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第２編 地震災害対策計画 

第 1 章 災害予防計画 

災害予防計画は、災害発生の未然防止や災害の拡大を防止するために必要な事業、施設

整備などの災害予防対策について定める。 

 

第１節 地盤災害の予防                                

地震による被害は、地盤によって大きく異なる。地震による被害を未然に予防または軽減す

るためには、当該地域の地形、地質、自然特性及び災害特性を十分に把握し、 も適した土

地利用を計画的に実施する必要がある。 

今後、適正な土地利用を推進するとともに、地震災害時の崩壊危険地域や液状化危険地

域等の被害を軽減するための諸対策を実施していく。 

 

１．地すべり災害の防止対策                                    

通常の地すべりは、緩斜面に多く、地層の移動が継続的かつ緩慢であるが、地震によって

引き起こされる地すべりは、移動が急激な場合も考えられ、多大な被害をもたらす危険性があ

る。 

このため、町は、その予防に万全を期することとし、以下の対策を促進する。 

 

（1） 地すべり危険箇所の把握 

町は、国及び県が地域住民の協力を得て実施する地すべり区域等の把握のため各種調査

に協力し、「地すべり防止区域」の指定及び対策を促進する。 

 

（2） 地すべり防止対策工の実施 

町は、県が実施する、抑制工、抑止工等の地すべり防止工事に対して、その円滑な実施に

向け協力する。 

 
（3） 警戒体制の確立 

① 地すべり発生には、前兆を伴うことが一般的である。町は、県と協力し、特に、危険度の高

い地すべり危険箇所に対しては、地割れ、陥没、隆起、建物・立木の傾き及び湧水等に対

しての観測体制を整えるとともに、被害が及ぶと考えられる住宅等に対しては、ソフト施策

（地すべり監視施設、情報機器の整備等）により警戒体制を確立し、被害の軽減を図る。   

② 町は、県砂防課ホームページ及びハザードマップ等を活用し、町民に対する指定区域、

危険箇所の周知に努める。 

③ 町は、本計画に、土砂災害警戒区域ごとに土砂災害に関する情報の収集及び伝達、予

報及び警報、土砂災害警戒情報等の伝達、避難、救助その他当該警戒区域における土

砂災害を防止するために必要な警戒避難体制に関する事項を定める。 
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④ 町は、土砂災害に関する情報の伝達方法、地すべりの恐れがある場合の避難先に関す

る事項、その他警戒区域における円滑な警戒避難が行えるために必要な事項について

住民に周知させるため、これらの事項を記載した印刷物（防災マップ等）を配布するなど

必要な措置を講じる。 

⑤ また、土砂災害警戒区域内に要配慮者等が主に利用する施設があれば、当該施設へ

の土砂災害情報等の伝達方法についても規定し、円滑な警戒避難が行えるようにする。 

 

２．崖崩れ・山崩れ災害の防止対策                               

（１）急傾斜地崩壊危険区域の把握 

町は、県と連携し、危険度の高い急傾斜地に対して「急傾斜地の崩壊による災害の防止に

関する法律」に基づく急傾斜地崩壊危険区域の指定を促進し、総合的な対策の実施を図る。 

また、危険度の把握のため、危険度の高い急傾斜地の調査の促進を図る。 

 

（2） 崩壊防止対策の実施 

① 町は、県と協力し、急傾斜地崩壊危険区域では、崩壊を助長するような行為を制限し、

急傾斜地崩壊対策事業の促進を図る。 

なお、急傾斜地崩壊対策工事は、指定緊急避難場所及び指定避難所等の防災施設、

病院及び社会福祉施設等の要配慮者関連施設を優先する。 

② 町及び県は、急傾斜地の資料を整備し、本計画に組み込み、周辺住民等に周知徹底

を図る。特に、町は、周辺住民に対し、急傾斜地崩壊危険箇所などの崖崩れ・山崩れの

危険箇所及び避難先・避難路、防災施設等の防災情報の周知に努める。 

 

（3） 警戒・避難体制の整備 

① 町は、県及び国土交通省中国地方整備局と連携し、地震時の災害発生防止のため、危

険度の高い急傾斜地の周辺では、危険性を示す標識の設置及び保全・管理に関する住

民への指導を実施する。また、必要に応じて防災措置の勧告や改善命令等を行う。 

② 危険地域の住民においても､常に危険に対する認識を持って急傾斜地の危険確認３要

素『危険な時期、危険な場所、危険な前兆』の早期発見に留意するとともに、住民自身に

よる防災措置の実施を促進する体制の確立を図る。 

③ 町は、土砂災害警戒区域ごとに土砂災害に関する情報の収集及び伝達、予報及び警

報等の伝達、避難、救助その他当該警戒区域における土砂災害を防止するために必要

な警戒避難体制に関する事項を本計画に定める。 

④ 町は、本計画に基づき、土砂災害に関する情報の伝達方法、急傾斜地の崩壊の恐れ

がある場合の避難先に関する事項、その他警戒区域における円滑な警戒避難が行われ

るために必要な事項について住民に周知させるため、これらの事項を記載した印刷物

（防災マップ等）を配布するなど必要な措置を講じる。 

⑤ 町は、土砂災害警戒区域内に要配慮者等が主に利用する施設があれば、本計画に当

該施設への土砂災害情報等の伝達方法についても規定し、円滑な警戒避難が行えるよ

うにする。 
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（4） 住宅移転の促進等 

① 町及び県は、災害危険区域を指定し、当該区域内において、住宅等の建築制限を行

う。 

また、土砂災害防止法及び島根県建築基準法施行条例第４条（がけ条例）に基づく既

存不適格住宅に対しては、移転促進のための啓発を行い、住宅・建築物安全ストック形

成事業（がけ地近接等危険住宅移転事業）の促進を図る。 

② 土砂災害特別警戒区域内の既存不適格建築物について、過去の土砂災害の実態等

から見て土砂災害が発生する恐れが急迫していると認められながら、その所有者等が自

ら必要な措置を講じていない等、住民等の生命または身体に著しい危害が生ずる恐れが

大きいと認めるときは、町は、県と連絡調整の上、当該建築物の所有者等に当該建築物

の移転等の勧告を行う。 

 
３．土石流災害の防止対策                                      

（1） 土石流危険渓流及び危険区域の把握、対策工の実施 

危険度の高い渓流に対しては、「砂防法」に基づいて国が指定し県が実施する砂防指定地

及び県の指定する土石流危険渓流、崩壊土砂流出危険区域等について、町は、県に協力し、

総合的な対策の実施、危険度の把握のため土石流危険渓流の調査の促進を図る。 

なお、砂防工事は、指定緊急避難場所及び指定避難所等の防災施設、病院及び社会福

祉施設等の要配慮者関連施設を優先する。 

 

（2） 警戒体制の確立 

① 町は、地震による災害発生防止のため、危険度の高い渓流の周辺で保全・管理に関す

る住民への周知、指導を実施する。 

② 町は、土砂災害防止法に基づき、土砂災害警戒区域ごとに土砂災害に関する情報の

収集及び伝達、予報及び警報、土砂災害警戒情報等の伝達、避難、救助その他当該警

戒区域における土砂災害を防止するために必要な警戒避難体制に関する事項を、本計

画に定める。 

③ 町は、土砂災害に関する情報の伝達方法、土石流の恐れがある場合の避難先に関す

る事項その他警戒区域における円滑な警戒避難が行われるために必要な事項について

住民に周知させるため、これらの事項を記載した印刷物（防災マップ等）を配布するなど

必要な措置を講じる。 

④ 町は、土砂災害警戒区域内に要配慮者等が主に利用する施設があれば、当該施設へ

の土砂災害情報等の伝達方法についてもこの計画に定め、円滑な警戒避難が行えるよう

にする。 

 

（3） 住宅移転の促進等 

土砂災害特別警戒区域内の既存不適格建築物について、過去の土砂災害の実態等から

見て土砂災害が発生する恐れが急迫していると認めながらその所有者等が自ら必要な措置を

講じていない等、住民等の生命または身体に著しい危害が生ずる恐れが大きいと認めるとき
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は、町は、県及び関係機関と連携調整のうえ、当該建築物の所有者等に当該建築物の移転

等の勧告を行うなど、各種制度の活用により、人命、財産等を土石流から保護するために、危

険住宅の移転促進に努める。 

  

４．地震災害直後の土砂災害の予防対策                             

地震災害後は、地盤が緩んでいるため、降雨などの他の自然条件でも土砂災害が発生し

やすくなるので、町は、県、関係団体等と協力し、崩壊危険地域の巡視・点検を行い、異常等

の早期発見に努める。 

 

５．液状化危険地域の予防対策                                   

（１） 液状化現象の調査研究 

地質と地下水の条件により、地盤の液化現象が発生し、建築物や地下埋設物に対して被

害をもたらす可能性が指摘されている。 

町は、県、大学や各種研究機関において実施される液状化現象に関する研究成果を踏まえ、

当該地域における危険度分布等の各種資料を整備し、その結果の町民への普及に努める。 

 

（２） 液状化対策工法の指導 

地震時に液状化現象が予測される地域に対しては、周辺環境への影響等を考慮して、以

下の工法をはじめとする各種工法を設置主体者や設計者に対し普及させ、施設整備に反映

させる。 

① 土木施設構造物 

土木施設構造物（道路施設、港湾施設、河川施設及び橋梁等）の液状化対策工法には、

大別して地盤改良による工法と構造物で対応する方法があり、それぞれの工法の概要は、

以下のとおり。  
  工 法 概  要（代表的工法） 

地盤改良によ

る工法 
地盤を液状化しない材料と入れ替える置換工法 
振動または衝撃により、地盤内に砂杭を形成し地盤を締め固める工法

（サンドコンパクション工法等） 

押え盛土により地盤を過圧密にする盛土工法 
地盤に凝固剤を撹拌混合する固化工法 （深層混合処理工法） 
地盤内に砕石杭を形成し、過剰間隙水圧を消散させる工法等（グラベ

ルドレーン工法） 

構造物で対応

する方法 
構造物の周囲を矢板等で囲い、内部の拘束圧を高める工法 

支持杭や鉄筋コンクリート壁の打ち増しなど、既設構造物の耐力を増

す方法等 

 

② 建築物 

建築物の液状化対策工法としては、地盤改良工法が有効であるが、万一液状化現象が

発生しても、建築物が大きな被害を受けないよう建築物の耐震化工法を施しておくことも重

要である。 
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地盤に液状化の可能性がある場合は、下記の対策工法が有効である。 

(ｱ) 置換え、締固め、固化等の有効な地盤改良を行う。  

(ｲ) 基礎を一体の鉄筋コンクリート造の布基礎やベタ基礎とする。  

(ｳ) 基礎杭を用いる。  

 

③ 地下埋設物 

地下埋設物の液状化対策工法としては、地下埋設管路の対策工法と地盤改良工法とに

大別される。なお、それぞれの対策工法の概要は、以下のとおり。 

工  法 概  要（代表的工法） 
管

路

に

施

す

工

法 

既存施設の

技術的改良 
既存施設の耐震性調査や被害想定を実施し、耐震性の低い施設に

ついては、既設管の補強措置の促進及び地盤改良対策の推進を図

る。 

新設管の耐

震化 
管渠の設計に先立ち、土質調査若しくは既存資料による周辺地盤

の液状化判定を行い、必要に応じ地盤改良等の対策を施す。 

ダクダイル鋳鉄管・鋼管等の耐震管の採用及び継手等管路の耐震

性向上に努める。 

管渠の接続部には、可とう性継手を用いることにより耐震性の向上を

図る。 

地盤改良工法 管路に施す工法の「既存施設の技術的改良」に同じ。 

 

６．造成地の予防対策                                          

（１） 災害防止に関する指導 

町は、都市計画法、建築基準法、宅地造成等規制法及び土砂災害防止法においてそれぞ

れ規定されている宅地造成開発許可、建築確認、特定開発行為等の許可の審査並びに当該

工事の施工に関する指導監督を県の協力により行う。 

また、造成後は、巡視等により違法開発行為の取り締り、定期的な巡視強化及び注意の呼

びかけを実施する。 

 

（２） 災害防止に関する指導基準 

上記（1）の指導にあたっての基準は、以下のとおり。 

 

災害危険度

の高い区域 

１．地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域及び土砂災害特別警戒

区域の各区域内の土地については、都市計画法に基づき、原則とし

て開発計画を認めない。 

２．都市計画区域外において、土砂災害特別警戒区域内の土地につい

ては、住宅宅地分譲や要配慮者関連施設の建築のための開発行為

は、土砂災害防止法に基づき、基準に従ったものに限って許可する。 
人工崖面の

安全措置 
宅地造成により生じる人工崖面は、その高さ、勾配及び土質に応じ、擁

壁の設置等の安全措置を講ずる。 

軟弱地盤の

改良 

宅地造成を予定する土地の地盤が軟弱である場合は、地盤改良を行う。
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７．土地利用の適正化                                         

地震による被害を未然に予防または軽減するためには、その土地の地形、地質、及び地盤

を十分理解し、土地の自然特性及び災害特性を踏まえた土地利用を計画的に推進していく

必要がある。 

 

（１） 土地条件の評価 

町は、県及び関係機関と協力し、土地自然情報の整備、災害強度評価を実施し、その結果

を住民等に対して公開する。 

① 土地自然情報の整備 

地形、地質、地盤、河川、土地利用の変遷、災害履歴及び植生等の自然災害に関連す

る情報を収集・解析する。 

② 災害強度評価の実施 

上記の情報を用いて、対象とする土地の地震に対する強度をいろいろな観点から評価し、

その結果に基づいた適切な土地利用や対策に関する調査を実施する。 

③ 情報の公開 

上記で整備する土地、自然に関する情報や評価結果について、防災カルテや防災マッ

プ等により、広く住民、関係機関等に対して公開することにより、町民の意識を啓発し、町民

と行政が協力した土地利用の適正化事業の推進に努める。 

 

（２） 土地利用の誘導、規制 

町は、土地基本法の基本理念を踏まえ、国土利用計画法に基づく国土利用計画、土地利

用基本計画、都市計画法、さらに土砂災害防止法をはじめとする各種個別法令等により、適

正かつ安全な土地利用への誘導、規制を図る。 
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第２節 建築物・公共土木施設災害の予防                    

地震発生時の避難、救護、その他応急対策活動の拠点となる建築物等、防災上重要な建

築物としての公共施設をはじめ道路、空港等の交通施設、電気、ガス、上水道、下水道、電話

等のライフライン施設、河川、港湾、その他の公共土木施設は、町民の日常生活、経済活動、

また、地震発生時の応急活動において重要な役割を果たすものである。 

このため、人的被害を防止し、応急対策活動拠点や被災者救護施設の確保を図るため、各

施設の耐震性に対する設計指針を策定し、耐震化・不燃化を促進し、被害を 小限にとどめ

るよう万全の措置を講ずる。 

 

１．予防対策の留意点                                        

建築物・公共土木施設災害の予防にあたっては、特に、以下の点に留意する。 

 

都市機能確保のた

めの事前対策の重

要性 

主要な道路、港湾、空港、通信局舎等の基幹的な交通・通信等に

ついては、各施設等の耐震化や施設・機能等の代替性の確保、各

交通・通信施設間の連携の強化等により、大規模災害発生時の輸

送・通信手段の確保に努める。 

防災上重要な施設

の耐震化 

町、県及び施設管理者は、不特定多数の者が利用する施設、学

校、行政関連施設等の応急対策上重要な施設、要配慮者に関わ

る社会福祉施設、医療施設について、耐震性の確保を特に、配慮

する。 

災害廃棄物の発生

への対応 

町及び県は、地震による災害廃棄物の発生を抑制するため、建築

物の耐震化等に努めるとともに、災害廃棄物の発生にも備え、広域

処理体制の確立に努める。 

各種データの整備

保全 

町は、復興の円滑化のため、あらかじめ各種データ（戸籍、住民基

本台帳、不動産登記、地積、公共施設・地下埋設物等情報及び測

量図面等データ）の整備保存並びにバックアップ体制の整備を行

う。 

 

２．建築物の災害予防                                         

（１） 建築物の防災体制の整備 

① 建築物の耐震化指針等の策定 

町は、建築物の用途や防災上の位置付け及び所在地域の条件等を勘案して耐震性能

向上の指針を策定する。 

② 建築物防災推進体制の整備 

町は、耐震診断・耐震改修及び応急危険度判定や被災度区分判定等を行う建築技術者

の講習会に参加する。 

また、災害対策活動を行う技術者の確保や技術の開発・実施方策等について、平素より

建築関連団体との協力・支援体制を整備し情報交換等を行う。 

③ 災害予防意識の啓発 

町は、地震に対する建築防災に関して情報の提供や広報活動、講習会の開催及び相談
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窓口の設置などを行い、町民や建築技術者の意識の啓発を図る。 

また、各種の助成制度を活用して民間住宅の耐震化を促進する。 

 

（２） 建築物の耐震化の推進 

① 防災上重要な建築物の指定 

町は、災害発生時における安全な避難場所の確保、応急対策活動の拠点となる施設の

確保のため、次の町有建築物を「防災上重要な建築物」として指定する。 

(ｱ) 震災時に避難誘導及び情報伝達、救助等の防災業務の中心となる町庁舎 

(ｲ) 震災時に緊急の救護所、避難場所となる学校及びその他の施設 

② 防災上重要な建築物等の耐震性の確保 

町は、上記の建築物に対して耐震性能の調査を行い、必要に応じて以下の対策を実施

し、建築物等の耐震性の確保に努める。 

（ｱ） 老朽化の著しい建築物または構造上危険と判定されるものは、改築を促進する。 

(ｲ) 建物の新築及び改築にあたっては、耐震耐火建築物の建設を促進する。 

(ｳ) 積雪時の地震を考慮し、積雪荷重のチェックや構造設計上の指導を県の協力により、

推進する。 

③ 特定建築物の耐震化 

町は、県と協力し、「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に定める特定建築物（不特

定多数の人が利用する建築物、危険物の貯蔵等をする建築物、多数の者の円滑な通行・

避難を困難とする恐れのある建築物）の所有者に対し指導・助言を行うほか、助成制度を活

用して耐震診断・耐震改修の実施を促進する。 

④ 社会福祉施設の耐震化の促進 

町は、社会福祉施設の耐震化を推進するため、耐震性が把握されていない民間社会福

祉施設（昭和５６年の新耐震基準導入以前に建築された施設）を対象に耐震診断を実施す

る場合の経費助成制度を活用して耐震診断を促進する。 

 
（３）人的被害の防止措置 

町は、県等と協力し、次に示す工作物等の安全措置を講じ、地震発生時の人的被害の防

止に努める。 

道路擁壁の安

全化 

１．適宜、道路防災総点検を実施し、その結果に基づき必要な補強・補修

等の対策を講じる。 

ブ ロ ッ ク 塀 等

の安全化 

１．多数の人が通行する道や通学路及び災害時の避難路に面して設置され

ているブロック塀等の点検、広報、補強指導の充実を図る。 

屋外広告物、

窓ガラス等の

落下防止 

１．適宜、耐震、防災診断等を実施し、安全に対する意識を啓発する。 

２．防災パトロール等に際し、落下の恐れが高いものは所有者等に対し

て、改修等の対策を講ずるよう改善指導に努める。 

自動販売機の

転倒防止 

１．町は、関係防災機関と連携し、各種の自動販売機は、必要に応じて一

層の補強を行うよう関係者を指導し、安全意識の徹底を図る。 

その他 １．家具の転倒防止対策、エレベーターにおける閉じ込め防止等について

の必要な対策を実施する。 
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３．建築物の不燃化の推進                                      

（１） 密集住宅の不燃化の促進  

老朽化した木造建築物等が密集する地域については、大規模災害時に大火災となるなど

防災上危険な状況にあることから、建築物の不燃化を推進する。 

 

（２） 建築物の防火の推進 

町は、県に協力し、建築物の新築や増改築の際に建築基準法に基づき防火対策の指導

を行うとともに、既存建築物については、特に、大規模建築物や不特定多数の人が利用する

建築物を中心に、建築基準法及び消防法に基づき、防火上、避難上の各種改善指導を行

う。 

 

（３） 消防水利・防火水槽等の整備 

町は、消防力の基準等に照らし、消防力施設等の充足状況を勘案するとともに、市街地等

の火災に対応できるよう、各種事業により、市街地における貯水槽等消防水利の整備を推進

する。 

 

（４） その他の災害防止事業 

町は、火災時の効果的な消防活動が可能になるように消防活動路の確保について検討す

る。 

 

４．地震災害に強いまちの形成                                    

（１） 面的整備の推進 

町及び県は、連携し、次に示す対策を推進し、まちの防災化に努める。 

① 道路、公園、緑地、空地等の整備を推進し、防災空間を確保・拡充する。 

② 安全で良好な街の形成に向け、住民等のまちづくり活動の活性化を図る。 

③ 災害危険度等調査、住民等のまちづくり活動の支援、道路・広場等の地区公共施設や

防災まちづくり拠点施設等の整備、避難先・避難路周辺等の建築物の不燃化といった多

様な都市整備事業を重層的に実施する。 

 

（２） 公園等の整備 

① 道路の整備 

道路は、町民の生活と産業の基盤として重要な社会資本であるとともに、地震災害時に

おいては、緊急輸送路、避難路等の役割を発揮するほか、住宅密集地での火災において

は、延焼遮断帯としての機能を有する。このため、町は、県と協力し、災害に強い道路網の

整備を計画的に推進し、市街地内の道路については、多重性・代替性の確保が可能となる

ような整備を目指す。 

② 公園・緑地・空地等のオープンスペースの整備・確保 

公園や緑地は、災害時における避難先・避難路、延焼遮断あるいは救護活動の拠点とし

て防災上重要な役割を担っている。町は、県と協力し、これらの公園の計画的な配置・整備
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に努めるとともに緑地の保全を図る。 

 

５．ライフライン施設の安全化                                    

  ※風水害等対策編（第２編第１章第２節）に準ずる。なお、地震災害対策計画においては、

特に、以下の点にも留意し、災害予防に努める。 

 

(１) 上水道・下水道等施設の安全性の確保 

① 取水、浄水、配水施設、ポンプ場、浄水施設等の上水道及び下水道等施設の重要構造物

について耐震診断を行い、耐震性の低い施設の耐震補強に努める。 

② 経年化した送水管・配水管、下水管の更新、耐震性のある管路への取り換えを進める。 

③ 管渠の設計に先立ち、土質調査若しくは既存資料による周辺地盤の液状化判定を行い、必

要に応じて地盤改良等の対策についても検討する。 

 

６．交通施設の安全化                                         
（１） 道路施設 

町は、県と連携し、緊急輸送ルートの確保を早期に確実に図るため、ネットワーク機能の向

上、道路情報ネットワークシステム、道路防災対策等を通じて安全性、信頼性の高い道路網

の整備を図る。 

① 道路の整備 

町は、地震時における円滑な交通を確保するため、狭あい区間等の整備を行う。 

② 落石等通行危険箇所対策 

町は、落石等通行危険箇所について、日常点検を実施するとともに、緊急性の高い箇

所から、順次法面防護施設等の整備を行い、危険箇所の解消を図る。 

③ 橋梁等の耐震化対策 

町は、橋梁等の道路構造物について点検を行い、構造上及び地盤上、耐震性に問題

のある施設については、順次補強を行い耐震性の確保を図る。 

④ トンネルの安全対策 

町は、トンネルの安全確保のため、所管トンネルについて日常点検を実施し、補強対

策工事が必要な箇所については、補強を実施する。 

⑤ 避難路、緊急輸送道路など防災上重要な経路を構成する道路について、災害時の交

通の確保を図るため、必要に応じて、区域を指定して道路の占用の禁止または制限を行

うとともに、無電柱化の促進を図る。 

 

(2) 港湾施設 

町は、管理する各港湾において必要に応じて耐震点検及び補強工事等を施工する。 

 

（３）漁港施設 

町は、管理する各漁港の既存の施設において、必要に応じ耐震性を点検し、補強工事等

の対策を実施する。 
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７．河川、砂防、治山等施設の耐震化                                

（１） 河川等施設 

町は、県が行う河川堤防の耐震点検の結果に基づく河道改修等の必要な対策に協力す

る。 

 

（２） 砂防等施設 

砂防・治山施設等の地震に伴う被害を 小限にとどめるため、各設計指針等の耐震基準に

基づいた施設の整備を進めるとともに、既存施設の耐震性・老朽化の点検及び補強工事等の

対策を推進する必要がある。 

町は、県が行うこれらの事業が円滑に推進されるよう協力する。 

 

８．文教施設の安全化                                         

（１） 学校・教育施設等における防災対策の推進 

学校・教育施設等の耐震改修に引き続き、避難所としての防災機能が発揮できるよう、必要

な整備に努める。 

 

（2） 文化財の保護 

① 国・県・町指定建造物及び登録文化財等の歴史的建造物は、建造物自体が老朽化し

ているものが多いので、計画的に修理を推進する。また、耐震診断を進め、状況把握す

るとともに、必要に応じて耐震補強を実施する。 

② 石垣、墓所等の被災しやすい史跡については、日常的な管理の徹底と計画的な整備を

行う。 

③ 樹木等の災害に弱い天然記念物については、日常的な管理やパトロールの実施に努

める。 

④ 古文書等の貴重な資料については、その所在を計画的に調査し、災害等に対応できる

よう記録しておく。 

⑤ 映像及び写真等を用いて、災害前の文化財の状況を詳細に記録しておく。 
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第３節 危険物施設等の安全対策                          

町及び関係機関は、地震による危険物施設等の災害を未然に防止するとともに、被害の

拡大を防止するため、各施設の責任者に対して、施設の安全性、耐震性の向上及び自主保

安管理体制の強化を図るよう、県及び関係機関と連携し指導を行うなど、安全対策を推進

する。 
 
１．消防法に定める危険物施設の予防対策                           

消防法に定める危険物施設の現況については、資料編参照。 

過去の地震災害の経験から、消防法をはじめ関係法令の一部が改正され、耐震基準設計

の強化が図られている施設もあるが、特に、軟弱な地盤地域では、地震動や液状化の影響を

受けやすく、施設が被災する危険性が高いことから、町は、県及び消防本部と連携し、危険物

施設の実態把握、指導及び普及、啓発を引き続き推進する。 

 

２．高圧ガス施設の予防対策                                    

平成２３年３月３１日現在高圧ガス保安法に基づく高圧ガス施設については、資料編参照。 

 

（1） 保安指導、保安教育 

町は、県及び消防本部と連携し、地震により発生するガス爆発等の災害を防止し、公共の

安全を確保するため、関係法令(高圧ガス保安法・液化石油ガスの保安の確保及び取引の適

正化に関する法律)に基づき、保安検査・立入検査等により地震に対する適正な保安管理を

以下の事項について指導する。 

① 高圧ガス製造、販売、貯蔵、移動、消費、容器の製造及び取り扱い 

② 高圧ガス施設の管理者、高圧ガス保安統括者・保安係員等が非常時にとるべき措置 

 

（2） 施設の耐震性強化 

各事業者は、ガス導管の施設を耐震性のあるものとする。 

 

（3） 自主保安体制の確立 

各事業所は、火災、ガス爆発の災害を未然に防止するため、自主保安体制を確立する。 

① 定期自主検査を行い、必要事項を保存 

② 防災設備の維持管理、整備及び点検 

③ 緊急時の関係機関に対する通報及び防災活動 

④ 防災訓練の実施や災害対応マニュアルの作成 
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３．火薬類施設の予防対策                                      

平成２５年３月３１日現在の火薬類施設の現況は、資料編に示すとおり。 

 

（1） 保安指導、保安教育 

町は、県及び消防本部と連携し、地震により発生する火薬類の災害を防止し、公共の安全

を確保するため、火薬類取締法に基づく保安検査・立入検査等により地震に対する適正な保

安管理を指導する。 

① 島根県火薬類保安協会連合会の協力のもとに、火薬類取扱保安責任者講習会等を随

時開催し、非常時にとるべき措置等災害対応及び予防の教育に努める。 

② 火薬類取扱業者が定める保安教育計画の認可に際し、災害対応及び予防の観点から

十分な指導を行う。 

 

（2） 自主保安体制の確立 

火薬類取扱業者は、災害を未然に防止するため、自主保安体制を確立する。 

① 火薬庫の所有(占有)者は、年２回以上定期自主検査を実施 

② 緊急時の関係機関に対する通報体制の確立 

③ 防災設備の維持管理、整備予備点検 

④ 防災訓練の実施や災害対応マニュアルの作成 

 
４．毒劇物取扱施設の予防対策                                   

毒劇物取扱施設の現況は、資料編に示すとおり。 

町は、県及び関係機関と連携し、毒劇物取扱施設の実態把握に努めるとともに、立入検査

等法令に基づく規制の強化に努める。 

① 毒劇物の流出等の防止及び中和等の除去等活動体制の整備 

② 緊急連絡、資材確保等の応急マニュアルの整備 

③ 治療方法を記した書類の整備 
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第 4節 農林漁業施設災害の予防 
 

第４節 農林漁業施設災害の予防                          

農林水産物や農林漁業関連施設の被害を防止するために必要な対策を推進する。 

 

１．農業用施設災害の防止対策                                   

（１） 農業用ため池 

町内には、多くの農業用のため池があるが、築造年代が古く老朽化しているものが多く、地

震の際に決壊の危険があり、下流の農家、農作物、人畜、家屋及びその他の公共施設に被

害を及ぼす恐れがある。 

町は、県と協力し、ため池管理者に対して、「地震後の農業用ため池緊急点検マニュアル」

を参考に適正な管理を行うよう指導する。また、老朽化し、安全性に不安のある農業用ため池

については、抜本的な改修や減災対策への支援を行う。 

なお、決壊した場合に甚大な被害が発生する概ね貯水量 5,000ｍ３以上かつ被害想定概ね

１０戸以上のため池は、警戒ため池として特に、監視点検に取り組む必要がある。また、ハザ

ードマップ等を作成し、住民等に配布する。 

 

（２） 農業用水利施設（頭首工、樋門、楊排水機場、水路等） 

町内には、老朽化した農業用水利施設があり、地震時に機能低下または突発的な機能不

全によって農作物、家屋及び公共施設に被害を及ぼす恐れがある。 

町は、県と協力し、施設の機能診断調査、評価、劣化予測、コスト算出・比較等を行い、農

業用利水施設の計画的、効率的な機能保全を図る。 

 

２．漁業施設災害の防止対策                                     

（１） 漁 港 

 ① 必要に応じて耐震性の点検及び補強工事を実施する。 

 ② 震災時に救難救助活動の拠点となる漁港については、耐震護岸の整備を推進する。 

 

（２） 陸揚げ施設等 

荷捌き施設等漁業関連施設の陸揚げ施設は、漁港・港湾地区に集中しており、高潮や津

波等による被害が発生する恐れがあるため、災害を受けやすい状態にある施設の防災対策を

推進する。 

 

（3） 漁場等 

磯根資源を対象とした天然及び人口の漁場等は、沿岸域にあり、高潮や津波等による被害

が発生する恐れがあるため、防災を考慮した整備を図る。 

 

（4） 漁船 

出漁中の漁船に対する無線等による災害情報の緊急連絡体制を整備する。 
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第 5節 地震防災緊急事業五箇年計画の推進 
 

第５節 地震防災緊急事業五箇年計画の推進                  

地震防災対策特別措置法（平成 8 年 7 月施行）に基づき、島根県においては平成 8 年度か

ら地震防災緊急事業五箇年計画（現在、第四次計画（平成 23 年度～27 年度））を作成し、施

設等の整備が進められている。 

町においては、県と連携し同計画に定められた各事業を積極的に推進し、震災対策の強

化を図る。 
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第 6節 防災活動体制の整備～第 9節 避難予防対策 
 

第６節 防災活動体制の整備                             

  ※風水害等対策編に準ずる 

 

第７節 災害情報通信環境の整備・運用                      

１．通信要施設及び防災通信環境の整備                             

  ※風水害等対策編に準ずる 

 

２．震度・潮位観測情報等伝達体制の整備                             

（1） 震度・潮位観測システム 

本町に設置されている震度計は、気象庁設置 2 箇所、島根県設置４箇所、防災科学技術

研究所設置震度計１箇所であり、震度情報ネットワークシステムにより、その情報を気象庁に

提供している。 

また、本町には、気象庁の検潮所及び巨大津波計が整備されており運用中である。 

 

（2） 警報及び注意報等伝達体制の整備 

町は、地震・津波に関する情報が、関係者及び住民等に対して迅速かつ正確に伝達される

よう伝達体制の整備を図る。なお、町、県、報道機関等は、相互に協力し、地震・津波に関す

る警報及び注意報等の伝達徹底については、必要がある場合、あらかじめ協定を結び、その

円滑化に努める。 

また、伝達徹底のため、非常の場合の無線通信の利用（電波法第７４条、災害対策基本法

第５７条）についても考慮し、体制の整備を図る。 

 

第８節 広報体制の整備                                

  ※風水害等対策編に準ずる 

 

第９節 避難予防対策                                  

  ※風水害等対策編に準ずる 
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第１０節 火災予防                                   

地震による被害のうち、火災災害は、発災時の気象条件、時刻や市街地の状況によっては、

甚大な被害をもたらす。地震火災による被害をできるだけ少なくするため、出火防止等に万全

を期する。 

また、自動ガス遮断装置、耐震自動消火装置等の器具の普及に努めるとともに、発災時の

出火防止措置の徹底等防災教育を推進する。 

 

１．出火防止                                               

（１） 全体計画 

地震時の出火要因としては、ガスコンロや灯油ストーブ等の一般火気器具の他、電熱器具、

電気器具、屋内外配線を出火原因とするものがあげられる。そのため、町は、県及び消防本

部と連携し、耐震装置や過熱防止機能等の普及に努めるとともに、地震時には、火を消すこと、

ブレーカーを落としてから避難すること、火気器具周囲に可燃物を置かない等出火防止措置

の徹底など防災教育を推進する。 

 

（２） 現状と短期計画 

地震が発生したらガス、ストーブ等の火は、すぐ消すという意識は、普及している。また、耐

震自動ガス遮断装置、耐震自動消火装置等の器具も普及している。 

今後、町は、県及び消防本部と連携し、出火防止措置の徹底など防災教育を一層推進す

る。特に、新たな出火要因である通電火災や出火危険の高い油鍋等からの出火防止につい

て啓発する。 

 

２．初期消火                                               

（１） 全体計画 

地震発生時は、同時多発火災が予想され、消防機関は、全力をあげて消防活動を展開す

るが、限界があることから地域の住民、事業所による自主防災体制を充実する必要がある。 

そのため町は、地震時に有効に機能するよう組織と活動力の充実を図り、住民、従業員に

よる消火器消火、バケツリレー等の初期消火力を高め、消防機関と一体となった地震火災防

止のための活動体制を確立し、地域における総合防災体制を充実強化していく。 

町は、県と連携し、木造住宅密集地域において、地震により大規模な火災が発生する可能

性に備え、関係機関との連携による迅速な避難誘導体制の整備、地域における初期消火意

識の共有等に努める。 

 

（２） 現状と短期計画 

地域及び事業所の自主防災体制の整備は、十分とは言いがたく、初期消火能力について

も地域や事業所によって差がある。 

今後とも地域、事業所での自主防災体制を整備強化し、総合防災訓練等を通じて初期消

火力の向上を図る。 
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３．消防力の強化                                            

（１） 全体計画 

災害時に予想される同時多発火災に備え、町は、耐震性貯水槽（防火水槽）及び消防利水

の整備を推進する。また、消防機関は、災害対策として化学消防車、はしご付き消防ポンプ車、

救助工作車等特殊車両の整備、可搬式小型動力ポンプ、備蓄倉庫などの諸施設を整備して

いく。 

また、広域消防相互応援協定に基づき、大規模災害に対する備えを強化する。 
 
（２） 現状と短期計画 

災害対策として、計画的に消防用資機材の整備を推進する。また、緊急消防援助隊を中心

に、応援及び受援を円滑に実施するために必要な準備と訓練を実施する。 
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第 11節 救急・救助体制～第 24節 孤立地区対策 
 

第１１節 救急・救助体制の整備                           

  ※風水害等対策編に準ずる 

 

第１２節 医療体制の整備                               

※風水害等対策編に準ずる 

 

第 1３節 交通確保及び規制体制・輸送体制の整備               

※風水害等対策編に準ずる 

 

第 1４節 防災施設・装備等の整備                         

※風水害等対策編に準ずる 

 

第１５節 食料・飲料水及び生活必需品等の確保・供給体制の整備     

※風水害等対策編に準ずる 

 

第 1６節 廃棄物等の処理体制の整備                       

※風水害等対策編に準ずる 

 

第 1７節 防疫・保健衛生体制の整備                        

※風水害等対策編に準ずる 

 

第１８節 消防団及び自主防災組織の育成強化                 

※風水害等対策編に準ずる 

 

第１９節 企業（事業所）における防災の促進                   

※風水害等対策編に準ずる 
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第 11節 救急・救助体制～第 24節 孤立地区対策 
 

第２０節 災害ボランティア活動環境の整備                    

※風水害等対策編に準ずる 

 

第２１節 防災教育                                   

※風水害等対策編に準ずる 

 

第２２節 防災訓練                                   

※風水害等対策編に準ずる 

 

第２３節 要配慮者等安全確保体制の整備                    

※風水害等対策編に準ずる 

 

第２４節 孤立地区対策                                

※風水害等対策編に準ずる 
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第２５節 調査・研究                                  

地震による災害は、その災害事象が広範かつ複雑であり、震災対策の推進においては、自

然科学、社会科学等さまざまな分野からの調査研究が重要となる。 

このため、町、県及び防災関係機関は、地震被害とその対策のあり方等について、総合的、

科学的に調査・研究することが必要である。 

町は、これら各種の調査による成果を利用し、災害の危険性を地域の実情に即して的確に

把握するための防災アセスメントを積極的に実施する。 

また、調査結果は、住民に公表していく。 

 

１．震災対策調査研究の推進                                    

（１） 被害想定に関する調査・研究 

震災に関する総合的な被害想定は、震災対策を有効に具体化するための目標を設定する

ことを目的とするため、実際の災害により近いことが適切である。したがって、県では、被害想

定調査は、工学的、実験実証等をおりまぜた、科学的な想定とし、対策の万全を確保するた

め 悪の条件下における災害を考慮して行っている。 

町は、県及び防災関係機関の協力により、地震による被害が、どこでどの程度の規模で起

こりうるかを究明し、応急対策の事前準備の指標とするとともに、被害の発生要因を検討し、改

善事項を指摘してとるべき予防対策及び応急対策に資するものとする。 

 

（２）シミュレーション訓練手法の開発 

町は、県及び関係機関と連携し、実践的なシミュレーション訓練の実施要領（訓練の想定条

件やシナリオの付与方法、シミュレーション訓練テーマの抽出方法、訓練参加組織間の連携・

調整方法等）、並びに訓練により得られた結果を防災施策に反映する方法を研究する。 

 

（３）その他の調査研究 

町は、過去の災害記録の作成、資料化・データベース化に係る調査研究等を推進する。 

 

２．災害の阻止、町の防災化に関する調査                            

被害想定に関する調査研究を基礎とし、地震による被害を 小限に食い止めるための効

果的な対策を調査する。調査は、以下の項目について実施する。 

（１） 地盤調査 

（２） 建築物の耐震調査 

（３） 危険物の状況調査 

（４） 電気、ガス、上･下水道の状況調査 

（５） 道路、橋梁の状況、交通障害対策調査 

（６） 消防水利状況調査 

（７） 停電、通信障害状況調査 

（８） 地震火災対策調査 
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（９） 避難場所及び避難路の状況調査 

（１０） 自主防災組織の活動状況調査 

 

３．防災カルテ等の整備                                        

町は、防災アセスメント*1 を実施することにより、その成果を活用して、地域の災害危険性を

総合的かつ科学的に把握し、コミュニティレベル（集落単位、自治会単位、学校区単位）での

きめ細かな地区別防災カルテ*2 等の作成を積極的に推進する。 

 

（注） 

＊１ 防災アセスメント:当該市町村等の地形分類資料等による航空写真判読や過去の災

害履歴等の資料をもとにした調査により、地域の災害危険性を総合的・科学的に明らか

にする作業。 

＊２ 地区別防災カルテ:防災アセスメントによって得られた災害危険地図に住家や防災施

設を加え、コミュニティレベルでの総合的危険度を判別しうる大縮尺の防災地図 
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