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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                              

地震災害が発生し、または発生する恐れがある場合において、県、町、防災関係機関及び

町民は、一致協力して、災害の拡大防止及び発生防止並びに被災者の救援救護に努め、被

害の発生を最小限にとどめる必要がある。 

このため、町及び関係機関は、組織、職員の非常参集、情報収集連絡体制の確立その他

の応急活動体制を速やかに確立し、災害対策本部の設置等必要な体制をとる。 

 

１．隠岐の島町防災会議                                       

※風水害等対策編に準ずる 

 

２．応急活動体制の確立                                       

町内で地震による災害が発生し、または発生する恐れがある場合、町は、第一次的な防災

機関として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

策本部の設置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、消防本部、関係機関は、それぞれの機関等で定めるところにより、職員の動員、災害

対策本部の設置等災害応急活動を実施する。 

 

(1) 災害警戒本部 

町は、災害対策本部の設置に至るまでの措置及び災害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、災害警戒本部を設置する。 

① 災害警戒本部の設置基準 

地震が発生した場合、隠岐の島町災害警戒本部は、次の各号に該当する場合に設置す

る。 

(ｱ) 島根県隠岐地区に緊急地震速報（警報：震度４）が発表されたとき（自動配備） 

(ｲ) 隠岐の島町で震度４の地震が観測されたとき（自動配備） 

(ｳ) 島根県隠岐地区に緊急地震速報（警報：震度５弱以上）が発表されたとき（自動配備） 

(ｴ) 隠岐の島町で震度５弱の地震が観測されたとき（自動配備） 

(ｵ) 隠岐に津波注意報が発表されたとき（自動配備） 

(ｶ) 副町長が必要と認めたとき（副町長が決定し設置） 

 

※以下、風水害等対策編に準ずる 

 

(2) 災害対策本部 

町内の地域において地震による災害が発生し、または災害が発生する恐れがある場合に

おいて、総合的な防災応急活動を迅速かつ的確に推進するため、町は、災害対策本部を設

置する。 
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① 災害対策本部の設置基準 

災害対策本部の設置基準は、次のとおり。 

(ｱ) 隠岐の島町で震度５強以上の地震が観測されたとき（自動配備） 

(ｲ) 島根県隠岐地区に緊急地震速報（特別警報：震度６弱以上）が発表されたとき（自動

配備） 

(ｳ) 隠岐に津波警報が発表されたとき（自動配備） 

(ｴ) 隠岐に大津波警報が発表されたとき（自動配備） 

(ｵ) 町長が必要と認めたとき（町長が決定し設置） 

 

※以下、風水害等対策編に準ずる 

 
３．配備動員計画                                            

（１） 配備体制の基準 

地震災害が発生し、または発生する恐れのある場合において、防災活動を推進するため、

とるべき体制は、次の基準による。 

① 地震 

体制 基    準 体制の決定 動   員 

警戒本

部 

島根県隠岐地区に緊急地震速報（警

報：震度４）が発表されたとき 

隠岐の島町で震度４の地震が観測さ

れたとき 

自動配備 震災第１動員を配備 

島根県隠岐地区に緊急地震速報（警

報：震度５弱以上）が発表されたとき 

隠岐の島町で震度５弱の地震が観測

されたとき 

自動配備 震災第２動員を配備 

副町長が必要とみとめたとき 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 

島根県隠岐地区に緊急地震速報（特

別警報：震度６弱以上）が発表されたと

き 

隠岐の島町で震度５強以上の地震が

観測されたとき 

自動配備 震災第３動員を配備 

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 
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② 津波 

体制 基    準 体制の決定 動   員 

警戒本

部 

隠岐に津波注意報が発表されたとき 自動配備 震災第１動員を配備 

災害対

策本部 

隠岐に津波警報が発表されたとき 自動配備 震災第２動員を配備 

隠岐に大津波警報が発表されたとき 自動配備 震災第３動員を配備 

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

する。 

 

（２） 職員の動員計画 

災害応急対策を迅速、かつ的確に実施するため、配備計画による配備体制に従って、次表

の動員計画により動員を行う。各配備体制における配備人数は、資料編のとおり。 

なお、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。 
 
種別 配備基準 配備内容 

第
一
配
備 

（準
備
体
制
） 

１．島根県隠岐地区に緊急地震

速報（警報：震度４）が発表さ

れたとき 

２．震度４以上の地震が発表さ

れ、町長が必要と認めたとき 

３．津波注意報が発表されたとき

１．関係各課（室）においては、気象情報等の収集、連絡を

行うとともに、その他必要な措置を講ずる。 

２．関係各課においては、第二配備に対する準備を行う。 

第
二
配
備 

（警
戒
体
制
） 

１．島根県隠岐地区に緊急地震

速報（警報：震度５弱以上）が

発表されたとき 

２．震度５弱の地震が発表された

とき 

３．津波警報が発表されたとき 

１．関係各課においては、防災活動に従事するとともに、

随時本部会議（管理職会議）を開き、情報連絡を行い対

策を協議する。（勤務時間外においては、防災連絡責

任者は、出動待機し、各機関及び職員に連絡のとれる

体制を作る。） 

２．関係各対策部は、災害対策本部事務分担表による担

当事務分担に従い、報告様式等の記入及び担当調査

区分の巡視にあたる。 

３．関係各対策本部においては、第三配備の準備を行う。

（勤務時間外の場合は、本部に出動待機する。） 

第
三
配
備 

(

非
常
体
制) 

１．島根県隠岐地区に緊急地震速

報（特別警報：震度６弱以上）が

発表されたとき 

２．震度５強以上と発表されたとき

３．大津波警報が発表されたとき 

１．町の職員をあげて、防災活動に従事する。 
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※以下、風水害等対策編に準ずる 

 

４．労務供給計画                                            

※風水害等対策編に準ずる 
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第２節 災害情報の収集・伝達                            

地震災害時において県、町及び防災関係機関が災害応急対策を適切に実施するために

は、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、伝達する必要がある。 

そのため、各機関は、情報収集・伝達体制を確立するにあたって、保有している情報伝達

手段を効果的に運用するほか、必要に応じ新たな情報伝達手段を増強・確保する。 

また、被災地域の災害状況の実態を迅速・的確に把握し、緊急度の高い救援対策の需要

を把握するため、各機関は、各々の情報収集・伝達体制確立要領に従い、相互に密接な連

携をとり災害情報等を収集・伝達することに努める。 

 

１．情報管理体制の確立                                       

災害時における迅速、的確な情報の収集及び伝達を図るための通信手段の確保について

は、総合防災情報システム、防災行政無線、地域衛星通信ネットワーク、一般加入電話、携帯

電話等の通常の通信手段を利用するほか、特に、必要があるときは、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等を利用し、防災関係機関相互の災害応急対策

活動の円滑な遂行を図る。 

 

（１）町の情報管理体制の確立 

① 情報管理体制の確立 

地震災害時の町の通信連絡系統として、町防災行政無線を基幹的な通信系統とするほ

か、防災活動用の電話（災害時優先電話、各種携帯電話、緊急・非常電話を含む）につい

ては、関係機関等との連絡用電話を指定して連絡窓口を明確化したり、不要不急の問い合

わせが入らないようにしておくなどの措置を講ずることにより、効果的な災害情報の管理体

制を確立する。 

② 情報連絡手段の確保 

町は、地震災害時の無線通信連絡体制として、町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、ＮＴＴ一般加入電話をはじめ、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、地震災害時の重要通信を確保・運用できる体制を確立する。 

③ 総合防災情報システムの活用 

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

度・潮位等観測情報・基礎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、平常時からシステムの防災端

末を立ち上げ、運用体制を確立する。 

 

（2）関係機関等の情報管理体制の確立 

① 関係機関等の情報管理体制 

関係機関等は、地震災害に迅速・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。 
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② 関係機関等の情報連絡手段の確保 

関係機関等は、関係機関相互での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．地震情報の収集・伝達                                       

災害時において、防災関係機関が災害対策の初動対応及び災害応急対策を迅速かつ的

確に実施するため、震度速報、大津波警報、津波警報等、津波注意報、地震及び津波に関

する情報、その他地震に関する情報の収集及び伝達に関して必要な事項を定める。 

 

（１） 地震情報の種類 

地震情報は、気象庁本庁、大阪管区気象台、松江地方気象台が発表する。 

地震に関する情報の種類と内容は、次のとおり。 

 

地震情報 

の種類 
発表基準 内   容 

震度速報 震度３以上 

地震発生約１分半後に、震度３以上を観測した

地域名（全国を190地域に区分）と地震の揺れ

の発現時刻を速報 

震源に関す

る情報 

震度３以上 

（大津波警報、津波警報または注

意報を発表した場合は、発表しな

い） 

地震の発生場所（震源）やその規模（マグニチ

ュード）を発表 

「津波の心配がない」または「若干の海面変動

があるかもしれないが被害の心配はない」旨を

付加 

震 源 ・ 震 度

に関する情

報 

以下のいずれかを満たした場合 

１．震度３以上 

２．大津波警報、津波警報または

注意報発表時 

３．若干の海面変動が予想される

場合 

４．緊急地震速報（警報）を発表し

た場合 

地震の発生場所（震源）やその規模（マグニチ

ュード）、震度３以上の地域名と市町村名を発

表 

震度５弱以上と考えられる地域で、震度を入手

していない地点がある場合は、その市町村名を

発表 

各地の震度

に関する情

報 

震度１以上 

震度１以上を観測した地点のほか、地震の発

生場所（震源）やその規模（マグニチュード）を

発表 

震度５弱以上と考えられる地域で、震度を入手

していない地点がある場合は、その地点名を発

表 

推計震度分

布図 
震度５弱以上 

観測した各地の震度データをもとに、１㎞四方

ごとに推計した震度（震度４以上）を図情報とし

て発表 
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（2） 地震情報の収集・伝達、伝達系統及び方法 

① 地震情報の収集 

町は、町内に設置された震度計により、震度階級、測定震度及び最大加速度等の震度

情報を収集するとともに、島根県震度情報ネットワーク（資料編参照）を通じて、県総合防災

情報システム及び松江地方気象台等より本町及び周辺地域の震度情報を収集する。 

 

② 関係機関への伝達 

町は、関係機関から地震に関する情報の伝達を受けた時は、あらかじめ計画された組織

を通じ、迅速・的確な方法によって町内の防災関係機関・住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。 

 

③ 町における地震に関する情報の取扱い 

(ｱ) 地震に関する情報は、勤務時間中は総務課で受信し、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、これに伴う必要な措置を講ず

る。 

なお、地震に関する情報の伝達系統については、資料編のとおりである。 

(ｲ) 勤務時間外における通報は、宿直職員が受信し、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。 

(ｳ) 宿直職員から連絡を受けた者は、その状況を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。 

 

④ 住民等に対する伝達 

  町に伝達された地震に関する情報の住民等に対する伝達は、次により行う。 

(ｱ) 町内の災害関係機関及び公共団体に対し、警報事項を通知する。 

(ｲ) 地区連絡員に通知する。 

(ｳ) 防災行政無線、広報車及び自治会等の放送施設を利用し、住民に周知する。 

(ｴ) 災害の恐れのある地区の自治会長に電話連絡し、自治会長をして住民に伝達する。 

(ｵ) 聴覚障がい者への伝達方法として、防災行政情報伝達・F ネット（一斉同報通信）を

地震情報 

の種類 
発表基準 内   容 

遠地地震に

関する情報 

国外で発生した地震について以下

のいずれかを満たした場合等 

１．マグニチュード7.0以上 

２．都市部など著しい被害が発生

する可能性がある地域で規模の

大きな地震を観測した場合 

地震の発生時刻、発生場所（震源）及びその

規模（マグニチュード）を概ね30分以内に発表 

日本や国外への津波の影響に関しても記述し

て発表 

その他の情

報 

顕著な地震の震源要素を更新した

場合や地震が多発した場合など 

顕著な地震の震源要素更新のお知らせや地

震が多発した場合の震度１以上を観測した地

震回数情報等を発表 
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利用して伝達を図る。 

 

⑤ 地区連絡員がとるべき措置 

   地区連絡員は、地震に関する情報の通知を受けたときは、直ちに電話または伝令をも

って各自治会長に伝達する。また、地区内有線放送施設等を利用し、迅速かつ的確に周

知させなければならない。 

 

⑥ 伝達系統 

   地震に関する情報の伝達系統は、資料編のとおり。 

 

３．被害情報等の収集・伝達                                      

※以下、風水害等対策編に準ずる 
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第３節 災害通信                                    

  ※風水害等対策編に準ずる 

 

第４節 災害広報                                    

  ※風水害等対策編に準ずる 

 

第５節 広域応援体制                                 

  ※風水害等対策編に準ずる 

 

第６節 自衛隊災害派遣要請                             

  ※風水害等対策編に準ずる 

 

第７節 災害救助法の適用及び災害救助体制                   

  ※風水害等対策編に準ずる 

 

第８節 避難活動                                     

  ※風水害等対策編に準ずる 

 

第９節 消防活動                                    

  ※風水害等対策編に準ずる 

 

第１０節 救急・救助活動                                

  ※風水害等対策編に準ずる 

 

第１１節 医療及び助産救護                             

  ※風水害等対策編に準ずる 

 

第１２節 警備活動                                   

  ※風水害等対策編に準ずる 
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第１３節 交通対策                                   

  ※風水害等対策編に準ずる 

 

第１４節 緊急輸送                                   

  ※風水害等対策編に準ずる 

 

第１５節 浸水・土砂災害対策                             

  ※風水害等対策編に準ずる 
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第１６節 施設等の応急対策                             

応急対策活動上重要な社会公共施設を始め、電気、ガス、上水道、下水道、電話等のライ

フライン施設、道路、空港等の交通施設等及び河川施設及びその他の公共施設は、住民の

日常生活及び社会、経済活動はもとより、地震災害発生時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、施設管理者と町、県及び防災関係機関は、これらの施設等について相互の連携

を図りながら迅速な応急対策を実施する。余震による建築物、構造物の倒壊等及び地盤沈下

による浸水等に備え、応急対策を実施するとともに、二次災害防止施策を講じる。また、建築

物等の解体等による石綿の飛散を防止するため、必要に応じ事業者等に対し、大気汚染防

止法に基づき適切に解体等を行うよう指導・助言を行う。 

 

１．建築物の応急対策                                         

（１） 応急対策実施体制の確立 

① 町における体制の確立 

建築物に関する被害の把握や応急対策を迅速に実施するため、明確な応急対策実施

体制を確立するとともに、県土整備局の建築担当部署と密接な連携をとり応急対策活動に

あたる。 

② 建築関係団体等における体制の確立 

町より要請があったときは、速やかに応急対策体制を確立し、県及び町が実施する応急

対策活動に協力する。 

 

（２） 応急活動拠点等の被災状況調査と応急補修 

町が管理する防災上重要な建築物の被害状況を調査し、被災によって機能上支障が生じ

た場合や仕上げ材等の落下の恐れがある場合は、速やかに応急補修を行う。ただし、町に建

築技術職員がいないか人数が少ないため、調査や補修の検討を行うことが困難な場合は、県

に支援を要請する。 

 

（３） 応急危険度判定の実施 

地震により被災した建築物の余震による倒壊や、部材等が落下したりして二次災害が発生

することを防止し、住民の安全の確保を図るため応急危険度判定を実施する。 

① 町における応急危険度判定の実施 

地震発生後速やかに建築物被害の状況を把握し、応急危険度判定を行う必要があると

認めた場合は、実施本部を設置し、住民に十分広報したうえで応急危険度判定を実施す

る。 

応急危険度判定の実施にあたっては、応急危険度判定士の動員数、班編成及び責任

者並びに判定実施区域、判定対象建築物及び判定方法など判定実施に必要な事項を定

めるものとするが、町で対応できないものについては県に必要な支援を要請する。 
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② 建築関係団体における応急危険度判断の実施 

(一社)島根県建築士会は、応急危険度判定士等への連絡体制を整備し、県から応急危

険度判定士の召集に関する要請を受けた場合は、会員等に判定活動への参加を要請す

る。 

また、建築関係団体は、応急危険度判定の準備及び実施にあたって、県または町から要

請を受けた場合は、必要な協力に努める。 

③ 町の応急対策業務への応援 

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．宅地の応急対策                                           

（１） 宅地危険度判定の実施 

地震により宅地が大規模かつ広範囲に被災した場合に、二次被害を軽減、防止し、住民の

安全の確保を図るため危険度判定を実施する。 

町は、地震発生後速やかに宅地被害の状況を把握し、危険度判定を行う必要があると認め

た場合は、判定実施体制を確立し、県に支援を要請するとともに、住民に判定実施の周知を

図る。 

また、判定によって、宅地の使用を制限する必要がある場合は、宅地の管理者や使用者に

十分な説明をし、二次被害の発生を防止する。 

 

３．危険物施設等の応急対策                                    

危険物施設等は、震災時における、火災、爆発、漏洩及び流出等により、周辺地域住民に

対しても大きな被害を与える恐れがある。したがって、これらの施設については、地震による被

害を最小限にとどめ、施設の従業員並びに周辺地域住民に対する被害防止を図るため、関

係機関は、相互に協力し、これらの施設の被害を軽減するための対策を確立する。 

 

４．農作物、家畜及び関連施設の応急対策                           

地震により農作物、家畜及び関連施設が被害を受けた場合、町は、被害状況を県に報告し、

県の協力により農作物の応急対策、家畜の防疫及び飼料確保対策等を実施する。 

 

５．ライフライン施設の応急対策                                

※風水害等対策編(第２編第２章第１６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、応急対策に努める。 

 

(３) 上水道等施設の応急措置 及び (４) 下水道等施設の応急措置 
 ポンプ場及び処理場施設においては、以下の応急措置についても講ずる。 
 ① 燃料タンク等からの危険物の漏洩 
  危険物を扱う設備については、地震発生後速やかに漏洩の有無を点検し、漏洩を発見
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した場合は、速やかに応急措置を講ずる。 
 ② 水質試験室における薬品類の飛散・漏洩 
  地震発生後、速やかに点検を実施し、応急措置を講ずる。 
 

６．交通施設の応急対策                                        

（１） 道路施設の応急対策 

町（道路管理者）は、道路被害及び道路上の障害物の状況調査を実施し、被害状況に応じ

た応急復旧、障害物の除去並びに保安施設の設置等を行い、交通の確保に努める。被害及

び措置状況については、速やかに県に連絡を行う。 

 

（２） 港湾及び漁港施設の応急対策 

① 港湾施設応急対策 

町は、港湾施設について、速やかに被害状況を把握し、施設の安全確保に努める。 

② 漁港施設応急対策 

漁港施設については、速やかに被害状況を把握し、施設の安全確保に努める。 

 

７．河川、海岸、砂防及び治山施設の応急対策                         

地震及び津波により河川、海岸、砂防及び治山施設が破壊、崩壊等の被害を受けた場合

には、県と連携し、施設の応急復旧に努める。 

 

（１） 河川及び海岸保全施設応急対策 

河川・海岸の堤防及び護岸の破壊等については、クラック等に雨水が浸透することによる増

破を防ぐため、ビニールシート等で覆うとともに速やかに復旧計画を立てて復旧する。また、水

門及び排水機等の破壊については、故障、停電等により、運転が不能になることが予想される

ので、土のう、矢板等により応急の締切を行い移動ポンプ車等を動員して内水の排除に努め

る。 

特に、津波により海岸保全施設等に被害があった地域では、二次災害の防止に十分配慮

する。また、高潮、波浪、潮位の変化による浸水を防止するため、海岸保全施設等の点検を行

うとともに、必要に応じて、応急工事、適切な警戒避難体制の整備などの応急対策を行い、災

害の発生の恐れのある場合は、速やかな避難対策を実施する。 

 

（２） 砂防施設（地すべり防止施設、急傾斜地崩壊防止施設含む）応急対策 

砂防施設については、速やかに被害状況を把握し、施設の安全確保に努める。 

 

（３） 治山施設応急対策 

治山施設については、速やかに被害状況を把握し、施設の安全確保に努める。 

 

（４） 応急復旧対策 

災害復旧については、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法（以下「負担法」という。）
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及び農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律（以下「暫定法」と

いう）に基づき、災害の速やかな復旧を図り、公共の福祉を確保することとしている。これにより

主務大臣に災害の状況を報告し、災害査定を受けて復旧工事を実施するが、特に、急を要す

る箇所について、災害査定を受ける前に着工する必要があるときは、事前工法協議を行い、

応急復旧する。 
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第１７節 要配慮者の安全確保と支援                       

※風水害等対策編に準ずる 

 

第１８節 孤立地区対策                                

※風水害等対策編に準ずる 

 

第１９節 食料・飲料水・生活必需品等の供給                     

※風水害等対策編に準ずる 

 

第２０節 災害ボランティアとの連携・支援                     

※風水害等対策編に準ずる 

 

第２１節 文教対策                                   

※風水害等対策編に準ずる 

 

第２２節 廃棄物等処理対策                             

※風水害等対策編に準ずる 

 

第２３節 防疫・保健衛生・環境衛生対策                      

※風水害等対策編に準ずる 

 

第２４節 行方不明者の捜索、遺体の処理及び埋・火葬            

※風水害等対策編に準ずる 

 

第２５節 住宅応急対策                                

※風水害等対策編に準ずる 

 

第２６節 被災者相談                                 

※風水害等対策編に準ずる 
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