両を確保する。 

 

（２）救出に必要な機器等の状況 

救出に必要な機器等の状況は、資料編に掲載するとおり。 

 

５．惨事ストレス対策                                          

救急・救助活動を実施する各機関は、職員等の惨事ストレス対策の実施に努める。 

また、消防本部は、必要に応じて、消防庁等に精神科医等の専門家の派遣を要請する。 
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第１１節 医療及び助産救護                             

災害時には、救助・医療救護を必要とする多数の傷病者の発生や、医療機関自体も被災し

混乱等が予想されるため、県及び関係機関との連携のもと医療情報の収集伝達に努め、迅速

に初動医療体制を確立し、一刻も速い救命処置、分娩、負傷者等の搬送を行い、迅速かつ適

切な医療救護活動を行う。 

町、県及び関係機関等は、より効果的な医療及び助産救護活動を行うため、あらかじめ定

めた役割分担に従った活動を優先しつつ、現場の実情に応じた臨機応変かつ柔軟な対応、

相互支援活動を行う。また、災害発生からの時間の経過に伴い医療救護に係るニーズが変化

することから、町、県、各医療機関及び防災関係機関は、それぞれの段階に応じた医療救護

活動を行う。 

なお、具体的な事項については、「島根県医療救護実施要領」に準ずるほか、災害医療に

関する個別マニュアル等による。 

 

１．医療及び助産救護                                        

（１） 医療救護活動 

災害時における医療救護は、町が第一次的に実施する。町長は、必要に応じて救護所を

設置し、町内の病院、医院等の協力を得て医療関係者をもって医療救護班を編成し、医療及

び助産の実施にあたる。 

なお、災害の種類及び程度により島後医師会の医療救護班の出動を要請し、災害の程度

に即応した医療救護を行う。また、災害の程度により、町では対応が困難な場合は、県及びそ

の他関係機関に協力を要請する。 

また、町長は、災害救助法適用後、医療救護の必要があると認めたときは、県に医療救護

についての迅速、的確な要請を行う。 

    

① 活動体制の確立 

災害が発生し、または発生することが予想される段階において、迅速・的確な応急対策を

実施するため、町及び関係機関等は、第一に各々の活動体制を早急に確立する。 

なお大規模災害発生時においては、隠岐保健所長が可能な限り早期に地域災害医療

対策会議を設置し、被災地における医療ニーズを把握し医療救護活動を調整することとな

っており、町は、その活動に協力する。 

 

② 情報収集・伝達 

災害時において町、県及び関係機関等が相互に密接な連携のもとに医療救護活動を実

施するため、情報の共有に努めるとともに、あらかじめ定められた手段により迅速かつ的確

に伝達する。 

また、通信手段の途絶等が発生した場合においては、あらゆる手段により情報を伝達す

る。 
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③ 災害拠点病院等における活動 

地域災害拠点病院である隠岐病院は、災害時に医療救護活動の中心となる医療機関と

して、被災地からの重症患者受入やＤＭＡＴの受入及び派遣などの活動を行う。 

また、災害協力病院は、災害拠点病院を補完する医療機関として、隠岐病院と連携して

傷病者等を受け入れるとともに、被災地への医療救護班の派遣などの活動を行う。 

 

④ 医療救護所における活動 

町は、必要に応じて、事前に定める場所に医療救護所を設置し、住民に周知する。なお、

町の開設する救護所は、原則として収容避難所に設置するものとするが、必要に応じて他

の公共施設を使用する。 

また、医療救護所における医療救護活動について、町による対応が困難な場合におい

ては、地域災害医療対策会議（隠岐保健所長）に支援を要請する。 

 

（２） 助産救護活動 

町は、県及び関係機関との連携のもと、以下のとおり助産救護活動を実施する。 

① 災害時における助産救護活動は、産婦人科医が常駐し助産施設が整っている隠岐病

院で行うものとし、町は、必要に応じて、町内の病院や関係者等の協力を得て、助産救

護が必要なものを搬送する。 

② 災害の程度により町では対応が困難な場合は、県（健康福祉部）及びその他関係機関

に協力を要請する 

 

２．医療品・医療用資器材等の調達                     
（１） 医薬品・医療用資器材等の調達 

医療、助産実施に必要な医薬品及び衛生資材の確保について町内で調達不可能な場合

には、県に要請する。 

  

（２） 医療機関、薬剤等の状況 

町内の医療機関及び医療助産に必要な医療資材、医薬品等の現況は、資料編に掲載す

るとおり。 

 

３．傷病者等の搬送                            
（１） 傷病者等の収容施設の確保 

傷病者の救護のため収容を必要とする場合は、地域災害拠点病院の隠岐病院を中心に収

容することとするが、隠岐病院の受け入れ能力には限りがあるため、傷病者を分散して搬送す

ることが必要となる。さらに、重症患者については、十分な治療継続が可能な県内外の医療機

関へ搬送することが必要となる。 

このため、関係機関において医療機関の被災状況や空き病床数（回復期の病床も含む）等、

傷病者の搬送先決定に必要な情報を共有し、傷病者を迅速かつ的確に後方医療機関へ搬

送する。 
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（２）傷病者搬送の手順 

傷病者等の搬送手順は、次のとおり。 

 

傷病者搬送の

判定 

医療救護班（診療所含む）の医師は、医療救護及び助産救護を行った者

について、重傷度に応じた振り分けを行うトリアージタッグ（資料編に掲

載）を活用し、後方医療機関に搬送する必要があるか否かを判断する。 

傷病者搬送の

要請 

１．傷病者等の医療機関への搬送は、隠岐広域連合で実施する。ただ

し、広域連合の救急車が確保できない場合は、町、医療救護班で確保

した車輌により搬送する。 

２．重傷者等については、道路損傷の場合または遠隔地への搬送の場合

等､必要に応じて、県、自衛隊等の関係機関にヘリコプター等の手配を

要請する。 

傷病者の後方

医療機関への

搬送 

１．医療救護班が保有している自動車が使用可能な場合は、保有する自

動車により該当する傷病者を搬送する。 

２．傷病者搬送の要請を受けた町､県及びその他関係機関は、あらかじめ

定められた搬送順位に基づき、収容先医療機関の受け入れ態勢を十

分確認のうえ、搬送する。 

 

 

４．特別に配慮を要する患者への対応                    
（1） 透析患者等への医療対応 

町は、島後医師会及び透析医療機関等の協力により、透析医療機関の被災の状況、近県

も含めた透析医療の可否について情報を収集し、透析医療機関及び患者からの問い合わせ

に対し情報提供できる体制をとる。 

さらに、透析医療機関からの要請に応じ、水、電気、燃料などの供給、あるいは復旧に

ついて関係機関と調整する。 

 

（2） 在宅難病患者への対応 

人工呼吸器を装着等している難病患者は、病勢が不安定であるとともに専門医療を要す

ることから、災害時には、医療施設で救護する必要があるため、町は、県及び医療機関等

との連携により、後方医療機関へ搬送する。 
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第１２節 警備活動                                   

町内に大規模な災害が発生した場合には、住民の生命、身体、財産の保護及び各種の犯罪の

予防、取り締り、交通秩序の維持並びにその他被災地における治安の万全を期することが極めて

重要である。 

このため、災害時には、島根県警察本部が「島根県警察災害警備計画」に基づいて早期に警

備体制を確立し、関係機関との緊密な連携のもとに、避難誘導、救出・救護、交通対策等の災害

警備活動に警察の総合力を発揮して対処する。 

 

１．関係機関の連携                            
町は、県警察本部の災害警備活動について、県及び関係機関との緊密な連携を図って対

応する。 
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第１３節 交通対策                                   

災害時には、道路、橋梁等の交通施設に被害が発生するとともに、緊急車両や一般車両の

流入による交通渋滞が発生し緊急輸送等の支障が予想される。また、海上においても海上輸

送や航路障害等の発生が予想される。 

このため、迅速かつ適切に交通規制を実施し、緊急輸送等のための交通を確保するととも

に、これらの道路啓開障害物、破損箇所を（道路上の土砂、流木等を除去し、交通確保を図る

こと）修復すること（応急復旧）は、救援活動を円滑に行うための必要条件である。 

災害後の救急、消防、応急復旧対策等の緊急輸送を確保するため、関係機関との協議のう

え、関係機関の応急活動を支える路線を選定し、他の道路に先駆けて道路啓開・応急復旧を

行う。 

 

１．交通施設の危険箇所の把握                                  

町は、消防団その他関係機関と連絡を密にし、道路の崩壊、橋梁の流失その他交通に支

障を及ぼす恐れのある箇所の把握、発見に努める。 

 

２．交通規制等                                             

（１） 交通規制等の実施 

 町（道路管理者、港湾管理者）、消防吏員の行う交通規制の実施方法は、下表のとおり。な

お、警察機関、自衛官及び海上保安署の行う交通規制については、島根県地域防災計画に

定めるとおり。 

実施者 実     施     の     方     法 

町 （ 道 路 管

理者） 

道路、橋梁等交通施設の巡回調査に努め、災害により交通施設等の危

険な状況が予想され、または発見通報により承知したときは、速やかに必要

な規制を行う。 

消防吏員 消防吏員は、警察官がその場にいない場合に限り、消防用緊急車両の

通行を確保するため、以下の措置をとることができる 

１．通行禁止または制限に係る区域または区間において車両その他の物件

が緊急通行車両の通行の妨害となり、災害応急対策の実施に著しい支

障が生じる恐れがあると認めるときは、車両等の所有者等に対し必要な措

置をとることを命ずることができる。  

２．上記 1 の措置を命ぜられた者が当該措置をとらないとき、またはその命

令の相手方が現場にいないため、当該措置を命ずることができないとき

は、自ら当該措置をとることができる。 

港湾管理者 

 

海上において、災害応急対策の遂行あるいは航路障害のため船舶交通

を規制する必要があるときは、交通の制限または禁止、危険区域の周知及

び港内岸壁付近の交通整理等を行う。 
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（２）道路管理者と警察機関の相互連絡 

道路管理者と警察機関は、相互に密接な連絡をとり、交通の規制をしようとするときは、あら

かじめ規制の対象、区間、期間及び理由を、道路管理者にあっては警察機関へ、警察機関に

あっては道路管理者へそれぞれ通知する。ただし、緊急を要する場合であらかじめ通知する

いとまがないときは、事後においてこれらの事項を通知する。 

① 町長の管理する道路 

町長は、町道で破損・決壊・橋梁流失その他交通に支障を及ぼす恐れがある場合、また

は、その通報を受けた場合は、直ちに通行の禁止・制限等の規制措置をとるとともに応急復

旧に努め、さらに適当な迂回路のある場合には、その指示を行う等交通の確保を図る。 

② 国及び県が管理する道路 

町長は、国及び県が管理する道路に発生した災害を発見した場合、またはその通報を受

けた場合は、直ちに隠岐支庁県土整備局に報告する。 

 

（３） う回路等の設定 

実施者は、道路の損壊または緊急通行車両の通行確保等のため交通規制を実施した場合、

適当なう回路を指定し、必要な地点に標示するなどの方法によって一般交通に対し、できる限

り支障のないように努める。この際、緊急輸送ルート、道路啓開活動等との調整を図るため、道

路管理者と警察との緊密な連携をとること。 

 

（４） 規制の標識等 

実施者が規制を行った場合は、それぞれの法令の定めるところにより規制の標識を設置す

る。 

① 災害対策基本法施行規則第５条（災害時における交通の規制に係る標示の様式等） 

② 道路交通法第４条（公安委員会の交通規制） 

ただし、緊急な場合、標識を設置することが困難または不可能なとき等は、適宜の方法によ

り、とりあえず交通規制をしたことを明示し、必要に応じ警察官等が現地において指導にあた

る（災害対策基本法に基づく規制の標識は、資料編参照。）。 

 

（５） 規制の広報・周知 

実施者は、規制を行った場合、関係機関に通知するとともに県（土木部道路維持課）、日本

道路交通情報センター及び報道機関を通じて一般住民に周知徹底する。 

 

（６） 規制の解除 

交通規制の解除は、実施者が規制解除を判断し、通行の安全を確保した後、速やかに行う

ものとし、隠岐の島警察署長に通知するとともに、県の管理する道路内においては、県（土木

部道路維持課）または日本道路交通情報センターに連絡する。 

 

（７） 緊急道路情報の提供 

道路管理者は、災害により国道、交通量の多い県道等を全面通行止めとする場合または解
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除する場合は、緊急道路情報として、あらかじめ定める方法により、直ちに報道機関への情報

提供を行う。 

  

（8） 措置命令等 

町は、以下に示す警察官や自衛官等の措置命令等が円滑に行われるよう、必要な協力を

行う。 

警 察官 の措 置

命令等 

１．警察官は、災害対策基本法に基づく通行禁止区域等において、車両

その他の物件が緊急通行車両の通行の妨害となることにより、災害応

急対策の実施に著しい支障を及ぼすと認められるときは、同法第７６

条の３第１項及び第２項の規定に基づき、車等の移動の命令、撤去な

どの必要な措置を行う。  

２．路上放置車両等をより効率的に排除するため、道路管理者等との連

携活動に配意する。 

自 衛官 の措 置

命令等 

１．警察官がその場にいない場合は、災害対策基本法第７６条の３第３項

または第４項の規定に基づき、車両の移動等必要な措置をとることを

命じ、または自らその措置をとる。 

２．車両の移動等の措置をとったときには、直ちに当該措置をとった場所

を隠岐の島警察署長に通知する。 
消 防吏員 の措

置命令等 

港湾管理者及

び海上保安署

の措置命令等 

１．海上において、災害応急対策の遂行あるいは航路障害のため船舶

交通を規制する必要があるときは、交通の制限または禁止、危険区域

の周知及び港内岸壁付近の交通整理等を行う。 

 

３．発見者等の通報と運転者のとるべき措置                           

（１） 発見者等の通報 

災害時に道路、橋梁の交通施設の危険な状況、また、交通が極めて混乱している状況を発

見した者は、速やかに町長または警察官に通報する。通報を受けた警察官は、その旨を町長

及び道路管理者に通報、町長はその路線を管理する道路管理者またはその地域を管轄する

警察機関に通報する。 

 

（２） 災害発生時における運転者のとるべき措置 

① 土砂崩れ等の災害や大規模な車両事故等が発生したときは、車両の運転者は、次の措

置をとらなければならない。 

(ｱ) できる限り安全な方法により車両を道路の左側に停車させること。 

(ｲ) 停車後は、カーラジオ等により災害情報及び交通情報を聴取し、その情報及び周囲

の状況に応じて行動すること。 

(ｳ) 車両を置いて避難するときは、できる限り路外に停車させる。やむを得ず道路上に置

いて避難するときは、道路の左側に寄せて停車させ、エンジンを切り、エンジンキーは、

つけたままとし、窓を閉め、ドアはロックしないこと。 

② 道路の通行禁止等が行われたときは、通行禁止等の対象とされている区域または区間

の道路を走行中の車両の運転者は、次の措置をとらなければならない。 

(ｱ) 当該車両を速やかに当該道路の区間以外または道路外の場所へ移動すること。 
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(ｲ) 当該道路の区間以外または道路外の場所へ移動することが困難なときは、当該車

両を道路の左側端に沿って駐車するなど緊急車両の通行の妨害とならない方法によ

り駐車すること。 

(ｳ) 警察官の指示を受けたときは、その指示に従って車両を移動し、または駐車しなけ

ればならない。 

 

４．道路啓開                                              

（１） 緊急啓開道路の把握と優先順位の決定 

① 緊急啓開道路の情報収集 

町は、緊急輸送道路の状況について情報提供を行うなど、各道路管理者の情報収集   

に協力する。 

② 優先順位の決定 

各道路管理者は、啓開が必要な緊急輸送路線等が多数発生した場合は、重要度を考慮

し、優先順位を決めて道路啓開を実施する。 

 

（２） 道路啓開作業の実施 

① 啓開資機材等の確保 

町は、中国地方整備局、県との協力により、あらかじめ整備していた資機材及び建設業

協会等との協定の締結等により確保した人員及び資機材等を活用し、道路啓開を的確、迅

速に行う。 

② 啓開作業 

町及び各道路管理者は、所管する緊急輸送道路の被害状況、道路上の障害物の状況を各

関係機関と協力して速やかに調査し、緊急度に応じて啓開作業を実施する。 

なお、道路啓開にあたっては、以下の事項に留意する。 

(ｱ) 災害の規模や道路の被災状況に応じ、啓開すべき道路を決定する。 

(ｲ) 警察、自衛隊、消防本部等と協議し、人命救助を 優先させた道路啓開を行う。 

(ｳ) 道路啓開に際しては、２車線を確保するのを原則とするが、やむを得ない場合には、

１車線とし、適当な箇所に車両の交差・融合ができる待避所を設ける。 

(ｴ) 道路上の破損、倒壊等による障害物の除去については、警察、自衛隊、消防本部

及び占用工作物管理者等の協力を得て行い、交通確保に努める。 

(ｵ) 啓開作業時においては、あらかじめ立案しておいた調達計画により、競合する部分

を各道路管理者と調整したうえで、重複等のないように調達する。 

(ｶ) 道路啓開及び応急復旧にあたっては、公安委員会または警察署長の行う交通規制

との調整を図る。 

(ｷ) 道路啓開で発生した土砂・流木・災害廃棄物等の仮置き場等について、関係機関と

の調整を行う。 
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５．港湾及び漁港啓開                                         

（１） 緊急に啓開すべき港湾及び漁港の把握と優先順位の決定 

輸送拠点に指定された港湾及び漁港の各管理者は、啓開が必要な港湾及び漁港につい

て情報収集を行い、優先順位を決めて港湾及び漁港の啓開を実施する。 

 

（２） 港湾及び漁港啓開作業の実施 

町は、県と協力し、港湾及び漁港並びに臨港道路の啓開を的確、迅速に行う。啓開で発生

した土砂・流木・がれき等の仮置き場等について、関係機関との調整を行う。 

 

（３） 航路等の障害物除去 

港湾管理者及び漁港管理者は、その所管する港湾区域及び漁港区域内の航路等について、

沈船、漂流物等により船舶の航行が危険と認められる場合には、障害物の除去等に努める。 
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第１４節 緊急輸送                                   

災害時における避難及び救出、救助等の応急対策を実施するために必要な人員、物資等

の輸送等を迅速かつ確実に行うため、迅速に輸送経路や輸送手段を確保し、緊急度、重要

度を考慮した効率的な緊急輸送体制の確立を図る。 

 

１．緊急輸送の実施                                          

（１） 緊急輸送の実施責任者 

緊急輸送に関する実施責任者は、下記に示すとおり。 

なお、災害時における緊急輸送は、災害応急対策を行う各対策部がそれぞれ行う。 

ただし、配車等総合調整は、町長が行う。 

輸送対象 実施責任者 輸送にあたっての配慮事項 

被災者の輸送 町長 １．人命の安全 

２．被害の拡大防止 

３．災害応急対策の円滑な実施

災害応急対策及び災害

救助を実施する必要な

要員及び物資の輸送 

災害応急対策を実施すべ

き責任を有する機関の長 

 

（２） 緊急輸送の対象 

 被害の状況、緊急度、重要度を考慮して、必要な輸送対象を優先的に緊急輸送する。 

段階 輸送対象 

第１段階 

警 戒 避 難

期 

１．救助・救急活動、医療活動の従事者、医薬品等人命救助に要する人員、

物資 

２．消防、水防活動等災害拡大防止のための人員、物資 

３．政府災害対策要員、地方公共団体災害対策要員、情報通信、電力、ガ

ス、水道施設保安要員等初動の応急対策に必要な要員・物資等 

４．後方医療機関へ搬送する負傷者等 

５．緊急輸送に必要な輸送施設、輸送拠点の応急復旧、交通規制等に必 

要な人員及び物資 

第２段階 

事 態 安 定

期 

１．上記第１段階の続行 

２．食料、水等生命の維持に必要な物資 

３．傷病者及び被災者の被災地外への輸送 

４．輸送施設の応急復旧等に必要な人員及び物資 

第３段階 

復旧期 

１．上記第２段階の続行 

２．災害復旧に必要な人員及び物資 

３．生活必需品 
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２．緊急輸送手段等の確保                                      

（１） 緊急輸送手段 

① 自動車による輸送 

道路の交通不能の場合以外は、自動車による迅速、確実な輸送を行う。そのため自動車

の確保を次のとおり行う。 

(ｱ) 町有のもの 

町が稼動可能数の掌握、配車を行い、町が自動車を必要とするとき、配車の要請を行

う。 

(ｲ) その他のもの 

各対策部からの要請により、町有のものだけでは不足する場合、また、不足が予想さ

れる場合は、総務対策部は、直ちに他の公共団体に属する自動車、営業者所有の自動

車の確保を図る。 

なお、本町の所有するもの及び借用可能自動車の状況は､資料編に掲載するとおり。 

(ｳ) 応援の要請 

町は、町内で自動車の確保が困難な場合、または他市町村で自動車を確保すること

が効率的な場合は、当該市町村または県に対し、次に示す輸送条件を明示し応援を要

請する。 

輸送条件 

（船舶等、航空

機、人力による

輸送と共通） 

町長は、車両、船舶等の調達を必要とするときは、次の事項を明示

して要請する。 

１．輸送を必要とする人員または物資の品名、数量（重量を含む） 

２．輸送を必要とする区間 

３．車両、船舶等の種類及び台数 

４．輸送の予定日時 

５．その他必要な事項 

 

② 船舶等による輸送 

道路の被害等により自動車による輸送ができないとき、または船舶等による輸送がより効

果的なときは、海上輸送によるものとする。 

船舶等は、隠岐汽船、漁業協同組合及び漁船所有者の協力を得て確保するが、町内で

調達できないときは県、海上保安署等に前項(１)①の輸送条件を明示し確保を要請する。 

  

③ 航空機による輸送 

地上輸送が全て不可能な場合、あるいは孤立地区等へ緊急に人員、物資の輸送が必要

となった場合は、県若しくは自衛隊に前項(１)①の輸送条件を明示し航空機による輸送を要

請する。自衛隊の航空機による輸送の手続き等については、｢本編第２章第６節 自衛隊災

害派遣要請｣に定める。 

なお、その要請にあっては、緊急度等十分検討のうえ行う。 
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④ 人力による輸送 

災害のため車両等による輸送が不可能な場合は、労務者による人力輸送を行うものとするが、

町内の人員では輸送困難な場合は、県・警察・海上保安署等に前項(１)①の輸送条件を明示し

協力を要請するとともに、必要に応じ自衛隊の派遣について知事に要請する。 

 

（２） 緊急輸送のための燃料の確保 

緊急輸送を行う関係機関は、関係省庁及び関係業界団体の協力等により、災害時におけ

る燃料の調達・供給体制を確立する。 

 

３．緊急輸送道路及び輸送拠点等の確保                             

（１）緊急輸送道路の確保 

緊急輸送道路の被害状況を速やかに把握し、防災関係機関が迅速かつ効果的に緊急輸

送活動を行うために、最も適当な緊急輸送道路や迂回路を選定し確保する。 

島根県地域防災計画（震災編）別添資料「島根県緊急輸送道路ネットワーク計画」（平成９

年３月策定、平成２５年度改訂）に定める緊急輸送道路のうち、本町における指定道路につい

ては、資料編に示す。 

 

（２） 輸送拠点等の確保 

各種輸送拠点や緊急輸送時における救援物資等の備蓄・集積拠点の被害状況を速やか

に把握し、必要な拠点を確保する。 

島根県地域防災計画（震災編）別添資料「島根県緊急輸送道路ネットワーク計画」に定める

本町における輸送拠点等については、資料編に示す。 

 

（３） 関係機関及び住民等への周知 

町長は、緊急輸送道路、輸送拠点、救援物資等の備蓄・集積拠点等について、警察・消防

等の関係機関及び住民等へ報道機関等を通じて周知する。 

 

４．緊急通行車両等の確認                                      

災害規模の拡大に伴い、輸送を行う自動車等の車両について、知事または県公安委員会

は、通行の禁止または制限措置を講ずることがある。このため、緊急通行を行う場合には、次

の手続きにより緊急通行車両または規制除外車両を証明する標章（資料編に掲載）及び「緊

急通行車両確認証明書」または「規制除外車両確認証明書」（資料編に掲載）の交付を受け

る。 

なお、緊急通行車両等の使用者は、「標章」を当該緊急通行車両等の前面の見やすい箇

所に掲示するとともに「緊急通行車両確認証明書」等を当該車両に備え付ける。 

 

 

 

 

-177-



風水害等対策編 第 2編 風水害対策計画 
第 2章 災害応急対策計画 

第 14節 緊急輸送 
 

 緊急通行車両確認証明書 規制除外車両確認証明書 

確認対象 

車   両 

町及び指定（地方）行政機関等が行う

避難勧告、被災者の救難・救助・施設

の応急復旧、緊急輸送等に使用され

る車両。 

民間事業者が行う社会経済活動のうち、

災害後、特に、優先すべきものに使用さ

れる車両。 

１．医師、歯科医師、医療機関等が使用

する車両 

２．医薬品、医療機器、医療用資器材等

を輸送する車両 

３．患者等輸送用車両（特別な構造また

は装置があるものに限る） 

４．建設用重機、道路障害物除去作業用

車両または重機輸送用車両 

確認場所 隠岐の島警察署 隠岐の島警察署、警察本部交通規制課

及び交通検問所 

必要書類 １．緊急通行車両等確認申請書 

２．自動車検査証 

３．指定行政機関等による要請書の写

し等 

１．規制除外車両事前届出書 

２．自動車検査証 

３．対象車両であることが確認できる書

類・写真等 

 

５．災害救助法による輸送基準                                   

災害輸送のうち災害救助法による救助実施のための輸送基準は、次による。 

  

被災者の避難 町、警察署等の避難指示に基づく、被災者自身を避難させるための輸送

及び被災者を避難させるための副次的な輸送（被災者を誘導するための

人員、資材等の輸送）。 

医療及び助産 重病患者で医療救護班において処置できない者等の輸送及び衛生班の

仮設する診療所等への患者輸送あるいは救護関係者の輸送等。 

被災者の救出 救出された被災者の輸送及び救出のために必要な人員、資材等の輸送。

飲料水の供給 飲料水の直接輸送及び飲料に適する水を確保するための必要な人員、ろ

水器その他飲料水の供給に必要な機械、器具、資材等の輸送。 

救済用物資 被災地に給（貸）与する被服、寝具その他の生活必需品、炊き出し用食

料、燃料、被災児童生徒に支給する学用品、救助に必要な医薬品、衛生

材料及び義援物資等の輸送。 

死体の捜索 死体の捜索のため必要な人員及び資材等の輸送。 

死体の処理 死体の処理及び検案のための県の救護班員等人員の輸送、死体の処置

のための衛生材料等の輸送、死体の移動にともなう死体の輸送並びに死

体を移送するための人員の輸送。 
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第１５節 浸水・土砂災害対策                            

風水害時における洪水、波浪、高潮等による浸水災害への対策は、別に定める隠岐の島

町水防計画（以下、「水防計画」という。）に基づき水防体制を確立し、浸水災害を警戒し、防

御し、これによる被害を軽減するとともに人命及び財産の保護を図る。 

また、風水害時に土砂災害の発生が予想される場合は、降雨等の情報及び土砂災害の前

兆現象等の把握に努めるとともに土砂災害防止体制を早期に確立し、土砂災害を防止するた

め危険箇所等の巡視・警戒活動等の被害の拡大防止対策を実施する。 

 

１．浸水、土砂災害防止体制の確立                                

町は、気象等の特別警報、警報及び注意報や洪水予報、河川水位等の情報、局地的な降

雨等の情報及び土砂災害の前兆現象等の早期把握に努めるとともに、水防警報や気象警報

等の発表により、水防体制及び土砂災害防止体制を早期に確立し、浸水や土砂災害による

被害の拡大防止対策と応急対策を実施する。 

 

（１） 水防体制 

① 水防管理者 

隠岐の島町長 

② 水防組織系統 

(ｱ) 水防本部 

本町における水防を総括するために設置し、本部事務局を町役場総務課に設置す

る。 

また、災害対策本部が設置されたときは、水防本部は、災害対策本部の組織に移行す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｲ) 水防機関 

本町における水防活動については、消防団が行うこととし、水防機関の長は、消防団

長をもってこれにあてる。 

また、水防法第１７条の規定により、地元住民は、水防本部長または水防機関の長より

出動の要請があった場合は、現地作業隊としてこれに協力しなければならない。 

本
部
長 

副
本
部
長 

班
長 

消防団 

情報連絡班 

現地指導班 

資材班 

誘導班 
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(ｳ) 気象情報伝達系統 

水防計画において定めるとおり。（資料編に掲載） 

 

（２） 重要水防区域 

水防計画において定めるとおり。（資料編に掲載） 

 

２．河川出水・浸水害及び高潮被害の拡大防止                         

（1） 水防情報の受信・伝達 

町及び各水防組織は、「隠岐の島町水防計画」に定めた方法により、気象等の特別警報、

警報及び注意報や洪水予報、水防警報を受信・伝達するほか、水防情報システム等で得られ

た雨量、河川水位、潮位等の諸観測値を監視するとともに、関係機関に伝達する。 

また、重要水防区域及び危険な箇所や二次災害につながる恐れのある河川施設やため池、

海岸施設等の監視、警戒を行い、洪水、氾濫、浸水等危険の把握に努める。特に、集中豪雨

等による急激な出水・増水に迅速に対処するとともに、的確な避難の勧告・指示の実施に努め

る。 

 

（2） 水門操作並びに貯水池等の水防対策 

水門・ため池等の水防対策は、それぞれの管理者が責任をもって行う。 

町内の水門・ため池等の管理者、現況及び予防体制は、水防計画において定める。 

（資料編に掲載） 

 

（3） 水防用資材 

水防用資材の整備、備蓄等については、水防計画において定める。（資料編に掲載） 

 

（4） 水防非常配備と出動 

水防団の配備と出動等については、水防計画において定める。（資料編に掲載） 

 

（5） 水防標識と身分証票 

水防要員の腕章や身分証票、使用車両の標識については、水防計画において定める。

（資料編に掲載） 

 

（6） 通報 

水防計画において定めるとおり。（資料編に掲載） 

 

（7） 公用負担と損失補償 

水防計画において定めるとおり。（資料編に掲載） 

 

（8） 水防解除 

水防計画において定めるとおり。（資料編に掲載） 
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（9） 決壊等の通報ならびに決壊後の処理 

水防計画において定めるとおり。（資料編に掲載） 

 

（10）水防顛末報告 

水防計画において定めるとおり。（資料編に掲載） 

 

３．土砂災害対策                                            

（１） 土砂災害防止体制 

町は、気象情報、局地的な降雨等の情報及び土砂災害の前兆現象等の早期把握に努め

るとともに、気象警報等の発表により土砂災害防止体制を早期に確立し、被害の拡大防止対

策に着手する。 

 

（２） 危険箇所周辺の警戒監視・通報 

① 土砂災害発生前 

町は、地域で土砂災害の発生の兆候が認められるなどの実態が把握された場合におい

ては、それらの地域の警戒監視体制を強化し、土砂災害防止対策の早期実施に努める。 

 

② 土砂災害発生後 

町は、急傾斜地崩壊危険箇所等における斜面崩壊、土石流危険渓流等における土石流

及び地すべり危険箇所等における地すべりなどにより土砂災害が発生した地域がある場合、

その被害実態の早期把握に努める。 

なお、二次災害の発生に対処するため、町は、県と協力し、降雨等の気象状況の十分な

把握に努め、崩壊面、周辺斜面及び堆積土砂等について、安全に留意し監視を実施す

る。 

 

（３） 土砂災害等による被害の拡大防止 

① 土砂災害の防止措置 

土砂災害の生じた地域において、降雨継続等により引き続き崖崩れや土石流、地すべり

等が懸念される場合は、各施設管理者、町において、崩壊危険箇所及びその周辺へのシ

ート被覆、応急排水路の設置等応急的な再崩壊防止措置を講じる。 

② 警戒避難体制の確立 

(ｱ) 情報の指示・伝達 

町は、土砂災害の発生が予想される場合は、住民、ライフライン関係者、交通機関関

係者等に対し、早急に注意を喚起し、または警戒避難等の指示、伝達を行う。特に、町

は、具体的に危険が予想される危険区域の住民等に対しては、個別伝達等により 優先

で伝達する。 

(ｲ) 警戒区域の設定 

町は、土砂災害の危険が解消されない場合は、当該危険区域に警戒区域を設定し、

関係住民の出入りを制限し、必要に応じ、関係地域住民の避難措置を実施する。 
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(ｳ) 専門家等の派遣による支援 

町は、必要に応じ、アドバイザー制度の活用や砂防ボランティア、山地防災ヘルパー、

島根県農村災害ボランティア派遣等の要請を県に行う。それぞれの活動目的・内容等は

次のとおり。 

 

アドバイザー制度 国において創設した砂防の専門家による助言組織であり、土砂災害等の

発生が予想される事態において活用することを目的としている制度。 

砂防ボランティア 平成 8 年に設立された島根県砂防ボランティア協会に登録されているボラ

ンティアをいう。急傾斜地崩壊や地すべり等砂防の専門知識を活用し、危

険箇所を点検した結果を警戒避難活動に役立てるもの。斜面判定士の認

定を受けている者も含まれる。 

山地防災ヘルパ

ー 

平成 18 年に設立された島根県山地防災ヘルパー協議会に登録されてい

るボランティアをいう。風水害時に山地崩壊や地すべりなど治山の専門知

識を活用し、山地災害危険地区や防災施設を点検した結果を市町村等の

警戒避難活動に役立てようとするもの。 

島根県農村災害

ボランティア 

平成 17 年に島根県における農地・農業用施設等の災害について、未然防

止及び災害時の支援など、市町村の防災・災害活動に無償で協力するこ

とを目的に発足したもの。 

 

 (ｴ) 避難誘導 

      本編第２章第８節「避難活動」による。 
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第１６節 ライフライン施設等の応急復旧                     

 各ライフライン施設は、町民の日常生活及び社会、経済活動はもとより、災害直後の

応急対策活動においても重要な役割を果たす。 

このため、各ライフライン施設管理者と県、町及び防災関係機関は、万全の活動体制

を確立し、相互に連携を図りながら、迅速に応急対策、被害拡大防止対策等を実施する。 

 

１．災害情報の収集・伝達                                      

ライフライン施設災害への対応を効果的に実施するためには、災害による被害状況等に関

する情報をできるだけ正確かつ詳細に入手し、関係各機関間でこれらの情報を共有化する必

要がある。 

そこで、町、県、各ライフライン施設管理者等の関係各機関は、災害発生時に災害応急対

策を適切に実施するため、相互に密接な連携のもとに、迅速かつ的確に災害情報を収集し、

伝達する。 

 

２．災害応急活動体制の確立                                    

ライフライン施設災害が発生した場合、町、県、ライフライン施設管理者等は、相互連携のう

え一致協力して災害の拡大防止及び被災者の救援救護に努め、被害の発生を 小限にとど

めるため、収集された情報をもとに、必要な組織、動員その他の災害応急体制を速やかに確

立する。 

 

３．応急措置の実施（仮復旧も含む）                                

（１） 電気施設の応急措置 

災害により電気施設に被害があった場合、各管理者は、あらかじめ作成する事業継続計画

（BCP）等に基づき速やかに応急措置を講じ、施設の機能を維持するとともに、被害拡大の防

止対策に努める。 

① 中国電力は、被害状況により、応急送電・仮復旧の２体系に区分し、速やかに応急復旧

対策措置を講じ、重要施設への緊急送電と被災者への生活用電力の早期供給に努め

る。 

② 中国電力は、自社で定める非常災害対策規程に基づき作成した各マニュアルにより応

急復旧体制をとるものとし、「島根県地域防災計画」の定めるところにより、町及び関係機

関との連携を図り、応急復旧を実施する。 

③ 中国電力は、災害発生が予測される場合、または災害が発生した場合、停電による社

会不安の除去のため、電力施設被害状況及び復旧状況、また、公衆感電事故、電気火

災を防止するため広報活動を行う。 

なお、広報にあたっては、テレビ、ラジオ、新聞等の報道機関やインターネットホームペ

ージを通じて行うほか、ＰＲ車等により直接当該地域へ周知する。 
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（２） LP ガス施設の応急措置 

LP ガス販売業者は､災害によるガス漏れ等事故発生時には、あらかじめ定めた災害時の対

応マニュアル等に基づき、必要な応急活動体制を確立し、県 LP ガス協会、消防本部等との連

携のもとに、容器バルブの閉止、容器の移送等の緊急措置、安全点検を速やかに実施して、

LP ガス設備の修復と早期安全供給の開始及び二次災害の防止に努める。 

また、町は、災害発生のため、LP ガス事故の多発が予想されるときは､県の協力を得て､ガ

ス漏れ等の異常を発見したときに消費者がとるべき措置について周知、広報活動を行う。 

① LP ガス設備の安全点検の実施 

LP ガス販売業者、保安機関、容器検査所等は、相互に協力し、LP ガス設備の安全点検

を実施し、被害の拡大防止に努める。特に、避難所となる公共施設、病院や老人ホーム等

の要配慮者の施設を 優先に点検を実施する。 

② LP ガス事故発生時の対応 

LP ガス販売事業者は、LP ガスの漏洩、火災、爆発その他異常現象を発見した場合は、

直ちに、災害の発生または拡大の防止のための必要な応急措置を講じるとともに、その旨

を消防本部、警察署及び町、県等の関係行政機関に通報する。 

 

（３） 上水道施設の応急措置 

 災害による水道施設の被災により、水道の給水機能を継続できなくなった場合は、住民

等が必要とする飲料水を応急給水する必要がある。 

 断水が長時間にわたると、住民生活に重大な影響を与えることから、町は、あらかじめ

定める事業継続計画（BCP）に基づき、水源並びに配水施設の機能を確保するための対策

を実施し、給水の早期再開に努めるとともに、被害の拡大防止策を講じる。 

 なお、施設の応急復旧にあたっては、町は、直ちに、関係機関との協力により上水道施

設の被災状況を速やかに把握し、応急復旧対策の実施体制を確立し、緊急度、工法、人員、

資機材等も勘案のうえ、全体の応急復旧計画を策定し、優先順位をつけて対策を実施する。 
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応急

復旧 

応急復旧の優

先順位 

１．応急復旧計画に基づき、① 送配水幹線、給水拠点、② その他

配水管、給水装置の順で復旧し、配水調整によって段階的に断水

区域を解消しながら速やかに復旧できるよう努める。 

管路施設 １．管路の損傷等による路面の障害 

交通の停止・通行人の事故防止等の緊急措置をとるほか、関係機

関との連携を密にして、次の応急対策を講じる。 

① 道路陥没部への土砂投入   ② 危険箇所の通行規制 

③ 可搬ポンプによる排水   等 

ポンプ場及び

処理場施設 

１．ポンプ施設の機能停止 

 損傷箇所等の点検・復旧を実施するとともに、浸水等の場合には、

緊急排水・浸水防止等の措置を講ずる。 

２．停電及び断水 

 施設の損傷・故障等を確認のうえ、自家発電設備等の活用を図ると

ともに、損傷箇所の復旧作業を実施する。 

３．池及びタンクからのいっ水や漏水 

 土のう等によって流出防止の措置をとるとともに、可搬式ポンプによ

る排水を行い、機械及び電気施設への浸水を防止する。 

資機材等の確

保 

１．応急復旧等に必要な資機材等は、備蓄資機材で対応するが、必

要に応じて給水工事事業者への資機材等の調達依頼により確保を

図る。 

応急給水対策 １．「本編第２章第１９節 食料・飲料水・生活必需品等の供給」に基づ

き応急給水を行う。 

応援の要請 １．被害が甚大な場合は、あらかじめ定める他の市町村、給水装置工

事事業者及び水道資機材の取り扱い事業者等に応援を要請する。

広報活動 １．復旧等の状況や見通しを広報し、住民へ周知する。 

拡大防止策 

１．浄水場、配水池付近における斜面崩壊や主要な管路が埋設され

ている道路崩壊及び陥没、並びに河川取水口付近の堤防決壊な

ど各施設における危険度データを収集整理し、二次被害の防止措

置を講じる。 

２．関連する他のインフラ施設の被害を把握し、水道システム全体とし

ての機能低下の程度、機能回復までの期間を検討し、広域的支援

体制について連絡調整を図る。 

３．被災により断・減水が発生した場合、水質悪化が予想されるため、

水質管理や塩素消毒強化の徹底及び住民に対する飲料水の衛生

指導について周知する。 

 

（４）下水道等施設の応急措置 

 災害が発生した場合、町は、直ちに、関係機関との協力により下水道等施設の被害状況

の調査、施設の点検を行い、あらかじめ定める事業継続計画（BCP）に基づき、緊急措置

及び応急復旧を図り、生活環境の不衛生化と水環境の悪化の防止に努めるとともに、被害

の拡大防止策を講じる。 

なお、施設の応急復旧にあたっては、応急復旧対策の実施体制を確立し、緊急度、工法、

人員、資機材等も勘案のうえ、全体の応急復旧計画を策定し、優先順位をつけて対策を実

施する。 
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応急

復旧 

管路施設 

１．管路の損傷等による路面の障害 

交通の停止・通行人の事故防止等の緊急措置をとるほか、関係機

関との連携を密にして、次の応急対策を講じる。 

① 道路陥没部への土砂投入   ② 危険箇所の通行規制 

③ 可搬ポンプによる排水   等 

２．マンホール等からのいっ水 

 ① 排水路等との連絡管渠、複数配管している場合の他の下水道管

等を利用して緊急排水する。 

 ② 可搬式ポンプを利用して他の下水道管渠・排水路等へ緊急排水

する。 

 ③ 汚水管渠からのいっ水については、土のうで囲む等の措置を講

じた上、排水路に誘導して緊急排水する。 

ポンプ場及び

処理場施設 

１．ポンプ施設の機能停止 

 損傷箇所等の点検・復旧を実施するとともに、浸水等の場合には、

緊急排水・浸水防止等の措置を講ずる。 

２．停電及び断水 

 施設の損傷・故障等を確認のうえ、自家発電設備等の活用を図ると

ともに、損傷箇所の復旧作業を実施する。 

３．池及びタンクからのいっ水や漏水 

 土のう等によって流出防止の措置をとるとともに、可搬式ポンプによ

る排水を行い、機械及び電気施設への浸水を防止する。 

資機材等の 

確保 

１．応急復旧等に必要な資機材等は、備蓄資機材で対応するが、必

要に応じて下水工事事業者への資機材等の調達依頼により確保を

図る。 

応援の要請 
１．被害が甚大な場合は、あらかじめ定める他の市町村、下水工事事

業者及び下水道資機材の取り扱い事業者等に応援を要請する。 

広報活動 
１．被災状況、応急復旧状況、回復見込み等の情報を、防災関係機

関等に対し迅速かつ的確に提供する。 

拡大防止策 

１．二次被害の恐れのある施設、緊急度の高い施設等から順次、重点

的に調査・点検を実施し、排水機能の支障や二次災害の恐れのあ

るものについては、並行して応急対策を講じる。 

 

（５） 電気通信設備の応急措置 

災害時において、各電気通信事業者は、あらかじめ定めた事業継続計画（BCP）、災害時

の対応マニュアル等に基づき、防災体制の確立を図るとともに応急復旧対策を迅速に進め、

可能な限り電気通信サービスを維持し、公共機関等の通信確保はもとより、被災地域における

重要通信を確保する。 

 ① 各電気事業者は、災害等により通信の疎通が著しく困難となった場合、次の措置をとり、

重要通信を確保する。 

(ｱ) 基地局停電対応として、移動電源車を出動させ電源の確保に努める。 

(ｲ) 基地局が利用できなくなった場合には、移動無線基地局車を出動させ、通信エリアの

確保を推進し、基地局の応急復旧を迅速に実施する。 

(ｳ) 電気通信事業法に基づき、輻輳の規模に応じて通信の利用を一時的に制限（規制）
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する措置を行なう。 

(ｴ) 町や防災関係機関等については、通信の利用制限（規制）の対象としない「災害時

優先電話」を設定する。 

(ｵ) 被災地への携帯電話または衛星携帯電話の貸出し、町や県等の災害対策本部に

対する携帯電話の貸出しに努める。 

② 災害に関する通信については、電気通信事業法に基づく、非常電話・非常通話を、他

の通信に優先して取り扱う。 

③ 西日本電信電話株式会社は、災害救助法が適用された場合、孤立地域及び避難所等

に特設公衆電話を設置する。 

④ 各電気通信事業者は、災害時伝言ダイヤル、災害用伝言サービスを運用する。 

⑤ 大規模災害が発生した場合には、被災地における障害状況や復旧状況などを、Web サ

イト等で情報公開に努める。 

 

（６） 災害広報等の実施 

災害が発生した場合には、町及び消防本部は、災害状況によっては報道機関への放送要

請を行うなど現有の広報手段を駆使するとともに、関係機関等と効果的に連携し、災害広報を

実施する。 

① 情報発信活動 

(ｱ) 各種情報の収集・整理 

関係機関との情報交換を密にし、災害対策に関する各種情報を収集・整理する。 

この場合には、情報収集系統に混乱が生じないように留意する。 

また、災害発生初期には、不正確な情報が伝達される可能性があるため、できる限り

正確な情報の収集に努める。 

(ｲ) 情報発信 

災害の状況、二次災害の危険性に関する情報、安否情報、医療機関などの情報、そ

れぞれの機関が講じている対策に関する情報、交通規制等ニーズに応じた情報をインタ

ーネット、広報紙、報道機関への報道依頼等を通じて適切に提供する。 

なお、町、県、指定行政機関、公共機関、ライフライン施設管理者は、情報の公表ある

いは広報活動の際、その内容について、相互に連絡をとる。 

② 関係者等からの問い合わせに対する対応 

災害発生初期には、利用者からの問い合わせや報道機関などからの取材等が集中する

可能性がある。このため、問い合わせのための体制を確立し、広報部門での対応のほか、

各部門での広報責任者を明確にすることにより、適切に対応できるよう努める。 
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第１７節 要配慮者の安全確保と支援                       

  災害時においては、高齢者、病弱者（難病患者を含む。）、障がい者、児童・乳幼児、妊産

婦、観光客・旅行者、外国人等のいわゆる「要配慮者」は、行動等に制約があり、迅速・的確な

行動がとりにくく、自力による危険回避活動や避難行動に困難を伴うことが多く被災しやすい。 

特に、災害を契機に新たに要援護者となった者については、早急にその実態の把握が必

要となる。  

このため、要配慮者に対し、安全確保や個々人の心身の健康状態、ニーズ等に特段の配

慮を行い、地域住民等とも連携をとりながらきめ細かな各種支援対策を積極的に推進する。 

また、要配慮者に対する救援救助活動の実施にあたっては、多くの人手が必要となるため、

町は、地域住民、民生児童委員やボランティア等との協力体制を確保する。 

 

１．災害を契機に要配慮者となった者に対する対策                       

災害発生時には、平常時から福祉サービスの提供を受けている者に加え、災害を契機に新

たに要配慮者となる者が発生することから、これら要配慮者に対し、時間の経過に沿って、各

段階におけるニーズにあわせ、的確なサービスの提供等を行っていくことが重要である。 

 

（１） 対策実施にあたっての留意事項 

① 平常時から福祉サービスの提供を受けている者に加え、災害を契機に要配慮者となっ

た者に対する対策については、当該要配慮者の同意を得て、状況に応じて以下の措置

をとる。 

(ｱ) 地域住民等と協力して避難所等へ移送する。 

(ｲ) 必要に応じ社会福祉施設等への緊急入所を行う。 

(ｳ) 居宅における生活が可能な場合にあっては、在宅福祉ニーズの把握を行う。 

② 要配慮者に対するホームヘルパー・手話通訳者等の派遣、補装具の提供等の福祉サ

ービスの提供は、発災後１週間を目処に組織的・継続的に開始できるようにする。そのた

め、発災後できるだけ早く、すべての避難所を対象として要配慮者の把握調査を開始す

る。 

 

（２） 対策の実施 

① 安否確認の実施 

町は、調査班を編成し、各居宅に取り残された要配慮者の安否確認を実施する。その際、

あらかじめ作成した在宅の要配慮者リスト等（避難行動要支援者名簿等）を活用し、社会福

祉協議会、包括支援センター、民生委員、消防団、自主防災組織等の協力を得て行う。 

② 救助活動の実施 

町は、社会福祉協議会、包括支援センター、民生委員、消防団、自主防災組織等の協

力を得ながら在宅の要配慮者の救助を行う。 
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③ 受入先の確保及び移送 

町は、要配慮者の受入先として、医療施設、社会福祉施設等を確保する。 

④ 生活救援物資の供給 

町は、要配慮者の被災状況を把握し、要配慮者向けの食料、生活必需品等の備蓄物資

の調達及び供給を行う。 

⑤ 情報提供 

町は、在宅や避難所等にいる要配慮者に対し、手話通訳者の派遣、音声情報の提供等

を行うほか、ファクシミリや文字放送テレビ等の情報を随時提供する。 

⑥ 相談窓口の開設 

町は、社会福祉協議会と協力・連携し、避難所等に相談窓口を開設する。各相談窓口に

は、職員、福祉関係者等を配置し、総合的な相談に応じる。 

⑦ 巡回サービスの実施 

町は、職員、保健師等により、チームを編成し、在宅、避難所、仮設住宅等で生活する要

配慮者のニーズを把握し、介護、メンタルケア等の巡回サービスを実施する。 

 

（3） 県への協力要請 

必要に応じて、県への協力要請を行う。 

 

２．高齢者、障がい者、難病患者等に係る支援対策                      

町は、避難所や在宅の一般の要配慮者対策に加え、以下の点に留意しながら高齢者、障

がい者、難病患者等に係る対策を実施する。また、災害の発生に備え事前に整備する避難行

動要支援者名簿を効果的に利用し、避難行動要支援者に対する援護を適切に行うよう努め

る。 

 

（１） 対策実施にあたっての留意事項 

① 被災した高齢者、障がい者、難病患者等の迅速な把握を行う。 

② 掲示板、広報紙、インターネット、ファクシミリ等を活用するとともに、報道機関の協力に

より、新聞、ラジオ、文字放送、手話つきテレビ放送等を利用し、被災した高齢者、障がい

者、難病患者等に対して、食料、飲料水、燃料等生活必需品の配布や利用可能な施設

及びサービスに関する情報等の提供を行う。 

③ 避難所等において、食事摂取が困難な高齢者、障がい者、難病患者等に適した食事を

工夫する。 

④ 避難所等において、被災した高齢者、障がい者、難病患者等の生活に必要な車いす、

障がい者用携帯便器、おむつ等の物資やガイドヘルパー・福祉施設職員等の応援体制、

手話通訳者等のニーズを把握するための相談体制を確立するとともに、それらの物資の

調達及び人材の派遣を迅速に行う。 

⑤ 避難所や在宅の高齢者、障がい者、難病患者等に対しニーズの調査を行い、ホームヘ

ルパーの派遣や施設への緊急入所等必要な措置を講じる。 

⑥ 緊急入所には至らないが一般の避難所での生活が困難な要配慮者を収容するため、
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福祉避難所の開設や、被災地以外の地域にあるものを含め、民間賃貸住宅、旅館・ホテ

ル等を避難所として借り上げる等、多様な避難所の確保に努める。 

⑦ 関係業界・団体・施設等を通じ、協力要請を行うなど必要な物資の確保を図る。 

⑧ 要配慮者等が避難後に命の危険にさらされる事態を防ぐため、防災、医療、保健、福祉

等の各専門分野が連携した支援方策を図る。 

 

（２） 対策の実施 

① 被害の状況把握 

社会福祉協議会、包括支援センター、民生委員が連携・協力し、被災した高齢者及び障

がい者の迅速な把握を行う。 

② 避難所等における支援 

(ｱ) 情報の提供 

掲示板、広報紙等、ファクシミリ、インターネットを活用するとともに、報道機関の協力に

より、新聞、ラジオ、手話つきテレビ放送、文字放送等を利用し、被災した高齢者及び障

がい者に対して、食料、飲料水、生活必需品の配布や利用可能な施設及びサービスに

関する情報の提供を行う。 

(ｲ) 食事 

避難所等において、食事摂取が困難な高齢者及び障がい者に適した食事を工夫す

る。 

(ｳ) 生活支援 

避難所等において、被災した高齢者及び障がい者の生活に必要な車いす、障がい者

用携帯便器、おむつ等の物資やガイドヘルパー、手話通訳者、要約筆記者等のニーズ

を把握するための相談体制を確立するとともに、それらの物資の調達及び人材の派遣を

迅速に行う。 

(ｴ) ニーズの把握と対策 

避難所や在宅の高齢者及び障がい者のニーズの調査を行い、ホームヘルパーの派

遣や施設への緊急入所等必要な措置を講じる。 

(ｵ) 協力の要請 

関係業界・団体・施設等を通じ、協力要請を行う等必要な物資の確保を図る。 

 

３．児童・ひとり親家庭等に係る対策                                

（１） 要保護児童の援護 

町は、次の方法等により、被災による孤児、遺児等の要保護児童の発見、把握及び援護を

行う。 

① 避難所において、児童福祉施設から避難してきた児童、保護者の疾患等により発生す

る要保護児童の実態を把握し、避難所の責任者等を通じ、町に対し通報がなされるような

体制を確立する。 

② 住民基本台帳や住民からの通報等を活用し、孤児、遺児を速やかに発見するとともに、

その実態把握を行う。 
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③ 町は、避難児童及び孤児、遺児等の要保護児童の実態を把握し、その情報を親族等

に提供する。 

 

(2) 児童の保護等のための情報伝達 

町は、被災者に対し、掲示板、広報紙等の活用、報道機関の協力、インターネットの活用に

より、要保護児童を発見した際の保護及び町や児童相談所等に対する通報への協力を呼び

かけるとともに、利用可能な児童福祉サービスの状況、児童福祉施設の被災状況及び復旧状

況等について的確な情報提供を行う。 

 

（３） ひとり親家庭等の支援 

町は、被災した母子、寡婦、父子家庭の迅速な把握を行い、生活必需品やサービスの情報

や利用可能な施設等の情報の提供を行う。 

また、養育する児童のための手当の給付に関する情報の提供に努める。 

 

４．社会福祉施設等における安全確保と支援                          

（１） 被害状況の報告 

社会福祉施設等の管理者は、町へ被害状況の報告を速やかに行う。 

 

（２） 受入先の確保及び移送 

町は、災害弱者の個々の健康状態を把握し、ニーズに応じた医療施設及び社会福祉施設

等の受入先を確保し、施設入所者の移送を援助する。 

① 生活救援物資の供給 

社会福祉施設等の管理者は、食料、生活必需品等の備蓄物資を患者、入所者に配布

するとともに、不足が生ずる場合には、町及び県に協力を要請するものとする。 

町は、備蓄物資の放出・調達により、患者、施設入所者への生活救援物資の供給を行

う。 

② ライフライン優先復旧 

町は、施設の早期の機能回復を図るため、ライフライン事業者に対して、電気、ガス、水

道等の優先復旧を要請する。 

③ 巡回サービスの実施 

町は、自主防災組織、ボランティア関係団体等の協力を得ながら巡回班を編成し、被災

した施設入所者や他の施設等に避難した入所者のニーズや状況を把握し、援助を行う。 

④ 仮設住宅 

町は、入所者の選定にあたり、原則として要配慮者を優先的に入居させる。 

 

（３） 入所者・利用者の安全確保 

① 各社会福祉施設等の管理者は、あらかじめ定めた避難誘導方法に従い、速やかに入

所者・利用者の安全を確保する。（本編第２章第８節 避難活動を参照） 

② 町は、個々の入所者・利用者のニーズに応じた医療施設及び社会福祉施設等の受入
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先を確保し、施設入所者の移送を援助する。 

また、援護の必要性の高い被災者を優先的に施設機能を低下させない範囲内で被災

地に隣接する地域の社会福祉施設に入所させる。 

③ 保育所等については、児童の安全を確保した後は、保護者等へ連絡をし、引き渡し場

所の安全確認を行ったうえで児童を引き渡す。 

 

（４） 応援要請等 

① 各社会福祉施設等の管理者は、日常生活用品及びマンパワーの不足数について、町、

県に対し、他の施設からの応援の斡旋を要請する。 

② 各社会福祉施設等は、それぞれの施設で保有している資機材を相互に活用することに

より、被災地の社会福祉施設等の支援を行う。 

③ ライフラインの復旧について、当該社会福祉施設等の早期の機能回復が図られるよう優

先的な対応を各事業者へ要請する。 

④ ライフラインの復旧までの間、施設管理者は、各施設で備蓄している飲料水、食料、生

活必需品等を入所者に配布するなどの対応をとる。ただし、それらが不足する場合は、施

設管理者の協力要請に基づき、県、町が当該物資等を提供するなど必要な措置を講ず

る。 

⑤ ボランティア、自主防災組織、近隣住民等へ情報提供などを実施し、マンパワーを確保

する。 

 

５．観光客及び外国人に係る対策                                 

(１)  観光客の安全確保 

旅館・ホテル等の観光施設管理者は、災害時には、的確に観光客の避難誘導を行い、安

全確保に努める。（本編第２章第８節 避難活動を参照） 

また、町（消防本部を含む）は、道路損壊等により孤立した観光客等の救出、移送活動につ

いて、関係機関と連携を図り迅速かつ的確に行う。 

 

（２） 外国人の安全確保 

① 外国人への情報提供 

町及び県は、外国人対して、「やさしい日本語」や外国語による多言語での携帯メールマ

ガジン、掲示板等の活用により、ライフライン等の復旧状況、食料・飲料水・燃料等生活必

需品の配布、指定緊急避難場所及び指定避難所、医療、ごみ、入浴等の生活や災害に関

連する情報の提供を行う。 

② 相談窓口の開設 

町及び県は、外国人を対象とした相談窓口を設け、安否確認や生活相談等を行う。この

場合、(公財)しまね国際センター等を介して通訳ボランティアの配置に努める。 
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第１８節 孤立地区対策                                

大規模な風水害時に土砂崩れ等で孤立が予想される地区については、孤立の有無を確認

するとともに被害状況の早期把握に努め、応急対策を実施する。 

 

１．孤立実態の把握                                          

（１） 孤立実態の把握 

町は、通信手段が途絶した孤立地区においては、負傷者の発生等に係る緊急の情報が伝

達できず、人命が危険にさらされる恐れが生じることから、町から連絡をとり住民の安否確認状

況、要配慮者等の状況、必要な物資等を確認するとともに、被害状況の把握を行う。 

 

（２） 通信手段の確保 

防災行政無線、消防無線、アマチュア無線のほか衛星携帯電話等も活用し、あらゆる方法

による情報伝達手段の確保に努める。また、必要に応じ職員の派遣、消防団や自主防災組織

等人力による情報伝達も行う。 

 

２．物資供給、救助の実施                                      

（１） 救助の実施 

災害発生時には、人命の救助を 優先とした活動を行うこととし、負傷者、病人等に対して

は、ヘリコプターを活用し、迅速な救急・救助活動を実施する。 

 

（２） 物資の供給 

アクセス道路の復旧までの間は、孤立地区住民の生活維持のためヘリコプターを効率的に

活用して、食料品をはじめとする生活必需品の輸送を実施するほか、二輪車の活用、不通箇

所での中継による陸上輸送等、状況に応じた輸送対策を実施する。 

 

（３） 集団避難の実施 

人的被害の発生状況、家屋の被災状況、備蓄の状況等の情報に基づいて、自立可能かど

うかを判断したうえで、必要に応じた集団避難を勧告あるいは指示する。 

 

３．道路の応急対策                                          

（１）道路の応急対策 

道路の被災情報を速やかに収集・関係機関で共有し、避難路及び緊急物資等の輸送路を

確保するため、優先度に応じ啓開・復旧すべき被災箇所への迅速な対応を行う。 
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第１９節 食料・飲料水・生活必需品等の供給                   

大規模災害が発生し、被災者に対し救援物資を供給する場合、町、県及び防災関係機関

は、効果的に食料、飲料水、燃料及び生活必需品等の確保及び迅速な救援に努め、被災者

の生活上の制約の解消を支援する必要がある。 

また、町は、物資の供給を円滑に進めるため、避難所等における物資の需要把握体制を確

立し、ニーズに応じて供給・分配を行えるよう努めるとともに、県へ速やかに状況を報告する。  

 

１．救援物資の管理体制                                       

（１） 救援物資の管理体制 

災害対策本部事務局（総務課）は、災害対策本部設置以降、救援物資の供給に関連する

各課の要員を本部に派遣するよう指示し、救援物資の一元的管理体制を確立する。 

なお、関係各課は、相互に連携し、県の担当課と連絡を密にし、状況に応じた救援物資の

管理・供給に備えるとともに、民間物流事業者の拠点施設への協力・連携体制を整備する。 

救援物資等の供給関連担当課及び事務分担は、次のとおり。 

 

事  項 町の担当課 県の担当課 

救援物資の管理に関する総合調整 総務課 防災部防災危機管理課 

自衛隊災害派遣要請に基づく輸送調整 総務課 防災部防災危機管理課 

町の備蓄食料及び燃料等生活必需品の確保 総務課 － 

町の備蓄飲料水の確保 上下水道課 － 

町及び県の備蓄物資を搬送する車両の手配 企画財政課 防災部防災危機管理課 

民間業者を通じての輸送調整及び車両の確保 総務課 地域振興部交通対策課 

流通備蓄業者を通じての飲料水の確保 総務課 健康福祉部薬事衛生課 

流通備蓄業者を通じての食料の確保 総務課 

農林水産課 

農林水産部農畜産振興

課 

流通備蓄業者を通じての燃料等生活必需品の

確保 

総務課 

定住対策課 

商工労働部中小企業課 

協定に基づく食料及び燃料等生活必需品の確保 総務課 － 

 

（２） 救援物資の供給体制 

① 救援物資の供給体制 

大規模災害時には、備蓄している食料、飲料水、生活必需品、救助用資機材等を活用し、

被災した町民に効果的に供給を行う。 

② 災害時の物資の供給方法 

(ｱ) 担当課は、流通在庫物資等を取り扱う関連業者と連携をとり、必要物資等の確保に

努める。 

(ｲ) 被災地における重要の把握は、基本的に町の業務であるが、災害の程度により困難

な場合は、県に協力を要請する。 

(ｳ) 救援物資は、一元管理のもと、効果的な供給を継続して実施できるよう、担当課は、

-194-



風水害等対策編 第 2編 風水害対策計画 
第 2章 災害応急対策計画 

第 19節 食料・飲料水・生活必需品等の供給 
 

災害対策本部との情報連絡を密にし、互いに連携して行う。 

(ｴ) 日本赤十字社及び災害ボランティア等と連携し、義援品の配分計画との調整を行う。 

 

２．食料の確保及び供給                                       

（１） 食料の調達 

① 米穀の調達 

米穀類の応急供給は、知事により行われる。ただし、災害救助法が適用され災害応急 

供給が実施されている期間中は、供給が行われない。 

また、災害救助法が適用された場合は、町は、中国四国農政局島根農政事務所または

政府所有食料を保管する倉庫の責任者に対して、災害救助用米穀の緊急引き渡しを要請

することができる。 

② その他の食品等の調達 

町は、被害の状況等から必要と認めたときは、供給する食料品等の品目及び数量を決定

して調達を実施する。 

また、町において確保が困難な品目については、県に調達・供給を要請する。 

 

（２） 食料の供給 

  ① 供給対象者 

     食料の供給対象者は、次のとおり。 

(ｱ) 避難所に収容された者。 

(ｲ) 住家の被害が全（焼）、流失、半壊（焼）または床上浸水等であって炊事のできない者。 

(ｳ) 被災地から一時縁故先に避難する者及び旅行者等で、食料品の持ち合わせのない者。 

(ｴ) 被災地において救助、復旧作業等に従事する者。（注：災害救助法の対象者にはな 

らない） 

 

② 食料供給の手段・方法 

(ｱ) 被災者に対する食料の供給は、町があらかじめ定めて開設する実施場所（指定避難

所等の適当な場所）において、災害救助法に定める基準に従って行う。 

(ｲ) 被災者に対する食料の配分にあたっては、次の事項に留意する。 

(a) 各避難所等における食料の受入確認及び需給の適正を図るための責任者の配置。 

(b） 住民への事前周知等による公平な配分。 

(c） 要配慮者への優先配分。 

(d） 食料の衛生管理体制の確保。 

(ｳ) 炊き出し等の体制が整うまでは、町及び県が備蓄食料や流通備蓄等から調達する

加工食品等（乾パン、即席めん、弁当類、パン、クラッカー、レトルト食品（おかゆを含

む。）等）を支給する。 

(ｴ) 乳児に対する供給は、原則として粉ミルク及び調整粉乳とする。 

(ｵ) 炊き出しの体制が整った場合、原則として米飯による炊き出し等を行う（米穀の調達

については、「１ 食料の調達」参照。）とともに、被災者の多様な食料需要に応えるた
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め、弁当、おにぎり等の加工食品の調達についても、継続して実施する。 

(ｶ) 炊き出しは、避難所またはその近くの適当な場所を選び、既存の給食施設を活用し、

若しくは仮設の給食施設を設置し、自らまたは委託して行う。 

(ｷ) 炊き出し要員が不足するときは、県または日本赤十字社島根県支部に対し、他市町 

村の応援、日本赤十字奉仕団の派遣、自衛隊の災害派遣要請等を依頼するとともに、

ボランティアの活用を図る。 

(ｸ) 米飯の炊き出しによる給食の実施に伴い、必要な梅干、つくだ煮等の副食品やみそ、

食塩等の調味料等を調達し、供給する。 

(ｹ) 生鮮食料品については、必要に応じ県に要請し、各卸売市場等からの調達や他県

等の応援により確保し、供給する。 

(ｺ) 町が多大な被害を受けたことにより、町において炊き出し等の実施が困難と認めたと

きは、県に対し、炊き出し等についての協力を要請する。 

(ｻ) 炊き出し、食料の配分及びその他食料の供給を実施したとき（県の協力を得て実施

した場合も含む。）は、実施状況を速やかに知事に報告する。 

 

③ 給食基準 

(ｱ) 配布基準 

被災者に対する炊き出しその他による食品給与の配布基準は、原則として災害救助法施

行細則に定めるところによる。(本編第２章 第７節 災害救助法の適用を参照) 

(ｲ) 町の対応 

町長は、給食の順位、給食の範囲、献立、炊き出し方法等についてあらかじめ定めておき、

それらに基づき被災者に食品等の給与を実施する。 

なお、１人当たりの供給数量については、次の基準を参考にする。 

 

（１人当たりの供給数量） 

品 目 基          準 

米穀等 

被災者（炊き出し）   １食当たり精米換算 200ｇ以内 

応急供給        １人１日当たり精米 400ｇ以内 

災害救助従事者   １食当たり精米換算 300ｇ以内 

乾パン 

食パン 

調製粉乳

１食当たり     １包（115ｇ入り） 

１食当たり     185ｇ以内 

乳幼児１日当たり  200ｇ以内 

 

３．飲料水等の供給                                         

災害時には、ライフラインが被災し、断水や水の汚染により、復旧までの間、飲料水・生活用水

等の確保が困難となるほか、医療機関等では、緊急医療に必要な水の確保が重要となる。また、

避難所において応急給水の需要が高まることが予想される。 

このため、原則として町は、緊急度、重要度を考慮した給水体制をとるとともに、早急に給水手

段を確保し、被災者に給水する。 

ただし、町において実施できないときは、協力要請に基づいて隣接市町村が実施する。 
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避難所や病院など災害時に、特に、優先的に給水が確保される必要のある箇所については、事

前に把握し、災害発生後の速やかな給水の確保を図る。 

 

（１） 給水の実施 

町は、被災者に対する給水体制、給水計画を確立し、消防機関、自治会長の協力を求めて

給水活動を実施する。 

また、 低必要量の水を確保できない場合あるいは給水資機材が不足するときは、近隣市町村

または県に速やかに応援を要請する。 

① 情報の収集 

町は、次の情報を収集し、被災者に対する給水の必要性を判断する。 

(ｱ) 被災者や避難所の状況 

(ｲ) 医療機関、社会福祉施設等の状況 

(ｳ) 通水状況 

(ｴ) 飲料水の汚染状況 

 

② 給水活動 

(ｱ) 給水の対象 

災害のため飲料水が枯渇し、または汚染して現に飲料に適する水を得ることができな

い者を対象とする。 

(ｲ) 給水の方法 

町の給水方法は、次のとおり。 

 

給水方法 内  容 

浄水場・配水池等で

の拠点給水 

住民が容易に受水できる仮設給水栓を設置する。 

 

耐震性貯水槽等で

の拠点給水 

耐震性貯水槽等が整備されている場合は、仮設給水栓を設置

し有効利用を図る。 

給水車、給水タンク､

ポリ容器等での運搬

給水 

１．避難所等への応急給水は、原則として町が実施するが、実

施が困難な場合は、応援要請等により行う。 

２．医療機関、社会福祉施設及び救護所等への給水について

は、ほかに優先して給水車等で行う。 

仮配管、仮設給水

栓等を設置しての応

急給水 

１．配水管の通水状況を調査し、使用可能な消火栓等あるいは

応急復旧により使用可能となった消火栓等に仮設給水栓を

接続して応急給水を行う。 

２．復旧に長時間を要する断水地域に対しては、状況に応じて

仮配管を行い、仮設給水栓を設置して応急給水を行う。 

水の缶詰、ペットボト

ル等による応急給水

必要に応じ、備蓄飲料水の放出または製造業者等に提供を要

請依頼することにより配給する。  

(ｳ) 水質の確認 

災害により給水する水の汚染が想定される場合または遊休井戸等を活用する場合な

どは、直ちに水質検査により安全性を確認する。なお、必要に応じ、県に協力を求める。 
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③ 広 報 

町は、給水場所、給水方法、給水時間等について防災行政無線等を用いてきめ細かく

住民に広報する。 

なお、飲用井戸等を使用する住民に対しては、煮沸飲用及び水質検査を指導する。 

 

④ 給水基準 

被災地における 低給水量は、１人１日20㍑を目安とするが、状況に応じ給水量を増減

する。（被災直後は、生命維持のための量（１人１日３㍑）とするなど。） 

 

⑤ 要員の確保 

災害時の応急給水活動は、広範囲にわたる場合があり、迅速に要員を確保する。 

また、自力で給水を受けることが困難な要配慮者を支援するため、ボランティアとの連携

を可能な限り図る。 

 

⑥ 応援要請 

激甚災害等のため町だけで 低必要量の水を確保できない場合あるいは給水資機材が

不足するなど給水の実施が困難な場合には、次の事項を明示し、近隣市町村または県、関

係機関に速やかに応援を要請する。 

 

応援要請時における明示事項 

１．給水対象地区、人口 

２．１日の必要量 

３．水源の要請 ① 水源からの給水、運搬   ② 取水日時及び期間 

４．給水機材の要請 ① 品目別必要数量       ② 必要とする日時及び期間 

③ 機材の運搬について    ④ 集積場所 

５．給水全般に対す

る要請 

① 給水日時           ② 給水場所 

③ 地区の給水受入体制について     ④ その他 

６．その他必要となる事項 

 

⑦ 医療機関、社会福祉施設等の対応 

医療機関、社会福祉施設については、臨時の活動班を編成するなどして、迅速・的確な

対応を図る。 

 

（２） 災害救助法に基づく措置 

災害救助法が適用された場合、飲料水の供給は、次のとおり町が実施する。 

対    象 災害のために現に飲料水を得ることができない者 

支 出 で き る 費 用 １．水の購入費 

２．給水及び浄水に必要な機械、器具の借上費、修繕費、燃料費 

３．薬品及び資材費 

期    間 災害発生の日から７日以内 
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４．生活必需品等の供給                                      

災害時には、住居の浸水や流出・倒壊等により、家財、寝具その他生活必需品等を喪失す

る被災者が多数発生し、しかも販売機構の混乱等によりそれらの入手が困難となる。また、一

部では避難生活の長期化が予想され、特に、気温の低下が予想されるときにおいては、防寒

具や布団等の早急な給与が必要となる。 

このため、迅速にそれら生活必需品等を調達し、被災者に給与または貸与する。 

生活必需品等物資の確保・輸送・配分計画及び各世帯に対する配分は、町が行う。ただし、

町において確保等が困難なときは、県または関係機関等が協力して実施する。 

なお、供給に際しては、要配慮者のニーズや男女のニーズの違いに配慮する。 

 

（１） 生活必需品等の確保 

災害により生活必需品を失った被災者の保護のため、町、県及び日本赤十字社島根県支

部は、避難所生活者等を対象にした毛布、肌着、暖房用品、並びに避難所生活の長期化に

対応するための備蓄物資の放出、または関係業界等からの調達により供給する。 

① 町は、災害時において被災者への生活必需品等の給（貸）与の必要があると認めた場

合は、次の情報を収集し、被災者に対する給（貸）与の必要品目及び必要量の判断をす

る。 

(ｱ) 被災者や避難所の状況 

(ｲ) 医療機関、社会福祉施設の被災状況 

② 必要な被服、寝具、その他生活必需品等の物資について、あらかじめ定めておいた町  

の生活必需品等の給（貸）与のための備蓄・調達計画に基づき、備蓄物資の放出または

関係業界等からの調達により確保する。 

③ 状況により、町のみで対応が困難な場合には、他市町村、県に対し、必要な物資の供

給・調達を要請する。 

 

（２） 生活必需品等の給与 

被災者に対する生活必需品等の給（貸）与は、急場をしのぎ一時的に被災者の生活を安定

させる。 

被災者への配布基準は、原則として、災害救助法施行細則の定めるところによる（本編第２

章 第７節 災害救助法の適用を参照)。 

① 被災者への配分方法等については、あらかじめ定めてある配分計画等による。 

② 自力で生活必需品等を受け取ることが困難な要配慮者を支援するため、または被災者

が多数発生した場合など、生活必需品の配布要員を確保するとともに、ボランティア等と

の連携を可能な限り図る。 

③ 激甚災害等のため町だけで実施困難な場合には、県、他市町村及び関係機関へ応援

要請する。 
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５．食料及び生活必需品等の輸送                                      

（１） 町及び県による輸送 

① 県は、広域防災拠点の備蓄食料及び生活必需品等を放出する場合、指定された輸送

拠点及び救援物資等の集積拠点を経由して町が選定する集積地等へ輸送する。 

② 県が調達した食料及び生活必需品等について、町が要請する集積地等までの輸送は、

原則として県が卸売業者等に要請して行う。 

③ 災害の状況、輸送区間及び輸送距離の事情等から上記の輸送が難しい場合は、県は、

町と協議のうえ適切な場所を定め、卸売業者等に輸送依頼し、または町に供給する食料

及び生活必需品等について町に対し引き取りを指示する。 

④ 町が調達した食料の町集積地までの輸送及び町内における食料の移動は、町が行う。 

⑤ 他県等からの応援物資等は、広域防災拠点、輸送拠点及び救援物資等の集積拠点で

引き継ぎ、県が町の指定する集積地等に輸送する。 

  

（2） 輸送手段等 

輸送手段は、町内については貨物自動車等による陸上輸送を主とし、孤立地区や本土等

からの輸送については、船舶、ヘリコプター及び航空機等を利用する。 

 

（3） 食料及び物資集積地の指定及び管理 

災害が発生した場合、広域防災拠点、輸送拠点及び救援物資等の集積拠点を県の備蓄

食料や生活必需品等、調達した食料や生活必需品等の集積配給基地とする。 

町は、災害時における交通及び連絡に便利な指定避難所、公共施設、公園広場等をあら

かじめ食料及び生活必需品等の集積地として選定し、同時に調達した食料及び生活必需品

等の集配拠点とする。 

なお、町は、県に対し選定した集積地を報告する。 

また、食料及び生活必需品等の集積を行う場合は、集積地ごとに管理責任者及び警備員

を配置し、その管理に万全を期す。 
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第２０節 災害ボランティアとの連携・支援                     

大規模災害時は、被災地の内外から参加する多種多様な災害ボランティアが効果的に活

動できるよう、県及び町は、日本赤十字社島根県支部、社会福祉協議会、災害支援に関わ

るＮＰＯ等関係機関と連携して、災害ボランティア活動ニーズの把握、ボランティアの受

付、登録、派遣調整など、受入体制を確立し、活動を支援する。 

災害救援ボランティアセンターの設置基準、設置時期、運営マニュアルの作成など活動

体制の確立を図るとともに、町災害救援ボランティアセンターの機能を広域的に支援する

体制について検討を行う。 

また、女性ボランティアの受入れにも配慮する。 

 

１．災害ボランティアの受入れ、支援                               

（１） 災害救援ボランティアセンターの開設 

被災地では、町、町社会福祉協議会等関係機関が連携し、災害ボランティアの活動拠点

（以下、「災害救援ボランティアセンター」という。）を設ける。 

 

（２） 災害救援ボランティアセンターの活動 

災害救援ボランティアセンターの主な機能及び活動内容は、次のとおり。 

① 災害及び被災状況の情報収集 

② ボランティアニーズの把握 

被災地におけるボランティア派遣の要望有無についての把握に努める。 

③ ボランティアの確保 

町社会福祉協議会を通じ、あらかじめボランティアとして登録している民間団体または個

人に対し、救援活動への協力を依頼する。 

この際、各種ボランティア団体との情報交換を行うとともに、報道機関を通じて、求められ

るボランティア活動の内容、必要人数、活動拠点等について情報提供を行う。 

④ ボランティアの受付、登録 

ボランティア活動希望者の受付、登録を行い、各ボランティアの活動内容、活動可能日

数、資格、活動可能地域及びボランティア活動保険の有無等を把握する。 

⑤ ボランティアの調整 

被災者のニーズとボランティア活動希望者の能力及び経験等に基づき、ボランティア活

動希望者のグループ編成を行い、派遣先を選定する。 

⑥ ボランティアの派遣・撤収の指示 

⑦ ボランティア活動の企画・開発 

⑧ ボランティア活動の記録 

⑨ 災害救援ボランティアセンターの要員の維持、管理 

被災状況によりスタッフが不足する場合、町、県、関係機関と調整を行い、県社会福祉協

議会に人的支援を要請する。 

⑩ 災害救援ボランティアセンターの運営に必要な資機材の調達 
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備品や資材が不足する場合は、町災害対策本部、県社会福祉協議会、災害関係ＮＰＯ

等の関係団体に協力を依頼する。 

⑪ 関係機関との連絡調整 

ボランティア団体との連絡調整の場を設け、より的確な救援活動を促進する。 

 

（3） ボランティア支援体制の確立 

町は、町社会福祉協議会と連携し、町庁舎、公民館、学校の一部を提供する等により災害

ボランティア活動の第一線の拠点となる現地の体制を整備し、活動に必要な物資の提供を行

う。 

 

（4） 被災地周辺の支援 

災害ボランティアセンターは、被災規模が大きい場合には、近隣市町村及び社会福祉協議

会等の関係機関と連携し、災害ボランティアの登録、派遣等のコーディネート、物資の調達等

を行う。 

 

（5） 海外からの応援受け入れ 

町及び災害ボランティアセンターは、海外からの救援隊の派遣にあたり、県の実施する通訳

の確保、食事、宿泊等の手配の措置が円滑に行えるよう、協力を行う。 
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第２１節 文教対策                                   

小学校、中学校、高等学校等（以下「学校等」という。）での防災体制・応急教育計画等を整

備し、災害時における児童及び生徒（以下「児童等」という。）や施設利用者の生命の安全確

保と教育活動等の早期回復を図る。 

また、教育関係施設及び文化財の管理者等は、防災計画・応急対策計画を整備し、被害を

軽微にできるよう措置するとともに、いち早い復旧に備える。 

県及び町においては、その所管の業務について、学校等及び各施設管理者と連携をとっ

て文教対策に関する計画を作成し、風水害時にその計画に基づいて対策を実施する。 

なお、保育所においても、乳幼児の安全確保と保育活動の早期回復に向け、学校等に準じ

た対策を実施する。 

 

１．文教対策の実施体制                                       

町立小・中学校の応急教育、並びに町立文教施設の応急復旧対策は、町教育委員会が行

う。なお、文教施設の被災は、直接児童、生徒の教育上に重要な影響を及ぼすので、学校ご

との当面の応急措置については、学校長が具体的な計画をたて実施するとともに、町に報告

する。 

また、保育所については、公立の保育所は町が、それ以外は各管理者が応急措置の実施

体制を確立し、具体的な応急対策にあたる。 

 

２．児童等の安全確認・施設被害状況確認                            

（１） 優先課題 

災害時には、学校等、保育所は、児童等や乳幼児の安全確保を 優先しなければならな

い。中でも乳幼児や小学校低学年児童、特殊教育諸学校の児童等など災害時に弱者となる

ことが予想される子供たちに対しては、避難の指示・避難誘導にあたって 優先に行う等特段

の配慮が必要である。 

 

（２） 風水害発生時の対応 

風水害時においては、まず児童等または乳幼児の安全を確認するとともに、当面児童等ま

たは乳幼児がとるべき行動の指示を行う。 

休憩時間や放課後等にあっては、校内放送等により児童等または乳幼児にとるべき行動を

指示するとともに、教員等は、速やかに児童等または乳幼児のもとへ駆けつけて掌握に努め

る。 

 

（３） 児童等または乳幼児の保護者への引き渡し 

安全を確保した後は、保護者等へ連絡し、保護者の在宅の有無の確認、通学路等の帰路

の安全確認、引き渡し場所の安全確認を行い、児童等または乳幼児を引き渡す。 

児童等が自分で勝手に下校したり、また、保護者が学校や保育所側のチェックなしで子供

を連れ帰ったりする等のないよう、出席簿等の名表や事前に準備しておいた「引き渡し確認カ
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ード」等の利用など、各学校や保育所における具体的な行動マニュアルを作成し、万全を期

する。 

また、留守家庭や諸般の事情で、児童等や乳幼児を直ちには引き渡すことが困難な状況も

予想されるため、一時的に学校や保育所で児童等または乳幼児を保護する必要があることも

考えられる。そのため必要な備品等を保管しておくことも必要となる。 

 

３．応急対策の実施                                          

（１） 学校における災害時の対応 

① 県及び町は、所管する学校等と連絡をとり、災害についての情報提供、防災対策につ

いての助言を行う。状況によっては、防災関係機関に支援を要請する。 

② 人的、物的な被害が発生した場合においては、被災状況の把握に努めるとともに、関

係機関と連携を取り、各学校等に必要な応急対策を講ずる。 

③ 災害時の学校の対応措置は、以下のとおり。 

(ｱ) 校長は、防災気象情報、通学路の状況、バスの運行状況等をもとに、必要に応じ、臨

時休校、下校措置等をとる。 

(ｲ) 学校が被災し、または被災する恐れがあるときは、校長は、児童等、施設の状況を把

握し、教職員、児童等に対し適切な指示を与える。校長が不在の場合の指揮系統につ

いては、事前に定めておく。 

(ｳ) 土砂崩れ等が発生した施設内の箇所については、立ち入りを禁止するなどの措置を

とり、二次災害の防止に努める。 

(ｴ) 学校に避難所が開設される場合には、運営責任者である災害対策担当部局に可能

な範囲で協力する。例えば、必要に応じて学校防災本部内に避難所支援班を設置し

て業務にあたる。 

(ｵ) 校長は、人的、物理的な被害が発生したとき、臨時休校等の措置をとったときは、直

ちに教育委員会へ報告する。 

 

（2） 保育所における災害時の対応 

上記（1）の学校における災害時の対応に準じた対応とする。 

 

４．応急教育及び保育の実施                                    

県及び町は、所管する学校等、保育所の児童等及び乳幼児、教職員及び施設被害などに

応じて、心のケアへの支援を行う。 

教育委員会及び町福祉課は、学校や保育所ごとに担当職員を定めるなどし、指導及び支

援のために必要な情報収集及び伝達に万全を期する。 

また、仮校舎及び仮運動場の確保、学校施設の応急復旧、安全な通学及び学校給食の確

保、教科書及び学用品の供給、授業料等の減免、奨学金の貸与、被災による生活困窮家庭

の幼児、児童、生徒に対する就学支援の増強並びに特別支援学校等在籍児童等の就学奨

励費の再支給等、応急の教育に必要な措置を講じる。 
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（１） 学校等の取り組む実施内容は、以下のとおり。 

① 校長は、児童等、教職員の被災状況、施設被害を勘案し、応急教育の内容を教育委

員会と連携をとりながら決定する。同時に対応可能な教職員、関係機関、地域からの支

援を得て、校舎内外の整備を行い、教育活動再開に向けて取り組みを行う。 

② 応急教育計画に基づき学校に収容すべき児童等は、学校に収容し指導する。教育活

動の再開にあたっては、特に、登下校の安全確保に留意し、指導内容は主として健康、

安全教育及び生徒指導に重点を置くようにする。 

特に、児童等の状態の把握や心の健康相談活動の推進及び外傷後ストレス障害（ＰＴ

ＳＤ）等、心のケアについて十分に配慮することが重要である。 

③ 学校と教育委員会及び保護者との連絡網の確保を図り、必要な情報伝達の徹底を期

する。教育委員会及び保護者との連絡を緊密にし、教科書及び教材の供与等に係る必

要業務にあたる。 

④ 避難した児童等については、教職員の分担を定め、地域ごとに実情の把握に努め、

避難先を訪問するなどして、指導を行うように努める。 

⑤ 避難所として学校施設を提供したため長期間学校が使用不可能の場合には、教育委

員会とも協議し他の学校や公共施設等の確保を図ることにより、早急の授業再開を期す

る。 

⑥ 校長は、災害の推移を把握し、教育委員会と緊密に連絡のうえ、できるだけ早く平常

授業にもどすように努め、その時期については、早急に保護者に連絡する。 

⑦ 学校教育活動の早期再開に向けて、ＰＴＡや地域の自主防災組織等の協力が得られ

るよう、協議の場を設定するなど努める。 

⑧ 被災に伴う疎開等により児童等が転学を希望する場合には、教育委員会とも連絡のう

え、手続きは、必要 小限のものにとどめるなど簡素なものとなるよう留意する。 

 

５．学用品の調達及び支給・授業料等の減免措置                       

（１） 学用品の給与対象者及び給与時期 

① 学用品の給与の対象 

風水害により住家に被害（全壊焼、流失、半壊焼または床上浸水）を受け、就学上欠くこ

とのできない学用品を喪失または毀損し、就学上支障のある小学校児童（特別支援学校の

小学部児童を含む）、中学校生徒（特別支援学校の中学部生徒を含む）及び高等学校生

徒（特別支援学校の高等部生徒を含む）であって、町長によりり災者として確認された児童、

生徒であること。 

② 給与の時期 

災害発生の日から教科書は、１か月以内、文房具及び通学用品については、１５日以内

とする。 

 

（２） 給与の実施 

① 教科書、教材の給与 

り災児童生徒の調査は、学校設置者の協力を得て町長が行う。 

-205-



風水害等対策編 第 2編 風水害対策計画 
第 2章 災害応急対策計画 

第 21節 文教対策 
 

学用品の調査報告は、町長から知事へ行う。 

学用品の給与は、町長が行うが、町長において調達困難なときには、知事が調達を行う。 

② 文房具、通学用品の給与 

文房具及び通学用品については、町が被害の実状に応じ現物をもって行う。 

③ 支給品目、支給方法等 

教科書、教材、文房具、通学用品等の支給方法等は、以下のとおり。 

支給品目 １．教科書：教科書の発行に関する臨時措置法第２条に規定する教科書 

２．教材：教科書以外の教材で教育委員会に届出または承認を受けて使用

しているもの 

３．文房具：ノート、鉛筆、消しゴム、クレヨン、絵具、画筆、下敷、定規等 

４．通学用品、運動靴、かさ、かばん、風呂敷等 

５．その他の品目についても、り災状況、程度等実情に応じ適宜調達支給す

る。 

支給方法 町教育委員会は、各学校長を通じ対象者に支給する。 

費  用 災害救助法が適用された場合にあっては、それによって行うものとするが、

その限度額を超える部分、あるいは災害救助法が適用されなかった場合に

は、有償を原則とする。 

学用品の

給与に伴

う記録 

学用品の給与を行った場合には、災害救助法に定める様式（資料編参照）

により正確に記録する。 

 

（３） 授業料等の減免措置 

町立小・中学校においては、被災により費用（県立高等学校にあっては、授業料、以下同

様）の支払いが困難と認められる児童等について、費用の支払いの延期、減額・免除等の措

置を検討する。 

県立高等学校については、県が、被災により授業料の減免が必要と認められる者について、

関係条例及び規則の定めるところにより授業料減免の措置を講じる。 

 

６．児童・生徒・教職員の健康管理                                 

学校の保健衛生については、次の事項に留意し、適切な措置を行う。 

（１） 校舎内外の清掃・消毒 

（２） 飲料水の検査 

（３） 感染症の予防接種や健康診断の励行 

 

７．文化財の保護                                           

（1） 被害の把握・報告 

町教育委員会は、町内の文化財等の被災状況を把握し、県に被害状況を報告する。 

 

（2） 被害の拡大防止 

町教育委員会は、県と連携し、被害の拡大防止を図るために必要な措置をとる。 
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第２２節 廃棄物等処理対策                             

風水害の発生により排出された廃棄物等を迅速に処理し、被災地の生活環境の保全を図

る。 

 

１．廃棄物処理                                             

（１） 災害廃棄物の発生量 

① 災害廃棄物として排出されるごみとして、倒壊家屋、浸水家屋からの廃木材やコンクリー

ト殻類等、水分を含んだヘドロ状態の廃棄物等が考えられる。 

② 風水害により発生する災害廃棄物については、発生量を的確に把握する必要がある。 

③ 発生量を把握するため、町は、事前にトラック等における廃木材やコンクリート殻類等の

積載量を把握し、その台数から発生量、処理量を推定し処理計画を勘案する。 

 

（２） 応援体制の確保 

町は、災害地における環境保全の必要性等を考慮し、自らの組織及び除去車両、機械器

具を用い、廃棄物処理を速やかに行う。除去作業においては、応急措置の実施上やむを得な

い場合を除き、周囲の状況等を考慮し、事後障害の起こらないよう配慮して行う。 

なお、町において実施できないときは、県及び他の市町村等に応援を要請する。なお、他

の市町村等の応援を求める場合には、県に連絡調整を要請する。 

 

（３） 処理対策 

① 生ごみ等腐敗性の高い廃棄物 

町は、被災地における防疫及び保健衛生対策上、生ごみ等腐敗性の高い廃棄物を優先

した収集運搬ができるようにその収集運搬体制の確立を図る。 

② 災害廃棄物の仮置き 

(ｱ) 風水害により発生する廃棄物は、大量の瓦礫類、水分を含んだヘドロ状態の廃棄物

等であるが、一時期の 終処分場への大量搬入は、処理が困難となる場合が想定さ

れるので、必要に応じて環境保全上支障が生じない仮置場(学校の校庭、河川敷、公

共広場等) を指定し、暫定的に積み置き保管するなどの方法を講じる必要がある。 

(ｲ) 災害廃棄物の収集にあたっては、現場においてできるだけ分別収集を行い仮置場に

搬入する。 

(ｳ) 仮置場においては、衛生害虫が発生しないよう、また、災害廃棄物以外の物（土砂等）

が持ち込まれないよう管理の徹底が必要となる。 

(ｴ) 仮置場の選定にあたっては、以下の基準とする。 

(a) 他の応急対策活動に支障のないこと。 

(b) 環境衛生に支障が生じないこと。 

(c) 搬入に便利なこと。 

(d) 分別等適正処理の対応ができること。 
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③ 倒壊家屋からの災害廃棄物等 

倒壊家屋、浸水家屋からの廃木材やコンクリート殻類等、水分を含んだ廃棄物等につ

いては、原則として被災者自らが町の指定する場所に搬入する。 

しかし、被災者自らによる搬入が困難と判断される場合や道路等に災害廃棄物が散在

して、生活環境に影響を及ぼし、緊急に処理を要する場合には、町が処理を行う。 

④ 災害廃棄物の処分 

(ｱ) 災害廃棄物については、原則として町の最終処分場で処理する。 

(ｲ) 最終処分場が被災して使用が不可能な場合は、事前に町が県と協議のうえ代替措

置を講ずる。 

 

２．し尿処理                                              

（１） し尿処理量の推定 

① 処理量を推定するにあたり、町は、事前に町内における汲取便所の平均的総容量を把

握しておく。 

（処理量＝被災家屋×総容量×定率） 

② 避難所等に仮設トイレを設置した場合は、その処理量が加算される。 

 

（２） 応援体制の確保 

町等は、被災地における環境保全の必要性等を考慮し、必要に応じて他の市町村等の応

援を求める場合には、県に対し連絡調整等の協力を要請する。 

 

（３） し尿処理対策 

① 倒壊家屋等 

町は、倒壊家屋や浸水家屋等の汲取式便槽のし尿について、被災地における防疫及び

保健衛生対策上、収集可能な状態になった時点から速やかに収集運搬が行われるよう、そ

の処理体制の確立を図る。 

② 避難所等 

町は、避難所や必要に応じて適所に仮設トイレを設置した場合、防疫及び保健衛生対策

上から、優先的に仮設トイレのし尿の収集を行う。 

③ 水洗トイレ 

町は、水洗トイレを使用している世帯や団地において、風水害により水洗トイレが使用不

可能となった場合、速やかに仮設トイレを設置する対策を講じる。 

④ 応援協力体制の確保 

町は、被災状況を勘案し、自己のみではその地区内の処理が困難と判断した場合には、

県に対して、他市町村等からの応援が得られるよう、連絡調整等の協力を要請する。 
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３．廃棄物処理機能の復旧                                      

（１） 町は、廃棄物処理施設に被害が生じた場合、その被害状況を早急に把握し、応急復旧

を図る。 

(2) 町は、被害状況から復旧に時間を要し、収集作業等に影響を与えると判断した場合は、

県と協議のうえ期間を定めて他の処理施設にて処理を依頼する等の方策を立て、効果的な

廃棄物処理活動を行う。 

 

４．産業廃棄物の処理                                        

事業者の被災に伴って排出される廃棄物等は、排出事業者が自己の責任において適正に

処理する。なお、排出事業者は、町が設置している 終処分場であわせて処理する場合は、

町と十分協議する。 
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第２３節 防疫・保健衛生・環境衛生対策                     

災害発生時における被災地の防疫はこの計画の定めるところにより迅速に実施し、感染病

の発生と流行の未然防止に万全を期するとともに、被災者の心身の健康の維持を図る。 

   

１．実施体制                                              

災害地における防疫は、町長が実施する。ただし、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に基づく健康診断や予防接種法に基づく臨時予防接種については、

県が行うものとし、町は、協力する。 

 

２．防疫の実施                                             

町は、あらかじめ作成した組織表、動員計画及び費用資材の確保計画に基づき、速やかに

防疫活動体制を確立し、県及び防疫薬剤取扱業者等と連携し、被害の程度に応じ迅速・適切

に防疫活動を実施する。（下記、対策系統図参照） 

各組織における活動内容は、次のとおり。 

 

総務情報班 災害情報及び患者発生情報を収集し、動員計画に基づいて人員配置、

感染症法に基づく消毒方法等の指示及び必要な予算経理を行う。 

検病調査班 被災地区住民の発病状況を調査し、感染症患者の早期発見に努め、あわ

せて検体採取を行う。この班は、医師・保健師等専門家の指示により調査

を実施する。 

消毒指導班 保健所と連絡調整を行い、町の行う被災地区の家屋・避難所等の消毒の

指導を行う。 

検査班 感染症患者の早期発見のための保菌検索を行うとともに、被災地区の井

戸等の水質検査を行い飲料水の安全を図る。 

患者搬送班 感染症患者を感染症指定医療機関へ搬送する。 

（備考）班の編成にあたっては、業務の重複をさけるため適宜兼務することができる。 

 

 

 

 

 

 

３．防疫の種別及び方法                                       

（１） 防疫調査及び健康診断 

町は、避難所、浸水地域等の衛生条件の悪い地域の住民の健康調査を行う。実施要領は、

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第１７条第１項に定めるところに

よる。 

保健所 県 隠岐の島町

対策系統図 

（指導・指示・命令・応援の措置等） 

（連絡・報告・応援の要求等） 
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（２） 臨時予防接種 

県の指示にもとづき、災害地の指定疾病のまん延予防上緊急の必要があるときは、種類、

対象者、期間等を定め予防接種を実施する。 

 

（３） 消毒方法 

① 公的機関による消毒 

県の指示に基づいて速やかに消毒活動を実施する。消毒の箇所、回数等詳細について

は、被害の状況、消毒場所の地域的条件等を考慮のうえ適宜定める。 

② 各世帯が行う消毒 

床上（必要に応じ床下）浸水地域に対しては、被害直後、各戸に次亜塩素酸ナトリウム、

クロール石灰等の消毒剤を配布して、床、壁等の洗浄、便所の消毒及び野菜等の消毒に

ついて実施させるとともに、必要に応じ衛生指導を行う。 

 

４．患者等に対する措置                                       

（１） 患者搬送 

災害地に一類、二類感染症患者が発生し、または病原体保有者が発見されたときは、入院

を要する者について、県による感染症指定医療機関の応急入院措置がとられる。 

患者搬送は、原則として県が行うが、集団発生の場合は、町は、医療機関や消防機関ととも

に搬送手段の確保に協力する。 

 

（２） 自宅待機 

収容施設がない場合は、病原体保有者等に対しては自宅待機を行い、し尿の衛生処理等

について厳重に指導し、必要に応じて治療を行う。また、体制が整い次第搬送する。 

 

５．避難所の防疫措置・保健活動                                  

（１） 避難所の防疫徹底 

町は、避難所を開設したときは、感染症の集団発生を防ぐため、避難所における防疫の徹

底を図る。 

 

（２） 避難所の防疫調査 

避難者に対しては、発病を防ぐため随時健康診断を実施し防疫の完全を図る。 

 

（３） 衛生消毒剤の散布等の指導 

避難所及び被災地について、トイレ・排水溝の消毒、衛生管理の徹底、衣類・寝具の洗濯・

乾燥の指導、殺虫剤散布、手洗いの励行等その予防措置の指導を行う。 

 

（４） 給食従事者の健康診断 

避難所等への給食作業に従事する職員については、必ず健康診断を実施する。 
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（５） 避難所の保健活動 

被災地、特に、避難所において生活環境の激変に対し、被災者が心身の健康に不調をき

たす可能性が高いことから、町は、次のように被災者の健康管理を行う。 

① 必要に応じて避難所に救護所を設ける。 

② 保健師が避難所における健康相談、地域における巡回健康相談を行う。 

③ 保健師による健康相談の結果等より、外傷性ストレス反応等が疑われる場合は、精神科

医等によるメンタルヘルスケアチームの派遣を県に要請し、保健・医療活動を行う。 

 

６．精神保健活動                                            

（１） 精神保健活動班の編成 

発生した災害の規模に応じ、迅速に被害者の精神的ケア（こころのケア）の対応を実施する

ため、精神保健活動班を組織し、有事に際し適切な活動を行えるようにする。この際、医療・

保健活動と一体的に取り組み、被災者の心身の健康管理を行う。 

 

（２） 精神保健活動内容 

① 被災者の支援 

② 社会福祉施設等との連絡調整 

③ 被災者の精神保健福祉相談 

 

（３） 精神保健の対象者 

① 被災住民全般 

(ｱ)避難所においては、被災者の心身の健康管理を行う。 

(ｲ)自宅で生活している者へは、巡回健康相談を行う。 

② 高齢者 

③ 障がい者 

④ 児童 

⑤ 外国人 

⑥ その他（公務員、災害救助要員） 

 

（４） 精神保健活動実施者 

① 精神保健福祉相談員（各保健所、心と体の相談センター） 

② 町・県の保健師（各保健所、健康推進課、職員課、福利課） 

③ 児童相談所職員 

 

（５） 応援要請 

町は、被災者のストレスケア等のため必要に応じて、災害時の心のケアの専門職からなるチ

ームの派遣を県に要請する。 
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７．食品衛生対策                                            

町は、食中毒の発生を防止するため県から派遣される食品衛生監視員等と協力し、その指

導にあたる。おもな指導事項は、次のとおり。 

① 臨時給食施設（避難所及びその炊き出し施設）の把握及び衛生指導 

(ｱ) 手洗いの励行、食品調理道具等の消毒など一般的注意事項の喚起 

(ｲ) 腐敗食品等、不良食品の処分方法についての適切な指導 

(ｳ) 給食用施設の点検、給食に用いる原材料、食品の検査 

② 備蓄食品及び救援食品の衛生指導 

③ 被災地域の食品関係営業施設及び学校給食施設の衛生指導 

被災地における営業施設全般の実情を把握するとともに、県の食品衛生監視員の検査

を受けた後、開業するように指導する。 

④ 飲料水の衛生確保 

⑤ 食品衛生指導員への応援要請 

⑥ その他食品に起因する危害発生防止の指導 

 

８．環境衛生対策                                            

 町は、県の環境衛生指導班の活動に協力し、被災地における営業施設の実態を把握し、環

境衛生上の危害防止の啓発、指導及び衛生指導を行う。 

主な指導事項は、次のとおり。 

① 滞水（水が溜まったままの状態）期間の営業の自粛 

② 浸水を受けた施設の清掃、消毒 

③ 使用水の衛生管理 

④ その他、環境衛生上の危害の発生の防止についての啓発、指導 

 

９．入浴施設確保対策                                        

（1） 入浴施設等の一般開放 

大型浴槽を有する町内の入浴施設、宿泊施設等が利用可能な場合、町は、施設管理者に

対して一般開放を要請し、被災者を対象とした入浴サービスを実施する。 

 

(2)  仮設入浴施設等の設置 

上記によっても入浴施設が不足する場合、町は、関係業者及び自衛隊等に応援を要請し、

仮設入浴施設を設置することにより入浴環境を確保する。 

 

１０．家畜防疫                                              

被災地における家畜防疫は、家畜の所有者等共に協力し、防疫、診察等を行い、未然に

家畜伝染病を防ぐよう対処する。 

患畜が発生したときは、町は、県または関係機関等と協力し、患畜の隔離、通行遮断、殺処

分等の方法により伝染病の蔓延防止に努める。 
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１１．動物愛護管理対策                                        

災害時の被災地においては、家庭動物として飼育されていた動物が放逐されることにより、

負傷動物や放浪動物が多数生じる。町は、県、関係団体と協力し、動物の管理等についての

必要な措置を講ずる。 

① 飼い犬による人畜への被害発生を防止するため、県から派遣される狂犬病予防員と協

力し、放浪犬等を収容するとともに、飼い主に対し犬の管理方法を指導する。 

② 飼い主のわからない負傷動物や放浪動物を発見した場合は、保健所に連絡する。 

③ 避難所に飼い主とともに避難した動物の飼育について、適正飼育の指導、助言等必要

な措置を行い、動物の愛護及び動物感染症予防等衛生管理を含めた動物の管理等に

ついて、必要な措置を講ずる。 

④ 飼育動物の餌が不足するときは、県に対し調達を依頼する。 
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第２４節 行方不明者の捜索、遺体の処理及び埋・火葬            

災害による行方不明者の捜索及び死亡者の収容、埋葬の実施について、県・警察・海上保

安庁・自衛隊・消防機関等と十分協議のうえ、円滑に行う。 

 

１．実施責任者                                             

行方不明者の捜索、遺体の処理、埋葬は、町が行う。なお、災害救助法が適用された場合

には、町が県を補助して実施する。 

 

２．行方不明者の捜索                                        

（１） 捜索の方法 

① 組織 

行方不明者の捜索は、警察官、消防機関等の協力を得て捜索班を編成し捜索にあたる

が、被災の程度、捜索の状況により地域住民の応援を得る。 

② 捜索の対象 

被害により現に行方不明の状況にあり、かつ周囲の事情によりすでに死亡していると推

定される者に対して行う。 

 

（２） 応援の要請 

町の捜索のみでは捜索の実施が困難であり、他市町村の応援を必要とする場合、または遺

体の流失等により他市町村に漂着していると考えられる場合は、次の事項を明示し、県及び

関係市町村に対し捜索の応援を要請する。 

 

町内での捜索 １．応援のための人員及び必要資材並びに集合、集積場所 

２．捜索予定地域 

３．応援を要する時間 

４．その他必要となる事項 

他 市町 村内 で

の捜索 

 

１．遺体が埋没または漂着していると予想される場所 

２．遺体数及び氏名、性別、年齢、容ぼう、特徴、着衣等 

３．その他必要となる事項 

 

３．遺体の収容処理                                          

（１） 実施者 

捜索班が実施することを原則とするが、必要に応じ町内の医療関係者、住民等の協力を求

めて実施する。 

 

（２） 遺体の届出 

遺体を発見した者は直ちに町に届出する。届出を受けた町は、直ちに警察に届出する。 
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（3） 遺体の検視等 

遺体の検視、死体調査、身元確認等は、警察が医師等の協力を得て行う。町は、効果的な

身元確認が行えるよう、県等とも密接に連携をとって協力する。 

 

（4） 遺体の輸送 

警察官による検視及び救護班による検案を終えた遺体は、町長が知事に報告のうえ、遺体

収容所に輸送し、収容する。 

 

（5） 遺体収容所（安置所）の設営及び遺体の収容 

町長は、被害現場付近の適当な場所（寺院、公共建物、公園等収容に適当な場所）に遺体

の収容所を開設し、遺体を収容する。 

上記収容所（安置所）に遺体収容のための既存施設がない場合は、天幕及び幕張等を設

置し、必要器具（納棺用品等）を確保する。 

 

（6） 遺体の引き渡し 

遺体の身元が判明した場合は、原則として遺族等に連絡のうえ引き渡しする。 

 

（7） 災害救助法適用地域の遺体が、町地域内に漂着した場合の遺体の処理 

遺体の身元が判

明している場合 

町は、知事からあらかじめ委任された権限に基づき遺体処理を実施

する。その場合の費用は、県が負担する。 

遺 体 の 身 元 が

判明していない

場合 

１．遺体の身元が判明していない場合であっても、遺体が被災地から

漂着したものであると推定できる場合は、上記「遺体の身元が判明

している場合」と同様に取り扱う。 

２．遺体の身元が判明せず、かつ被災地から漂着したものであるとの

推定ができない場合は、「行旅病人及び行旅死亡人取扱法」の規

定により処理する。 

 

４．遺体の埋・火葬                                           

（１） 遺体の埋・火葬の実施基準 

身元が判明しない遺体の埋・火葬は、町において行う。また、大規模な災害により多数の死

者が生じた場合には、遺体の処理を遅滞なく進める。 

災害の混乱時に死亡した場合（災害の発生前に死亡した者で葬祭が終わっていない者を

含む。）で、災害のため次のような理由で埋葬を行うことが困難な場合、遺体の応急的な埋・火

葬を実施する。 

① 緊急に避難を要するため、時間的、労働的に埋葬を行うことが困難であること。 

② 墓地又は火葬場が浸水または流失し、個人の力では埋葬を行うことが困難であること。 

③ 経済的機構の一時的混乱のため、棺、骨つぼ等が入手できないこと。 

④ 埋葬すべき遺族がいないか、またはいても老齢者、幼年者等で埋葬を行うことが困難で

あること。 
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（2） 埋・火葬の方法 

埋葬は、町が棺、骨つぼ等埋葬に必要な物資の支給及び火葬、土葬または、納骨の役務

の提供を行う。埋葬は、原則として遺体を火葬に付し、遺骨等を家族に引き渡す。 

なお、埋葬にあたっては、次の事項に留意する。 

① 事故等による遺体については、警察機関から引き継ぎを受けた後埋葬する。 

② 身元不明の遺体については警察機関と連絡し、その調査にあたるとともに、遺体の取り

扱いについては、遺品の保管、遺体の撮影及び性別、年齢、容ぼう、特徴等を記録す

る。 

 

（3） 遺体の仮埋葬 

① 収容した遺体が多数のため火葬場で火葬することができない場合は、寺院その他適当

な場所に仮埋葬する。 

② 仮埋葬した遺体は、適当な時期に発掘し火葬に付し、墓地または納骨堂に埋葬または

収蔵する。 

③ 遺族等の都合により納骨できない場合や身元不明の焼骨が多数に及ぶ場合は、応急

的な納骨場所を確保する。 

 

（4） 埋葬のための応援要請 

① 町は、多数の遺体等のため、火葬場で対応できない場合には、県に連絡し、他市町村

に応援を要請する。 

② 町は遺体が多数にある等の理由により遺体の搬送ができない場合には、県に応援を要

請する。 
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第２５節 住宅応急対策                                

浸水や土砂災害により住宅を失い、または破損等のため居住することができなくなった者に

対し、住宅の応急修理または応急仮設住宅を建設し、生活再建の場を確保する。また、被災

者が民間賃貸住宅への入居を希望する場合には、住宅の提供を円滑に行えるよう紹介、斡旋

を行う。 

 

１．実施責任者                                             

災害救助法が適用された場合にあっては、県が行うが、県が直接設置することが困難な場

合には、県が示す設計書にもとづき町長が行う。また、災害救助法が適用されない場合は、町

が行う。 

町は、被災者のための相談所を設置する場合や、建築物に関する災害対策を実施する場

合に建築技術者等の専門家が必要であるときは、県に建築技術者等の派遣や業務の支援を

要請することができる。 

 

２．応急仮設住宅の提供                                       

（１） 建設戸数 

町は、住宅の提供が必要な世帯数をとりまとめ、公共住宅の空家、空家バンクに登録されて

いる住宅（災害時の被災者用住宅として事前了解を得ている住宅）で提供可能なものを提供

する。なお、これらの住宅の提供で足りない場合は、応急仮設住宅を建設する。 

なお、応急仮設住宅の建設戸数は、全壊・全焼及び流失世帯数の３割以内とする。 

ただし、災害救助法が適用される災害でやむを得ない事情により３割を超えて建設する必

要があるときは、県に超過戸数の要請を行う。 

また、町の提供可能住宅の提供だけでは必要戸数に満たない場合には、県に援助を要請

する。この場合は、住宅の提供が必要な世帯の数及びその世帯の世帯主名、家族構成、人

数、男女別、年齢を明示して要請する。 

 

（2） 対象者 

① 家屋が全壊、全焼または流出して生活できない状態となった世帯 

② 居住する仮住宅がなく、また借家等の借上げもできない世帯 

③ 自らの資力をもってしては、住宅を確保することができない世帯 

 

（3） 入居者の決定 

町は、民生委員その他関係者の意見を聞き、対象者順位を決め、災害救助法の適用され

ている場合及びその権限の委任がない場合は、県に入居選定のための調査書を提出する。

その他の場合は、町長が決定する。 

 

（４） 建設用地の選定 

用地の選定にあたっては、できる限り集団的に建築できる安全な場所として公共用地等か
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ら優先して設定し確保する。また、その場所は、飲料水が得やすく保健衛生上適切な場所と

する。 

 

（5） 応急仮設住宅の構造・規模 

① 仮設住宅の構造は、鉄骨プレハブ造等とする。 

② 規模は、入居世帯の人数に応じて定める。 

③ 要配慮者等に配慮し、バリアフリー、暑さ（寒さ）対策等を考慮する。 

 

（6） 建設着工期限及び貸与期間 

災害発生の日から 20 日以内に着工するものとし、その供与期間は、原則として完成の日か

ら２年以内とする。 

 

（7） 災害救助法の適用の場合 

① 県への要請 

仮設住宅の建設場所、建設戸数、規模・型式及びその世帯主名、家族構成、人数、男女

別、年齢を明示して要請する。 

② 建設用地の選定 

県と協議のうえ決定する。 

 

（8） 応急仮設住宅の運営管理 

以下の点に留意し、応急仮設住宅の適切な管理運営を行う。 

① 応急仮設住宅における安心・安全の確保。 

② 孤独死や引きこもりなどを防止するための心のケアへの対策を実施する。 

③ 入居者による地域コミュニティの形成及び運営に努めるとともに、運営への女性の参画

を推進し、女性をはじめとする生活者の意見を反映できるよう配慮する。 

④ 応急仮設住宅における家庭動物の受け入れに配慮する。 

 

３．住宅の応急修理                                          

（１） 対象者 

① 住宅が半壊または半焼し、または半流出し、そのままでは当面の日常生活を営むことが

できない世帯。 

② 自らの資力では応急修理ができない世帯。 

 

（２） 実施方法 

① 町は、民生委員その他関係者の意見をきき、対象家屋の順位を定める。ただし、災害

救助法等が適用された場合には、県に調査書を提出する。 

② 応急修理は、居室、炊事場、便所等生活上欠かすことのできない部分を対象とする。 

なお、個々の修理部分については、より緊急を要する部分の応急修理で、例えば土台、床、

壁、天井、屋根、窓、戸等の修理を行い、畳の入替え、基礎工事等は含まない。 
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（３） 対象戸数 

半壊、半焼世帯の３割以内を原則とする。ただし、災害救助法が適用されている場合でやむを

得ない事情により３割を超えて修理する必要があるときは、知事に要請を行う。 

 

（４） 費用の限度 

住宅の応急修理のため支出できる費用の限度は、災害救助法に規定された額以内を原則

とする。なお、同一住宅に２以上の世帯が住居している場合は、１世帯とみなす。 

 

（５） 応急修理の期間 

災害発生の日から１ヶ月以内の完成とする。 

なお、災害救助法が適用され、この期間中に実施困難な場合には、この期間内に知事あて

期間の延長を申請する。 

 

（６） 住宅の応急修理にともなう記録 

住宅の応急修理を行った場合、災害救助法に定める様式（資料編参照）により正確に記録

する。 

 

４．住宅関係障害物除去作業                                    

 「災害によって住居またはその周辺に運ばれた土石、木竹等で、日常生活に著しい障害を

及ぼしているものの除去」であり、災害救助法に則って行う。 

 

５．災害復旧用材の確保                                       

 町の実施する住宅応急修理において資材不足が発生した場合、県に資材調達を要請す

る。 

 

６．民間賃貸住宅の紹介・斡旋                                   

町は、民間賃貸住宅の紹介、斡旋について、被災者に周知を図る。 

なお、被災者の早急な住宅確保のため、民間賃貸住宅の借り上げ制度などの確立を図る。 
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第２６節 農林漁業関係被害の拡大防止                     

風水害時には、農林畜産物及び水産関係に多大な被害が発生することが予想される。 

このため、農林水産物等の被害の拡大防止、被災地における家畜伝染病の予防、飼料の

調達・配分等の対策を実施する。 

 

１．農産物、家畜対策                                         

（１） 農産物対策 

災害による農作物被害の拡大を防止するための応急対策として、次の措置を講じる 

① 被害状況の把握 

町は、農業協同組合等と相互に連携し、農作物等の被害状況を把握するとともに、被害

情報について、県隠岐支庁農林局を通じ県農林水産部に報告する。 

② 水稲改植用苗の確保 

水害により、水稲の改植を必要とする場合が生じたときには、県に対し、改植用苗の補給

等所要の措置を要請する。 

③ 病害虫防除対策 

水害等により発災が予想される農作物の病害虫防除に対し、県の指示・指導に基づき、

防除班等を組織し防除を実施する。 

また、町は、町内の防除機具を整備、把握し、必要に応じて緊急防除の実施にあたり集

中的に防除機具の使用ができるよう努める。 

④ 凍霜害防除 

県から霜に関する注意報を受けた場合は、電話や広報車等を利用して農家の注意を喚

起し、事前に対策を講ずるよう措置する。 

なお、平年の警戒期間は、４月上旬から５月中旬である。 

⑤ 技術的援助 

「作物気象災害対策指針」及び「農業気象広報」等に基づき応急対策、事後対策の万全

を期する。 

 

（２） 家畜対策 

災害時における家畜及び家畜関係の被害の拡大を防除するための応急対策として、次の

措置を講ずる。 

① 水害時において発生する家畜伝染病に対処するため、浸水地区の家畜及び畜舎等に

対して、町は、県及び家畜診療所等の協力を得て、診療、防疫、消毒に必要な組織を編

成し、必要な措置を実施する。 

災害により死亡した家畜の措置については、家畜の飼育者に町長に届出を行わせると

ともに、町の指示に従って、死体の埋却または焼却等を行わせる。 

② 家畜の診療 

家畜の診療は、必要に応じて行うが、平常時の方法によって実施することが不可能また

は不適当であると認めるときは、被災地域内に診療等組織を派遣させ、診療にあたらせ
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る。 

③ 家畜の防疫 

(ｱ) 畜舎の消毒等は、家畜伝染病予防法第９条の規定に基づき実施する。 

(ｲ) 家畜伝染病予防上、緊急予防注射の必要があるときは、防疫に必要な人員を被災

地へ派遣し、家畜伝染病予防法第６条の規定に基づき実施する。 

(ｳ) 患畜が発生した場合における隔離、通行遮断、殺処分及びへい獣処理については、

それぞれ家畜伝染病予防法に定めるところにより実施する。 

④ 家畜の避難 

水害による浸水時災害の発生が予想され、または発生したために、家畜の避難を要する

ときは、飼育者において安全な場所に避難させる。 

⑤ 飼料の確保 

災害により飼料の確保が困難となったときは、県は、飼料業者等に対し、必要数量の確

保、供給ができるよう指導するとともに、必要と認めたときには、政府需給調整飼料等の放

出等を要請する。 

 

２．林産物対策                                             

（１） 被害状況の把握 

町は、県との協力により早期に山を巡視して造林地や治山、林道等施設の被害の状況を把

握し、危険な場所については、標示をし、応急処置をする。 

 

（２） 災害対策技術指導 

町は、県、森林組合の協力を得て種苗経営者、森林所有者に対し、被災苗木、林木に対

する措置等林産物についての技術指導を行う。 

特に、被害木については、早期に処分し、病害虫等の発生を防止するとともに、根切れ、根

ゆるみなどを起こした幼令林木は、木起こしや根ぶみをして樹勢の回復を図るよう指導する。 

 

（３） 風倒木の処理指導 

風倒木の円滑な搬出等について、町は、県、森林組合の協力を得て、森林所有者に対し、

必要な技術指導を行う。 

 

（４） 森林病害虫等の防除 

森林病害虫等を防除するため、町は、県、森林組合の協力を得て森林所有者に対してそ

の防除活動につき技術指導を行う。 

 

（５） 凍霜害防除 

凍霜害については、農産物に準ずる。 
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３．水産関係対策                                            

台風等により、漁業施設等に被害の発生が予想され、または実際に被害が発生した場合に

は、町は、県、漁業協同組合及びその他の関係機関と迅速に情報交換を行い、応急対策の

総合的な調整を図るとともに、連携して被害発生の防止を指導または応急・復旧対策措置を

講じる。 

 

（１） 被害状況の把握 

町は、漁業協同組合と相互に連携し、漁業施設等の被害状況を把握するとともに、被害情

報をとりまとめ、県農林水産部に報告する。 

 

（２） 陸上施設の被災対策 

町は、県、漁業協同組合等と協力し、施設の被害状況に応じ、次の措置を講ずる。 

① 荷さばき施設等の陸揚げ支援施設が被災した場合、陸揚げする他漁港との調整。 

② 冷凍施設等の出荷支援施設が被災した場合、他漁港への移送等及び氷の移入等に

ついての調整。 

③ 給油、給水等の補給施設が被災した場合、他漁港等からの移入等についての調整等。

流出油事故については、第３編「事故災害等対策計画」第１章「流出油等事故対策計画」

を参照。 
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第２７節 被災者相談                                 

災害発生後、精神的に不安な状態にある住民に対しては､その不安を解消するためのさま

ざまなケアサービスが必要である。 

被災者または関係者からの家族の消息、医療、生活必需品、住宅の確保や融資等につい

ての相談やさまざまな要望、苦情等に関する広聴活動を防災関係機関とともに実施し､被害の

実情に合った細かな対策を講ずる。 

 

１．相談窓口の開設                                         

（１） 相談窓口の開設 

被災住民の相談に応じる窓口を開設する。 

 

（２） 臨時被災相談所 

被災地、避難所等に臨時被災相談所を設け、相談、要望、苦情等を聴取し、速やかに関係

各課に連絡して早期解決に努力する。 

 

（３） 避難所等に相談所が設置されないとき 

避難所等に相談所が設置されないときは､各避難所の責任者が相談等に応ずる。 

 

（４） 巡回・移動相談 

必要に応じて、被災地及び避難所等への臨時相談所の設置や広報車または二輪車（バイ

ク、自転車）等による被災地の巡回、移動相談を実施する。 
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