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第１章 総則 

第１節 計画の目的、性格及び修正 

 

第１ 計画の目的 

本計画は、災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）第 42 条の規定に基づき、広川

町防災会議が作成する計画であって、広川町の地域にかかる災害対策に関し、災害が発

生し、又は発生するおそれがある場合に本町の有する機能を有効に発揮して、町の地域

における災害予防、災害応急対策及び災害復旧を実施することにより、住民の生命、身

体及び財産を災害から保護することを目的とする。 

 

第２ 計画の性格 

１ 広川町地域防災計画は、防災関係機関が処理すべき町の防災に関する事務又は業務

について、総合的な運営を計画化したものであり、「総則」、「災害予防計画」、「災害

応急対策計画」、「災害復旧・復興計画」、「地震・津波災害対策計画」、「南海トラフ地

震防災対策推進計画」、「資料編」から構成される。 

 

２ 広川町地域防災計画の策定、運営に当たっては、防災基本計画及び和歌山県地域防

災計画に基づき実施することから、防災関係機関が作成する防災業務計画等と緊密な

連携を図っていくものとする。 

 

３ 本計画は、災害に関し、防災関係機関の防災業務の実施責任を明確にし、かつ、

相互間の緊密な連絡・調整を図る上での基本的な大綱を示すもので、その実施細目

等については、さらに関係機関において別途具体的に定めるものとする。 

 

４ 災害発生時には、まず「自分の生命や財産は自分で守る」という心構えと行動が

基本となることを広く啓発し、住民自身や自主防災組織等の住民相互間の自主的な

防災対策の支援に努める。 

 

第３ 計画の修正 

本計画は、災害対策基本法第 42条の規定に基づき、毎年検討を加え、必要があると認

めるときは、これを修正する。したがって、各機関は、関係のある事項について、毎年

広川町防災会議が指定する期日（緊急を要するものについては、その都度）までに計画

修正案を広川町防災会議に提出するものとする。 

また、災害対策は、相互に有機的、一体的でなければならないことから、和歌山県地
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域防災計画を参考として修正するものとする。 

なお、修正内容に対する協議については、広川町防災会議条例（昭和 38年広川町条例

第２号）に定める次の委員で構成される広川町防災会議において行うこととする。 

（１）指定行政機関の職員のうちから町長が任命する者 

（２）和歌山県の知事の部内の職員のうちから町長が任命する者 

（３）和歌山県警察の警察官のうちから町長が任命する者 

（４）町長がその部内の職員のうちから指名する者 

（５）教育長 

（６）消防長及び消防団長 

（７）指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから町長が任命する者 

（８）自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから町長が任命する者 

ただし、（１）、（２）、（４）、（７）、（８）の委員の合計人数については、

20 人以内とする。 

また、必要に応じて、広川町防災会議に専門委員を置くことができる。この専門委

員は、関係地方行政機関の職員、都道府県の職員、町の職員、関係公共機関の職員、

関係地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから町長が任命する。 

 

【防災委員リスト】 

委員職名 所属名 幹事職名 所属地 電話番号 

委員長 広川町 町長 広川町広 1500 0737-63-1122 

副委員長 広川町 副町長 広川町広 1500 0737-63-1122 

委員 広川町 教育委員会 教育長 広川町広 1500 0737-63-1122 

委員 広川町 総務課 課長 広川町広 1500 0737-63-1122 

委員 広川町 産業建設課 課長 広川町広 1500 0737-63-1122 

委員 広川町 住民生活課 課長 広川町広 1500 0737-63-1122 

委員 広川町 住民生活課 保健師長 広川町広 1500 0737-63-1122 

委員 広川町水道事務所 所長 広川町上中野 997-1 0737-63-5331 

委員 有田振興局 地域振興部 部長 湯浅町湯浅 2355-1 0737-64-1255 

委員 有田振興局 建設部 部長 湯浅町湯浅 2355-1 0737-64-1422 

委員 
有田振興局 建設部 

広川出張所 
所長 広川町下津木 1619-6 0737-67-2104 

委員 湯浅保健所 所長 湯浅町湯浅 2355-1 0737-64-1291 

委員 湯浅広川消防組合 消防長 湯浅町青木 670 0737-64-0119 

委員 広川町消防団 団長 広川町広 1500 0737-63-1122 

委員 有田医師会 
救急担当 

理事 

湯浅町湯浅 2430-77 

湯浅納税協会会館 
0737-63-5610 

委員 広川郵便局 局長 広川町広 1524 0737-62-4201 

委員 湯浅警察署 署長 湯浅町栖原 184-2 0737-64-0110 
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第２節 用語 

 

本計画において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれの該当する各号に定めると

ころによる。 

１ 基本法……………災害対策基本法 

２ 救助法……………災害救助法（昭和22年法律第118号） 

３ 町本部……………広川町災害対策本部 

４ 県本部……………和歌山県災害対策本部 

５ 県支部……………和歌山県災害対策本部有田支部 

６ 町防災計画………広川町地域防災計画 

７ 県防災計画………和歌山県地域防災計画 

８ 町本部長…………広川町災害対策本部長 

９ 県本部長…………和歌山県災害対策本部長 

その他の用語については、基本法の例による。 

なお、本計画中次の組織名称は、それぞれ次のとおり読みかえるものとする。 

本部設置時 本部不設置時（平常組織時） 

町本部 広川町総務課 

町本部長 広川町長 

町本部 部・班 広川町 課・室 

県本部 和歌山県危機管理局災害対策課 

県本部長 和歌山県知事 

県本部 部・班 和歌山県 部・課 

県支部 有田振興局（地域振興部） 
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第２章 広川町の概要と災害 

第１節 広川町の概要 

 

第１ 位置及び面積 

和歌山県の中位に位置し、有田郡の最南端にあり、町中央を広川が流れ紀伊水道に注

いでいる。東は有田川町及び日高郡日高川町と分水嶺をもって接し、西は紀伊水道を隔

てて遠く四国徳島県と相対している。南は高峻なる白馬山脈が東西に走り、日高郡日高

川町と接し北は広川を境に湯浅町と接し、東西 12.0km、南北 6.0km、面積 65.35 ㎢の町

である（和歌山市へ 40km、大阪市へ 100km の位置にある。）。 

 

第２ 気象条件 

日本の気候区細分によると、紀北は瀬戸内気候区、紀南は南海気候区に属し、広川町

はほぼ瀬戸内気候区に当たる。瀬戸内気候区の特徴としては、雨が少なくて晴天が多

く、また、梅雨期や台風期の降水量はやや多いが、日射に恵まれ蒸発が盛んなため、乾

燥して干ばつも起こりやすいことがある。 

和歌山地方気象台（和歌山市）における年平均気温は 17.3℃（平成 28 年～令和２

年）であり、年平均降水量は 1,616.6mm（平成 28 年～令和２年）である。降水量は、一

般に寒候期に少なくて暖候期に多く、12 月～２月に少ない一方、６月～７月の梅雨期と

９月の台風期に多くなっている。 

 

第３ 地形 

湯浅湾に臨み海岸線は 11.4 ㎞と長く、東南部は山地をなし、この山地より広川が流

れ、広川の中流地域・海岸沿いの下流地域はやや広い平坦をなしている。広川は、町の

南及び東部に広い集水面積をもって平坦地に流れ、下流では、平野の東部を横切り湯浅

湾に注いでいる。このような地形であるため、山岳地帯における集中豪雨による広川の

増水、地震による津波、台風による高潮などの自然災害を受ける危険性がある。 

 

１ 山地 

本町の南東部の広い山地が白馬山脈の一部分であり、白馬山脈には、東部に護摩壇

山という本県最高の山や、三里の峰という白馬山が含まれるが、広川町区は 600m 以

内のなだらかな山稜となり、長者峰・小山越・藤滝越・権保越などを含んで主に東西

の方向にわたり、白崎に至って海に入る。 

外にも鹿ケ瀬トンネルや水越トンネルを通ずる鹿ケ瀬山脈や、地蔵の峰のように白

馬山脈と方向や山脈の配列がまちまちの山が混在している。また、広海岸の天王山か

ら西南の方向に名南風鼻まで続く丘陵性の山脈がある。 
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２ 河川 

広川は、源を当町と有田川町との境界付近に発する。標高 575m の北の無名山を抱

きかかえるように二つの谷川が合流する。付近の山々、南北の無名山・長者の峰、ふ

じご等の峰の間を、屈折をなしながら、水量を増し落合に至って中村川と合流する。

中流での集水区域は、猿川区の大正池の谷、前田及び河瀬の水等である。殿より下

は、広川沖積土平野を貫流し湯浅湾に注いでいる。 

また、総合水利を防災目的としたダム建設により、治水対策の整備がなされてい

る。しかしながら、地域の地形的条件により、河川改修をしなければならない箇所が

中流より下に点在する。 

 

３ 海湾 

和歌山の海岸の湾入 21 か所のうち最も大きいのが湯浅湾であり、縦深が約 12km、

横口が約 10km ある。湯浅湾の外海は、日の岬より北が紀伊水道、南が紀州灘であ

る。湯浅湾は、紀伊水道に面し紀州灘に比べると浅海であり、年中波が静かである。 

 

４ 湾内の島々と暗礁 

湯浅湾は、もと浸食谷が陥没して海湾となったのであり、湾内に５つの島が浮かん

でいる。また、湾内には暗礁が多く、よい魚つき場所になっている。 

 

第４ 地質 

地質構造については、すこぶる複雑を極めているといわれている。その一端をあげる

と、高田層、浮石層、田村層、栖原層、湯浅層、水尻層、有田層、西広層、柄杓井層、

井関層、寺杣層などがあり、含有する化石類もその種類が多い。 

地層としては、おおむね中生代白亜紀層に属するものであるが、秩父古生層のものも

含まれ、局部的ではあるが、火成岩も含む複雑な地層である。その上、甚だしい断層、

褶曲、逆転等が多くみられる。おおまかにみて鳥屋城層を最上部とし、松原層、西広層

などと続き、最下部が湯浅層である。 

 

第５ 社会条件 

１ 人口 

令和２年国勢調査による本町の人口は 6,781 人で、平成 27 年国勢調査と比較する

と 6.1％減少している。年少人口（０～14歳）は 818人で 12.1％、生産年齢人口（15

～64 歳）は 3,521 人で 52.1％、老年人口（65 歳以上）は 2,413 人で 35.7％であり

（年齢不詳が 29 人）、老年人口の割合が増加しており、高齢化が進行する傾向にあ

る。 
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２ 土地利用 

町の土地面積は、6,533haであり、利用区分は次のとおりである。 

利用区分の現況 

名称 面積（ha） 比率（％） 

森林 4,937 75.57 

田・畑・採草牧草地 714 10.93 

宅地 154 2.36 

水面・河川・水路 110 1.68 

道路 173 2.65 

その他 445 6.81 

※ 国土利用計画（平成 26 年 10 月１日）より引用 

 

第６ 災害の特性と履歴 

気象現象を主な要因として発生する気象災害は、台風、大雨、強風、猛暑など短期間

に人命や建造物に被害を与える性質のものと、干ばつ、長雨、高低温、乾燥など比較的

長期にわたることによって農作物などに被害を与える性質のものとに大別できる。県内

では、台風や低気圧、前線の影響による大雨や強風による気象災害が発生しやすくなっ

ている。 

和歌山県は、台風常襲地域として、これまでにも台風・集中豪雨等により大きな被害

を受けてきた。本町は、幸いにして昭和 36年の第２室戸台風以来大きな災害を経験して

いないが、さらに過去を振り返ると、広地区が津波による大きな被害を受けている。な

かでも安政元年（1854 年）12 月 24 日、前後３回にわたり紀州海岸を襲った津波は、致

命的な災害をもたらした。また、昭和 21年 12月 21日の昭和南海地震においては、耐久

中学校付近一帯並びに日東紡績工場及び社宅の跡地一帯は多くの死者を出す大惨事とな

った。これまでの広地区での津波被害は８回を数える。 

なお、本町における主な災害名を列記すれば、次のとおりである。 

 

年 月 日 災  害  名 

安政元年 12月 24日 安政南海地震 

昭和９年９月 21日 室戸台風 

昭和 21年 12月 21日 昭和南海地震 

昭和 25年９月３日 ジェーン台風 

昭和 28年７月 18日 南紀豪雨 

昭和 34年９月 23日 伊勢湾台風 

昭和 36年９月 14日 第２室戸台風 

昭和 40年９月 10日 台風第 23号 

昭和 50年８月 23日 台風第６号 
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第３章 防災行政の基本方針 

 

自然災害及び地域開発に伴う環境の変化などによる多種多様な災害に対処するため、

治山治水をはじめとする防災施設の整備、情報伝達網の充実、災害時における緊急輸送

道路の確保を図るとともに、町・県・防災関係機関及び住民が一体となって日常的に減

災のための行動と投資を息長く行い、その推進に当たっては、関係機関等の連携の強化

を図るものとする。 

各防災関係機関は、災害の発生により被害が発生するおそれのある箇所についてあら

かじめ調査し、把握しておくとともに、被害が発生するおそれのある箇所の改修や防災

に係る施設の新設、改良等の対策を計画的に実施するものとする。 

 

第１ 町土保全施設の整備 

１ 治山 

（１）緊急かつ計画的に荒廃地及び荒廃危険地の施設整備を進める。 

（２）緊急かつ重点的に山地災害危険地区の施設整備を進めるとともに、災害予測技

術の確立に努める。 

（３）森林の有する公益的機能を高度に発揮するため、保安林の整備を推進する。 

 

２ 治水 

（１）河川・砂防の基本施設及び地域防災施設については、所要の安全度をおおむね

確保する。 

（２）治水安全度を向上するため、防災施設の整備を推進するとともに土地利用のあ

り方、避難誘導についても検討し、流域を一体とした総合的な治水施策を進め

る。 

（３）防災施設の整備に当たっては、河川空間の活用を求める声が高まりつつあるこ

とから、歴史・伝統・地域文化に根ざした活動の場、レクリエーション活動の場

として、ゆとりと潤いのある豊かな水辺環境を創造する。 

（４）ウェブサイトや携帯電話等の情報通信端末を活用した雨量や河川水位、ダム情

報等の提供を住民にわかりやすく周知し、洪水への関心や防災意識の向上を図

る。 

 

３ 海岸 

（１）既往最大波浪（第２室戸台風級）及び比較的発生頻度の高い一定程度の津波に

対する安全度の向上を目指した緊急度の高い海岸において海岸保全施設を整備

し、所要の安全度をおおむね確保する。 

（２）紀伊水道・紀州灘等に面する変化に富んだ雄大な海岸線は国民共有の貴重な財
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産であるという認識のもとに、歴史・景観を踏まえて社会の要請に対応するため

のストック整備に努める。 

（３）余暇の活動の多様化に伴い、海や海浜に親しむ人口が増加しているため海岸を

面的な空間としてとらえ、生活空間・レクリエーション空間など多面的な利用を

誘導するとともに、災害に対し抵抗力の強い海岸として整備を図る。 

 

第２ 防災活動の強化 

１ 町土並びに住民の生命・身体及び財産を災害から守る防災対策の基本となる町防災

計画に常に検討を加え、防災体制の整備と強化を図る。 

 

２ 災害に関する情報、災害発生時の被害状況を迅速・的確に伝達するため情報伝達網

の整備を促進する。 

 

３ 円滑な防災活動が実施できるよう、地域の防災体制の強化を図る。 

 

４ 広報紙、報道機関、講演会、学校教育などのあらゆる手段や機会を活用して、災害

危険箇所等の防災情報の提供や防災知識の普及に努める。 

 

５ 町・住民・防災関係機関が一体となって、地域ぐるみの各種防災訓練を実施する。 

 

６ 男女双方の視点に配慮した防災を進めるため、防災に関する政策・方針決定過程及

び防災の現場における女性の参画を拡大し、男女共同参画の視点を取り入れた防災体

制の確立に努める。 
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第４章 防災関係機関の実施責任と業務大綱 

第１節 実施責任と処理すべき事務又は業務の大綱 

 

第１ 広川町 

防災の第一次的責任を有する基礎的地方公共団体として、地域並びに地域住民の生

命、身体及び財産を災害から保護するため、指定地方行政機関、指定公共機関、指定地

方公共機関及び他の地方公共団体の協力を得て防災活動を実施する。 

 

機関の名称 処理すべき事務又は業務の大綱 

広川町 

℡0737-63-1122 

１ 町防災会議に関する事務 

２ 防災に関する施設・組織の整備と訓練 

３ 災害に関する情報の伝達・収集及び被害の調査報告 

４ 災害防除と拡大の防止 

５ 救助・防疫等、罹災者の救助保護 

６ 災害復旧資材の確保と物価の安定 

７ 罹災者に対する融資等の対策 

８ 被災町営施設の応急対策 

９ 災害時における文教対策 

10 災害対策要員の動員及び雇用 

11 災害時における交通・輸送の確保 

12 被災施設の復旧 

13 管内の関係団体が実施する災害応急対策等の調整 

 

第２ 消防機関 

 

機関の名称 処理すべき事務又は業務の大綱 

湯浅広川消防組合 

℡0737-64-0119 

１ 消防施設・消防体制、救急救助体制の整備 

２ 危険物等施設の実態把握と防護の指導監督 

３ 消防知識の普及啓発 

４ 災害に関する情報の伝達・収集及び被害の調査 

５ 消火活動及び救助・救急活動 

６ 水防活動の協力・援助 
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第３ 和歌山県 

市町村を包括する広域的地方公共団体として、県の地域並びに地域住民の生命、身体

及び財産を災害から保護するため、指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機

関及び他の地方公共団体の協力を得て防災活動を実施するとともに、町及び指定地方公

共機関が処理する防災に関する事務又は業務の実施を助け、かつ、その総合調整を行

う。 

 

機関の名称 処理すべき事務又は業務の大綱 

和歌山県 

℡073-432-4111 

１ 県防災会議に関する事務 

２ 防災に関する施設・組織の整備と訓練 

３ 災害に関する情報の伝達・収集及び被害の調査報告 

４ 災害防除と拡大の防止 

５ 救助・防疫等、罹災者の救助保護 

６ 災害復旧資材の確保と物価の安定 

７ 罹災者に対する融資等の対策 

８ 被災県営施設の応急対策 

９ 災害時における文教対策 

10 災害時における公安対策 

11 災害対策要員の動員及び雇用 

12 災害時における交通・輸送の確保 

13 被災施設の復旧 

14 市町村が処理する事務・事業の指導、斡旋等 

 

第４ 警察 

 

機関の名称 処理すべき事務又は業務の大綱 

県警察 

湯浅警察署 

℡0737-64-0110 

１ 災害時における犯罪予防及び取締り、治安維持のため

の警備活動 

２ 災害時における住民の生命、身体、財産の保護 

３ 災害に関する情報の伝達・収集及び被害の調査 

４ 救出・救助及び避難誘導 

５ 災害時における交通規制、緊急通行車両の確認等の交

通対策 

６ 行方不明者の捜索及び遺体の検視及び身元確認 

７ 他の機関の行う災害救助及び復旧活動への協力 
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第５ 指定地方行政機関 

指定地方行政機関は、県の地域並びに地域住民の生命、身体及び財産を被害から保護

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

るとともに、県及び町の活動が円滑に行われるよう勧告・指導・助言等の措置をとる。 

 

機関の名称 処理すべき事務又は業務の大綱 

近畿管区警察局 

１ 管内各府県警察の指導・調整に関すること。 

２ 他管区警察局との連携に関すること。 

３ 関係機関との協力に関すること。 

４ 情報の収集及び連絡に関すること。 

５ 警察通信の運用に関すること。 

６ 警察官の応援派遣に関すること。 

近畿財務局 

和歌山財務事務所 

１ 公共土木等被災施設の査定の立会 

２ 地方自治体単独災害復旧事業（起債分を含む）の査定 

３ 地方自治体に対する災害融資 

４ 災害時における金融機関の緊急措置の指示 

５ 未利用の国有地の情報提供 

近畿厚生局 １ 救護等に係る情報の収集及び提供 

近畿農政局 

１ 農地、農業用施設の災害復旧及び災害防止事業の指示、

助成 

２ 土地改良機械の緊急貸付け、農作物等の病害虫防除指

導、応急食料、種子等の供給対策 

３ 農業関係被害情報の収集報告、被害農林漁業者等に対す

る融資対策 

近畿中国森林管理局 

和歌山森林管理署 

１ 国有保安林、治山施設、地すべり防止施設等の整備 

２ 国有林における予防治山施設による災害予防 

３ 国有林における荒廃地の災害復旧 

４ 災害対策復旧用資材の供給 

５ 森林火災予防対策 

近畿経済産業局 
１ 電力、ガス、工業用水道の復旧支援 

２ 災害対策用物資の供給に関する情報の収集及び伝達 

中部近畿産業保安監督部

近畿支部 

１ 鉱山における危害の防止、施設の保全及び鉱害の防止に

ついての保安確保対策 

２ 電気、ガス、火薬類施設等の保安確保対策 

近畿運輸局 

和歌山運輸支局 

１ 所管する交通施設及び設備の整備についての指導 

２ 災害時における所管事業に関する情報の収集及び伝達 

３ 災害時における旅客輸送確保に係る代替輸送・迂回輸送

等実施のための調整 

４ 災害時における貨物輸送確保に係る貨物運送事業者に対

する協力要請 

５ 特に必要があると認める場合の輸送命令 

６ 災害時における交通機関利用者への情報の提供 
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機関の名称 処理すべき事務又は業務の大綱 

近畿地方整備局 

和歌山港湾事務所 

℡073-422-8186 

１ 港湾施設の整備と防災管理に関すること。 

２ 港湾及び海岸（港湾区域内）における災害対策の指導に

関すること。 

３ 海上の流出油に対する防除措置に関すること。 

４ 港湾・海岸保全施設等の応急復旧工法の指導に関するこ

と。 

第五管区海上保安本部 

和歌山海上保安部 

海南海上保安署 

℡073-492-0134 

１ 海上における人命、財産の救助及び防災活動 

２ 海上における船舶交通安全の確保、整頓及び指示・誘導

並びに災害の拡大防止 

３ 海上緊急輸送に関すること。 

４ 海上における治安の維持 

５ 海上において人命、財産の救助を行うもの並びに船舶交

通に関する障害を除去するものの監督 

６ 通信体制の維持及び運用 

大阪管区気象台 

和歌山地方気象台 

℡073-422-5348 

１ 気象、地象及び水象の観測並びにその成果の収集及び提

供 

２ 気象、地象（地震にあっては、発生した断層運動による

地震動に限る。）及び水象の予報及び警報等の防災気象情

報の発表、伝達及び解説 

３ 気象業務に必要な観測、予報及び通信施設の整備 

４ 地方公共団体が行う防災対策に関する技術的な支援・助

言 

５ 防災気象情報の理解促進、防災知識の普及啓発 

近畿総合通信局 

１ 電波の監理及び有線電気通信の監理 

２ 非常通信訓練の計画及びその実施指導 

３ 非常通信協議会の育成・指導 

４ 防災及び災害対策に係る無線局の開設、整備の指導 

５ 非常時における重要通信の確保 

６ 災害時における通信機器及び移動電源車の貸出し 

７ 情報伝達手段の多様化・多重化の促進 

和歌山労働局 

℡073-488-1100 

１ 工場、事業場における労働災害の防止 

２ 救助の実施に必要な要員の確保 

近畿地方整備局 

和歌山河川国道事務所 

℡073-424-2471 

１ 土木施設の整備と防災管理 

２ 水防のための警報等の発表、伝達と水災応急対策 

３ 被災土木施設の災害復旧 

４ 緊急を要すると認められる場合の緊急対応の実施 

近畿地方環境事務所 １ 災害廃棄物の処理対策に関すること。 

 

第６ 自衛隊 

 

機関の名称 処理すべき事務又は業務の大綱 

陸上自衛隊 

第 37普通科連隊 

第 304水際障害中隊 

１ 人員の救助、消防、水防及び救援物資の輸送並びに通

路の応急啓開 

２ 応急救援、防疫、給水、入浴支援及び通信支援 
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第７ 指定公共機関 

指定公共機関は、その業務の公共性又は公益性により、自ら防災活動を実施するとと

もに、県及び町の活動が円滑に行われるようその業務に協力する。 

 

機関の名称 処理すべき事務又は業務の大綱 

西日本旅客鉄道株式会社 

和歌山支社 

JR 湯浅駅 

℡0737-62-2325 

１ 輸送施設の整備と安全輸送の確保 

２ 災害対策用物資の緊急輸送 

３ 災害時の応急輸送対策 

４ 被災施設の調査と災害復旧 

西日本電信電話株式会社 

和歌山支店 

℡073-421-9205 

株式会社 NTT ドコモ 

エヌ・ティ・ティ・コミ

ュニケーションズ株式会

社 

１ 電気通信施設の整備と防災管理 

２ 災害時における緊急通話の取扱い 

３ 被災施設の調査と災害復旧 

日本赤十字社 

和歌山県支部 

℡073-422-7141 

１ 災害時における医療・助産及び被災地での医療・助

産・救護 

２ 災害救助等の協力奉仕者の連絡調整 

３ 義援金品の募集配布 

日本放送協会 

和歌山放送局 

℡073-424-8111 

１ 防災知識の普及と警報等の周知徹底 

２ 災害状況及び災害対策等の周知徹底 

西日本高速道路株式会社 

関西支社 

１ 災害時における輸送路の確保 

２ 有料道路の災害復旧 

日本通運株式会社 

和歌山支店 

湯浅営業所 

℡0737-62-3171 

１ 災害時における緊急陸上輸送 

関西電力株式会社 

関西電力送配電株式会社 

和歌山支社 

℡073-422-8111 

１ 災害時の電力供給 

２ 被災施設の調査と災害復旧 

３ ダム施設等の整備と防災管理 

日本郵便株式会社 

１ 災害時における郵政事業運営の確保並びに災害特別事

務の取扱い及び援護対策の実施 

２ 被災郵政業務施設の復旧 

KDDI株式会社 

１ 電気通信施設の整備と防災管理 

２ 災害時における緊急通話の取扱い 

３ 被災施設の調査と災害復旧 

ソフトバンク株式会社 

１ 電気通信施設の整備と防災管理 

２ 電気通信の疎通確保と設備の応急対策の実施 

３ 被災電気通信設備の災害復旧 
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第８ 指定地方公共機関 

指定地方公共機関は、その業務の公共性又は公益性により自ら防災活動を実施すると

ともに、県及び町の活動が円滑に行われるようその業務に協力する。 

 

機関の名称 処理すべき事務又は業務の大綱 

土地改良区 

広・南広土地改良区 

１ 土地改良施設の整備と防災管理 

２ 農用及び農業用施設の被害調査並びに災害復旧 

３ 農用湛水の防除施設の整備と活動 

バス機関 

中紀バス株式会社 

℡0738-65-2222 

熊野御坊南海バス株式

会社 

℡0738-22-1020 

１ 災害時における被災者及び一般利用者等の輸送の確保 

２ 災害時の応急輸送 

輸送機関 
１ 災害時における救助物資及び避難者の輸送の確保 

２ 災害時の応急輸送 

放送機関 

株式会社和歌山放送 

℡073-428-1431 

株式会社テレビ和歌山 

℡073-455-5711 

１ 防災知識の普及と警報等の周知徹底 

２ 災害状況及び災害対策等の周知徹底 

医療機関 

一般社団法人和歌山県

医師会 

一般社団法人有田医師

会 

公益社団法人和歌山県

看護協会 

１ 災害時における医療救護の実施 

２ 災害時における防疫の協力 
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第９ その他公共的団体及び防災上重要な管理者 

公共的団体及び防災上重要な施設の管理者は、平素から災害予防体制の整備を図ると

ともに、災害時には災害応急措置を実施する。また、町、県その他の防災関係機関の防

災活動に協力する。 

 

機関の名称 処理すべき事務又は業務の大綱 

病院等経営者 

１ 避難施設の整備と避難訓練の実施 

２ 災害時の病人等の収容保護 

３ 災害時における負傷者等の医療、助産救助 

社会福祉施設の経営者 
１ 避難施設の整備と避難訓練の実施 

２ 災害時における要配慮者等の収容保護 

学校法人 
１ 避難施設の整備と避難訓練の実施 

２ 災害時における教育の応急対策計画の確立と実施 

ありだ農業協同組合 

広川支所 

℡0737-63-3400 

湯浅湾漁業協同組合 

唐尾支所 

℡0737-62-2205 

広川町森林組合 

℡0737-67-2005 

１ 町本部が行う農林水産関係の被害調査等応急対策への

協力 

２ 農林水産物等の災害応急対策についての指導 

３ 被災農林漁業者に対する融資又は斡旋 

４ 農林漁業共同利用施設の災害応急対策及び災害復旧 

５ 飼料、肥料、その他資材及び船舶等の確保又は斡旋 

広川町商工会 

℡0737-63-5611 

１ 町本部が行う商工業関係の被害調査等応急対策への協

力 

２ 救助用物資・復旧資材の確保についての協力 

金融機関 １ 被災事業者に対する資金融資 

危険物及び高圧ガス施設

等管理者 

１ 安全管理の徹底 

２ 危険物及び高圧ガス施設等の点検 
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第１章 河川等防災計画 
 

実施担当 産業建設課（建設班）、総務課 

 

第１ 計画方針 

本町を流れる河川は、２級河川の広川・中村川・柳瀬川・西広川・江上川の５河川と

普通河川５０河川の合計５５河川となっている。２級河川の広川及び江上川において、

県管理の重要水防箇所が定められている。 

洪水等による災害を未然に防止し、被害の軽減を図るため、河川改修等の治水対策

を計画的に推進する。水位周知河川である広川については、あらかじめ浸水想定区域

を公表し、避難体制の整備等を行うとともに、重要水防箇所やその他の災害発生時に

注意が必要な箇所の定期的な点検等を行う。 

 

第２ 実施内容 

１ 河川・水路の整備 

県が管理する河川について、県の河川整備計画に基づく河道掘削や堤防の整備等の

河川整備、河床掘削や障害物の除去等による流下阻害対策や堤防・護岸等の河川管理

施設の維持を促進するとともに、町が管理する河川について、河川改良・改修事業

等に必要な調査を行い、防災上緊急性の高いものから順次改良、改修工事を実施す

るとともに、用排水路等の新設・改修による排水機能強化を計画的に実施する。 

 

２ 危険箇所等の点検・把握 

河川及び河川管理施設等の点検を定期的に実施し、危険箇所等の実態を把握する。 

 

３ 洪水浸水想定区域内の警戒避難体制の整備 

洪水浸水想定区域の指定があった場合、水防法（昭和 24 年法律第 193 号）第 15 条

に基づき、町防災計画に、洪水予報・氾濫危険水位情報・避難判断水位情報の伝達方

法、避難場所及び避難経路に関する事項、避難訓練に関する事項その他洪水時の円滑

かつ迅速な避難の確保を図るために必要な事項を定めるとともに、洪水浸水想定区域

内に要配慮者利用施設（社会福祉施設、学校、医療施設等）がある場合は、当該施設

の名称及び所在地並びに施設の所有者等に対する洪水予報等の伝達方法を定めるもの

とする。また、これらの事項を住民等に周知させるため、洪水ハザードマップ等を作

成して配布するとともに、必要に応じて洪水ハザードマップ等の見直しを行う。 

町防災計画にその名称及び所在地が定められた要配慮者利用施設の所有者又は管理

者は、防災体制に関する事項、避難の誘導に関する事項、避難の確保を図るための施

設の整備に関する事項、防災教育及び訓練の実施に関する事項等を定めた避難確保計
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画を作成し、当該計画に基づく避難訓練を実施するとともに、当該計画及び避難訓練

の結果を町長に報告する。町は、要配慮者利用施設の避難確保に関する計画や避難訓

練の実施状況等について、定期的に確認するよう努める。 

 

【洪水浸水想定区域における警戒避難体制】 

１ 浸水想定区域における共通事項 

項目 内容 

洪水予報等の伝達方法 

町より、防災行政無線、告知放送等により区域内の地域住民等に

情報伝達を行うほか、電話、FAX、電子メール等により区域内の要

配慮者利用施設に情報伝達を行う。 

避難場所及び避難経路

に関する事項 

洪水ハザードマップに基づき、洪水災害に対応する避難場所へ避

難する。 

避難訓練に関する事項 「第２部 第 22 章 防災訓練計画」に定めるところによる。 

 

２ 区域内の要配慮者利用施設等 

No. 施設分類 施設名 住所 
TEL 

（FAX） 

1 通所介護 デイサービス 和の郷 広 81-8 
0737-23-8080 

（0737-23-8081） 

2 通所介護 広川町デイサービスセンター 広 1500 
0737-64-0866 

（0737-63-2628） 

3 通所介護 
在宅複合型施設ひろの里 

通所介護事業所 
下津木 1105-5 

0737-67-9132 

（0737-67-9133） 

4 短期入所 
在宅複合型施設ひろの里 

短期入所生活介護事業 
下津木 1105-5 

0737-67-9132 

（0737-67-9133） 

5 入所施設 ファミリーホーム ひろの里 下津木 1105-5 0737-67-9132 

6 
就労継続支援 

B 型 
きらら工房 広 78 0737-63-3394 

7 計画相談支援 相談支援事業所 希望の橋 広 323 番地 1 0737-62-5119 

8 
就労継続支援 

B 型 
就労継続支援 B 型 希望の道 広 323 番地 1 

0737-63-0313 

（0737-62-5119） 

9 
障害児 

相談支援 
相談支援事業所 希望の橋 広 323 番地 1 0737-62-5119 

10 
放課後等 

デイサービス 
放課後等デイサービス ポッポ 

広 1500 番地 

（社協 2 階） 
080-1467-4975 

11 保育所 なかよし子ども園 広 583 
0737-62-2610 

（0737-62-5280） 

12 
放課後児童 

健全育成事業 

学童クラブポッポ 

（なごみ交流センター） 
広 369 

0737-63-2893 

（0737-22-3121） 

13 診療所 森下整形外科 東中 64-1 0737-64-0366 

14 診療所 横矢クリニック 広 1518 0737-65-2333 

15 診療所 下出歯科診療所 広 292-1 0737-63-6482 

16 学校 耐久中学校 広 1123 
0737-63-5431 

（0737-64-1675） 

17 学校 津木中学校 下津木 716 
0737-67-2102 

（0737-67-2450） 

18 学校 津木小学校 上津木 431 
0737-67-2101 

（0737-67-2439） 

19 学校 広小学校 広 631 
0737-62-2076 

（0737-64-1673） 
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【重要水防箇所評定基準】 

種別 重要度 
要注意区間 

A 水防上最も重要な区間 B 水防上重要な区間 

堤防高 

計画高水流量規模の洪水の水位
（高潮区間が堤防にあっては計画
高潮位）が現況の堤防高を越える
箇所 

計画高水流量規模の洪水の水位
（高潮区間の堤防にあっては計画
高潮位）と現況の堤防高との差が
堤防の計画余裕高に満たない箇所 

 

堤防断面 

現況の堤防断面又は天端幅が、計
画の堤防断面又は計画の天端幅の
２分の１未満の箇所 

現況の堤防断面又は天端幅が、計
画の堤防断面又は計画の天端幅に
対して不足しているが、それぞれ
２分の１以上確保されている箇所 

 

法崩れ 

すべり 

法崩れ又はすべりの実績がある
が、その対策が未施工の箇所 

法崩れ又はすべりの実績がある
が、その対策が暫定施工の箇所 
法崩れ又はすべりの実績はない
が、堤体又は基礎地盤の土質、法
勾配等からみて法崩れ又はすべり
が発生するおそれがある箇所で、
所要の対策が未施工の箇所 

 

漏水 

漏水の履歴があるが、その対策が
未施工の箇所 

漏水の履歴があり、その対策が暫
定施工の箇所 
漏水の履歴はないが、破堤跡又は
旧川跡の堤防であること、あるい
は基礎地盤及び堤防の土質等から
みて漏水が発生するおそれがある
箇所で、所要の対策が未施工の箇
所 

 

水衡洗掘 

水衡部のある堤防の前面の河床が
深掘れしているかその対策が未施
工の箇所 
橋台取り付け部やその他の工作物
の突出箇所で、堤防護岸の根固め
等が洗われ一部破損しているが、
その対策が未施工の箇所 
波浪による河岸の決壊等の危険
に瀕した実績があるが、その対
策が未施工の箇所 

水衡部にある堤防の前面の河床が
深掘れにならない程度に洗堀され
ているが、その対策が未施工の箇
所 

 

工作物 

河川管理施設等応急対策基準に基
づく改善措置が必要な堰、橋梁、
樋管その他の工作物の設置されて
いる箇所 
橋梁その他の河川横断工作物の桁
下高等が計画高水流量規模の洪水
の水位（高潮区間の堤防にあって
は計画高潮位）以下となる箇所 

橋梁その他の河川横断工作物の桁
下高等と計画高水流量規模の洪水
の水位（高潮区間の堤防にあって
は計画高潮位）との差が堤防の計
画余裕高に満たない箇所 

 

工事施工 

  出水期間中に堤防を開
削する工事箇所又は仮
締切等により本堤に影
響を及ぼす箇所 

新堤防 

破堤跡 

旧川跡 

  新堤防で築造後３年以
内の箇所 
破堤跡又は旧川跡の箇
所 

陸閘   陸閘が設置されている
箇所 

資料：近畿地方整備局（県防災計画より） 
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【町内河川の重要水防箇所】 

番号 水系名 河川名 左右岸 場所 延長 重要度 危険理由 

有田-38 広川 広川 左 広橋～JR 広川橋梁 180m A 堤防高 

有田-39 広川 広川 左 新広橋上流 100m～名島頭首工 460m A 堤防高 

有田-40 広川 広川 左 名島頭首工～柳瀬橋 300m B 堤防高 

有田-41 広川 広川 左 新柳瀬橋～段井堰 830m B 堤防高 

有田-42 広川 広川 左 大滝川河口下流 80m 地点～大滝橋上流 50m 590m A 堤防高 

有田-43 広川 広川 左 河瀬橋下流 200m～畑垣内頭首工 760m B 堤防高 

有田-44 広川 広川 左 井殿橋～今井堰 770m A 堤防高 

有田-45 広川 広川 左 新寺杣橋～塚の原堰 270m B 堤防高 

有田-46 広川 広川 右 新広橋上流 100m～新柳瀬橋 1,430m A 堤防高 

有田-47 広川 広川 右 津兼谷川河口～河瀬橋 2,280m A 堤防高 

有田-48 広川 広川 右 湯浅御坊道路高架下～畑垣内頭首工 330m A 堤防高 

有田-49 広川 広川 右 井殿橋～庄福工業対岸 1,950m A 堤防高 

有田-50 広川 広川 右 社会福祉専門学校下～塚の原堰 380m B 堤防高 

有田-51 江上川 江上川 左 江上橋～半田橋 1,550m A 堤防高 

有田-52 江上川 江上川 右 江上橋～半田橋 1,550m A 堤防高 

資料：県河川課（県防災計画より） 
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【重要なダム・水門等（水門・樋門・陸閘）】 

番号 河川名 名称 位置 管理者 操作責任者 操作基準 

有田-22 江上川 江上水門 和田 4 地先 
和歌山県 

知事（海） 
広川町長 

外水位が内水位より高く

なったとき閉門する。 

有田-23 唐尾漁港 
唐尾漁港 

水門 
唐尾 広川町長 広川町長 

外水位が内水位より高く

なったとき閉門する。 

有田-24 唐尾海岸 
唐尾 

２号樋門 
唐尾 広川町長 

広川町 

総務課長 

外水位が内水位より高く

なったとき閉門する。 

有田-25 西広川 
西広川 

水門 
西広 

和歌山県 

知事（河） 
広川町長 

外水位が内水位より高く

なったとき閉門する。 

有田-26 広川 
養源寺堀 

水門 
広 1469 地先 

和歌山県 

知事（海） 
広川町長 

高潮の危険が予想される

とき。 

有田-27 水路 白木水門 山本 広川町長 広川町長 
高潮の危険が予想される

とき。 

有田-59 
湯浅広港 

海岸 

陸閘 

No.39 
広 1469 地先 

和歌山県 

知事（海） 

広川町 

総務課長 
常時閉鎖。 

有田-60 
湯浅広港 

海岸 

陸閘 

No.40 
広 1488 地先 

和歌山県 

知事（海） 

広川町 

総務課長 
操作管理要綱による。 

有田-61 
湯浅広港 

海岸 

陸閘 

No.41 
広 1282 地先 広川町長 

広川町 

総務課長 

高潮の危険が予想される

とき。 

有田-62 
湯浅広港 

海岸 

陸閘 

No.42 
広 1282 地先 

和歌山県 

知事（海） 

広川町 

総務課長 
操作管理要綱による。 

有田-63 
湯浅広港 

海岸 

陸閘 

No.43 
広 1282 地先 

和歌山県 

知事（海） 

広川町 

総務課長 
操作管理要綱による。 

有田-64 
湯浅広港 

海岸 

陸閘 

No.44 
広 1121 地先 

和歌山県 

知事（海） 

広川町 

総務課長 
操作管理要綱による。 

有田-65 
湯浅広港 

海岸 

樋門 

No.45 
和田 2 地先 

和歌山県 

知事（海） 

有田振興局 

建設部長 

フラップゲートによる自

動開閉。 

有田-66 
湯浅広港 

海岸 

樋門 

No.46 
和田 4 地先 

和歌山県 

知事（海） 

有田振興局 

建設部長 

フラップゲートによる自

動開閉。 

有田-67 
湯浅広港 

海岸 

樋門 

No.47 
和田 4 地先 

和歌山県 

知事（海） 

有田振興局 

建設部長 

フラップゲートによる自

動開閉。 

有田-68 
湯浅広港 

海岸 

樋門 

No.49 
和田 30 地先 

和歌山県 

知事（海） 

有田振興局 

建設部長 

フラップゲートによる自

動開閉。 

資料：県水防計画より 

 

【重要なダム・水門等（ダム・ポンプ場・貯留管）】 

番号 河川名 名称 位置 管理者 操作責任者 操作基準 

有田-10 広川 広川ダム 下津木 
和歌山県 

知事（河） 

有田振興局 

建設部長 

広川ダム操作規則によ

る。 

資料：県水防計画より 
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第２章 砂防防災計画 
 

実施担当 産業建設課（建設班）、総務課 

 

第１ 計画方針 

本町は、317 か所の土砂災害警戒区域（うち 302 か所が土砂災害特別警戒区域にも該

当）が指定されており、そのうち土砂災害警戒区域（土石流）が 90か所となっている。

また、３か所の砂防指定地、96か所の土石流危険渓流が指定されている。 

土砂災害等を未然に防止し、被害の軽減を図るため、県が実施する危険箇所の実態

調査及び土砂災害警戒区域等の指定に基づき、警戒避難体制の整備等を行うととも

に、砂防関係施設の整備を計画的に推進する。 

 

第２ 実施内容 

１ 砂防指定 

土砂の生産等に伴い流域に被害を及ぼす区域の指定を促進するとともに、区域内

における立木の伐採、土石の採取等の一定行為の禁止・制限等を行う。 

 

２ 砂防事業の推進 

避難場所、地域防災拠点及び要配慮者利用施設の重点的な保全や土砂・流木によ

る被害の危険性が高い中小河川における土砂・流木捕捉効果の高い透過型砂防堰堤

等の整備など、砂防設備の整備を推進するともに、県の行う砂防事業を促進する。 

 

３ 総合的な土石流対策 

土石流による災害から人命を保護するため、下記の総合的な土石流対策を実施し、

災害の防止・被害の軽減に努める。 

（１）土砂災害警戒区域等の点検 

県と連携して土砂災害警戒区域等を点検調査し、その実態を把握するととも

に、災害の未然防止に努める。 

（２）広報・啓発 

防災意識の普及・向上のため、土砂災害に関する情報提供、住民説明会、防災

訓練、防災教育等を実施する。 

（３）警戒避難体制の整備 

土砂災害警戒情報及び気象情報等の情報、土石流の前兆現象（山鳴り、渓流の

水位激減、濁りや流木など）等に基づき、土砂災害警戒区域や土石流危険渓流等

の必要と認める地域の住民に対し、避難指示等の防災対策が適時適切に行えるよ

う町防災計画に記載するとともに、土石流に対して安全な避難場所の情報を明示
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する。また、土砂災害警戒区域ごとに土砂災害に関する情報伝達、予警報の発

表・伝達、避難場所及び避難経路、土砂災害に係る避難訓練の実施、救助その他

必要な警戒避難体制に関する事項について定めるとともに、これらの事項を記載

した印刷物の配布により住民に周知する。さらに、土砂災害警戒区域内の要配慮

者利用施設で利用者の円滑かつ迅速な避難を確保する必要があると認められる場

合には、当該施設の名称及び所在地や当該施設への土砂災害に関する情報の伝達

方法についても町防災計画に記載し、円滑な警戒避難が行えるようにする。 

町防災計画にその名称及び所在地が定められた要配慮者利用施設の所有者又は

管理者は、関係機関の協力を得て、防災体制に関する事項、避難の誘導に関する

事項、避難の確保を図るための施設の整備に関する事項、防災教育及び訓練の実

施に関する事項等を定めた避難確保計画を作成し、当該計画に基づく避難訓練を

実施するとともに、当該計画及び避難訓練の結果を町長に報告する。町は、要配

慮者利用施設の避難確保に関する計画や避難訓練の実施状況等について、定期的

に確認するよう努める。 

（４）被害情報の収集・通報 

人家等にかかる土石流や山地崩壊等による河道閉塞（天然ダム）等の土砂災害

が発生した場合、和歌山県総合防災情報システムによる通報に加え、県（振興局

建設部及び砂防課）に対して第一報を送付する。 

 

【土石流危険渓流】 

 渓流番号 字名 河川名 渓流名 流域面積(ha) 

1 4-362-1-001 名島 広川 名島谷川 0.08 

2 4-362-1-002 柳瀬 広川 柳瀬南谷川 0.04 

3 4-362-1-003 井関 広川 三船谷川 0.03 

4 4-362-1-004 井関 広川 三船下谷川 0.03 

5 4-362-1-005 井関 広川 大滝北谷川 0.01 

6 4-362-1-006 井関 広川 大谷川 0.04 

7 4-362-1-007 井関 広川 丹賀谷川 0.01 

8 4-362-1-008 前田 広川 つづら谷川 1.63 

9 4-362-1-009 上津木 中村川 宮の谷川 0.08 

10 4-362-1-010 上津木 中村川 老賀八幡西谷川 0.01 

11 4-362-1-011 上津木 中村川 藤瀧谷川 0.58 

12 4-362-1-012 上津木 中村川 上の奥谷西川 0.01 

13 4-362-1-013 上津木 中村川 夏明谷川 0.01 

14 4-362-1-014 前田 広川 露谷川 0.33 

15 4-362-1-015 河瀬 広川 地蔵寺谷川 0.01 

16 4-362-1-016 河瀬 広川 地蔵寺谷南川 0.05 

17 4-362-1-017 山本 江上川 小池谷川 0.01 

18 4-362-1-018 山本 江上川 小池東谷川 0.01 

19 4-362-1-019 山本 江上川 乙田谷川 0.02 

20 4-362-1-020 西広 － 樫長谷川 0.03 

21 4-362-1-021 西広 西広川 西広西谷川 0.01 

22 4-362-1-022 山本 西広川 北谷池東谷川 0.02 

23 4-362-1-023 西広 西広川 独開谷川 0.11 

24 4-362-1-024 唐尾 － 善照寺上谷川 0.10 

25 4-362-1-025 唐尾 － 善照寺中谷川 0.06 
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 渓流番号 字名 河川名 渓流名 流域面積(ha) 

26 4-362-1-026 唐尾 － 善照寺下谷川 0.02 

27 4-362-1-027 唐尾 － 唐尾中谷川 0.03 

28 4-362-1-028 唐尾 － 唐尾下谷川 0.01 

29 4-362-1-029 唐尾 － 唐尾谷川 0.01 

30 4-362-1-030 唐尾 － 唐尾西谷川 0.02 

31 4-362-1-031 唐尾 － 唐尾海岸谷川 0.01 

1 4-362-2-001 名島 広川 崎山谷川 0.03 

2 4-362-2-002 柳瀬 柳瀬川 椎ノ木池谷川 0.01 

3 4-362-2-003 井関 広川 大滝谷川 0.01 

4 4-362-2-004 井関 広川 井関上谷川 0.26 

5 4-362-2-005 下津木 広川 串子谷下川 0.02 

6 4-362-2-006 下津木 広川 塚の原谷川 0.02 

7 4-362-2-007 下津木 広川 東谷川 0.06 

8 4-362-2-008 下津木 広川 谷口谷川 0.07 

9 4-362-2-009 下津木 広川 生野谷川 0.27 

10 4-362-2-010 下津木 広川 小山谷川 0.03 

11 4-362-2-011 下津木 広川 滝原北谷川 0.01 

12 4-362-2-012 下津木 広川 小原谷川 0.04 

13 4-362-2-013 下津木 広川 北岩淵谷川 0.05 

14 4-362-2-014 下津木 広川 井室谷川 0.05 

15 4-362-2-015 下津木 広川 カラトロ谷川 0.87 

16 4-362-2-016 下津木 広川 岩淵南谷川 0.06 

17 4-362-2-017 下津木 広川 平瀬谷川 0.03 

18 4-362-2-018 下津木 広川 滝原南谷川 0.01 

19 4-362-2-019 上津木 広川 柿谷東川 0.04 

20 4-362-2-020 上津木 広川 柿谷川 1.01 

21 4-362-2-021 上津木 広川 室河南谷川 0.01 

22 4-362-2-022 上津木 広川 室河谷川 0.13 

23 4-362-2-023 上津木 広川 一の谷川 0.59 

24 4-362-2-024 上津木 中村川 落合谷川 0.04 

25 4-362-2-025 上津木 中村川 折楠谷川 0.05 

26 4-362-2-026 上津木 中村川 権保谷川 0.39 

27 4-362-2-027 上津木 中村川 入野谷川 0.11 

28 4-362-2-028 上津木 中村川 下権保谷川 0.01 

29 4-362-2-029 上津木 中村川 藤沢谷川 0.02 

30 4-362-2-030 上津木 中村川 西畑上谷川 0.10 

31 4-362-2-031 上津木 中村川 中村川 0.20 

32 4-362-2-032 上津木 中村川 中村川支川 0.08 

33 4-362-2-033 上津木 中村川 上丸畑谷川 0.01 

34 4-362-2-034 上津木 中村川 丸畑谷川 0.03 

35 4-362-2-035 上津木 中村川 西畑北谷川 0.03 

36 4-362-2-036 上津木 中村川 湯川谷川 0.02 

37 4-362-2-037 上津木 中村川 権保北谷川 0.01 

38 4-362-2-038 上津木 中村川 古垣内谷川 0.03 

39 4-362-2-039 上津木 中村川 菅澤谷川 0.01 

40 4-362-2-040 上津木 中村川 石塚西谷川 0.02 

41 4-362-2-041 上津木 中村川 梅本谷川 0.05 

42 4-362-2-042 上津木 中村川 夏明北谷川 0.28 

43 4-362-2-043 上津木 中村川 沖谷川 0.01 

44 4-362-2-044 上津木 中村川 上奥谷川とづら谷川 0.08 

45 4-362-2-045 上津木 中村川 猪谷川 0.16 

46 4-362-2-046 上津木 中村川 猪谷川支川 0.05 

47 4-362-2-047 上津木 中村川 上の奥谷川 0.04 

48 4-362-2-048 上津木 中村川 新家谷川 0.02 

49 4-362-2-049 上津木 中村川 上夏明谷川 0.07 

50 4-362-2-050 上津木 中村川 北折楠谷川 0.02 

51 4-362-2-051 上津木 中村川 北浦谷川 0.02 
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 渓流番号 字名 河川名 渓流名 流域面積(ha) 

52 4-362-2-052 上津木 中村川 岩垣北谷川 0.02 

53 4-362-2-053 上津木 広川 極楽寺谷川 0.02 

54 4-362-2-054 下津木 広川 さるこ谷川 0.44 

55 4-362-2-055 河瀬 広川 河瀬谷川 0.05 

56 4-362-2-056 井関 広川 井関南谷川 0.01 

57 4-362-2-057 上中野 江上川 光見寺東谷川 0.15 

58 4-362-2-058 山本 江上川 乙田下谷川 0.01 

59 4-362-2-059 山本 江上川 泣谷川 0.02 

60 4-362-2-060 山本 － 牛居上谷川 0.02 

61 4-362-2-061 山本 － 牛居下谷川 0.01 

62 4-362-2-062 山本 － 柄杓井谷川 0.02 

63 4-362-2-063 西広 西広川 西広下谷川 0.02 

64 4-362-2-064 山本 西広川 芝池西谷川 0.01 

65 4-362-2-065 唐尾 － 由良谷川 0.03 

資料：県砂防課（県防災計画より） 
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【土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域】 

自然現象 大字 箇所番号 箇所名 
警戒区域 特別警戒区域 

告示年月日 告示番号 告示年月日 告示番号 

地すべり 前田 347 前田 R2.5.12 691   

土石流 井関 4-362-1-003 三船谷川 R2.6.30 911 R2.6.30 911 

土石流 井関 4-362-1-004 三船下谷川 R2.6.30 911 R2.6.30 911 

土石流 井関 4-362-1-005 大滝北谷川 R2.6.30 911 R2.6.30 911 

土石流 井関 4-362-1-006 大谷川 R2.6.30 911   

土石流 井関 4-362-1-007 丹賀谷川 R2.6.30 911 R2.6.30 911 

土石流 上津木 4-362-1-009 宮の谷川 H30.8.28 984 H30.8.28 984 

土石流 上津木 4-362-1-010 老賀八幡西谷川 H30.8.28 984 H30.8.28 984 

土石流 上津木 4-362-1-011-1 藤瀧谷川 H30.8.28 984 H30.8.28 984 

土石流 上津木 4-362-1-011-2 藤瀧谷川 H30.8.28 984 H30.8.28 984 

土石流 上津木 4-362-1-012 上の奥谷西川 H30.8.28 984 H30.8.28 984 

土石流 上津木 4-362-1-013 夏明谷川 H30.8.28 984 H30.8.28 984 

土石流 河瀬 4-362-1-016 地蔵寺谷南川 R2.6.30 911 R2.6.30 911 

土石流 西広 4-362-1-020 樫長谷川 R2.6.30 911 R2.6.30 911 

土石流 西広 4-362-1-021 西広西谷川 R2.6.30 911 R2.6.30 911 

土石流 西広 4-362-1-023 独開谷川 R2.6.30 911 R2.6.30 911 

土石流 唐尾 4-362-1-024 善照寺上谷川 R2.6.30 911 R2.6.30 911 

土石流 唐尾 4-362-1-025 善照寺中谷川 R2.6.30 911 R2.6.30 911 

土石流 唐尾 4-362-1-026 善照寺下谷川 R2.6.30 911 R2.6.30 911 

土石流 唐尾 4-362-1-027 唐尾中谷川 R2.6.30 911 R2.6.30 911 

土石流 唐尾 4-362-1-028 唐尾下谷川 R2.6.30 911 R2.6.30 911 

土石流 唐尾 4-362-1-029 唐尾谷川 R2.6.30 911 R2.6.30 911 

土石流 唐尾 4-362-1-030 唐尾西谷川 R2.6.30 911 R2.6.30 911 

土石流 唐尾 4-362-1-031 唐尾海岸谷川 R2.6.30 911 R2.6.30 911 

土石流 井関 4-362-2-003 大滝谷川 R2.6.30 911 R2.6.30 911 

土石流 井関 4-362-2-004 井関上谷川 R2.6.30 911 R2.6.30 911 

土石流 下津木 4-362-2-005 串子谷下川 H29.9.26 1235 H29.9.26 1235 

土石流 下津木 4-362-2-006 塚の原谷川 H29.9.26 1235 H29.9.26 1235 

土石流 下津木 4-362-2-007 東谷川 H29.9.26 1235 H29.9.26 1235 

土石流 下津木 4-362-2-008 谷口谷川 H29.9.26 1235 H29.9.26 1235 

土石流 下津木 4-362-2-009 生野谷川 H29.9.26 1235 H29.9.26 1235 

土石流 下津木 4-362-2-010 小山谷川 H29.9.26 1235 H29.9.26 1235 

土石流 下津木 4-362-2-011 滝原北谷川 H29.9.26 1235 H29.9.26 1235 

土石流 下津木 4-362-2-012 小原谷川 H29.9.26 1235 H29.9.26 1235 

土石流 下津木 4-362-2-013-1 北岩淵谷川 H29.9.26 1235 H29.9.26 1235 

土石流 下津木 4-362-2-013-2 北岩淵谷川 H29.9.26 1235 H29.9.26 1235 

土石流 下津木 4-362-2-014 井室谷川 H29.9.26 1235 H29.9.26 1235 

土石流 下津木 4-362-2-015 カラトロ谷川 H29.9.26 1235 H29.9.26 1235 

土石流 下津木 4-362-2-016 岩淵南谷川 H29.9.26 1235 H29.9.26 1235 

土石流 下津木 4-362-2-017 平瀬谷川 H29.9.26 1235 H29.9.26 1235 

土石流 下津木 4-362-2-018 滝原南谷川 H29.9.26 1235 H29.9.26 1235 

土石流 上津木 4-362-2-019 柿谷東川 H30.8.28 984 H30.8.28 984 

土石流 上津木 4-362-2-020-1 柿谷川 H30.8.28 984 H30.8.28 984 

土石流 上津木 4-362-2-020-2 柿谷川 H30.8.28 984 H30.8.28 984 

土石流 上津木 4-362-2-021 室河南谷川 H30.8.28 984 H30.8.28 984 

土石流 上津木 4-362-2-022 室河谷川 H30.8.28 984 H30.8.28 984 

土石流 上津木 4-362-2-023 一の谷川 H30.8.28 984 H30.8.28 984 

土石流 上津木 4-362-2-024 落合谷川 H30.8.28 984 H30.8.28 984 

土石流 上津木 4-362-2-025 折楠谷川 H30.8.28 984 H30.8.28 984 

土石流 上津木 4-362-2-026 権保谷川 H30.8.28 984 H30.8.28 984 

土石流 上津木 4-362-2-027 入野谷川 R1.7.2 223 R1.7.2 223 

土石流 上津木 4-362-2-028 下権保谷川 R1.7.2 223 R1.7.2 223 

土石流 上津木 4-362-2-029 藤沢谷川 R1.7.2 223 R1.7.2 223 

土石流 上津木 4-362-2-030 西畑上谷川 R1.7.2 223 R1.7.2 223 
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自然現象 大字 箇所番号 箇所名 
警戒区域 特別警戒区域 

告示年月日 告示番号 告示年月日 告示番号 

土石流 上津木 4-362-2-031-1 中村川 R1.7.2 223 R1.7.2 223 

土石流 上津木 4-362-2-031-2 中村川 R1.7.2 223 R1.7.2 223 

土石流 上津木 4-362-2-032 中村川支川 R1.7.2 223 R1.7.2 223 

土石流 上津木 4-362-2-033 上丸畑谷川 R1.7.2 223 R1.7.2 223 

土石流 上津木 4-362-2-034 丸畑谷川 R1.7.2 223 R1.7.2 223 

土石流 上津木 4-362-2-035 西畑北谷川 R1.7.2 223 R1.7.2 223 

土石流 上津木 4-362-2-036 湯川谷川 R1.7.2 223 R1.7.2 223 

土石流 上津木 4-362-2-037 権保北谷川 R1.7.2 223 R1.7.2 223 

土石流 上津木 4-362-2-038 古垣内谷川 R1.7.2 223 R1.7.2 223 

土石流 上津木 4-362-2-040 石塚西谷川 R1.7.2 223 R1.7.2 223 

土石流 上津木 4-362-2-041 梅本谷川 R1.7.2 223 R1.7.2 223 

土石流 上津木 4-362-2-042 夏明北谷川 R1.7.2 223   

土石流 上津木 4-362-2-044 上奥谷川とづら谷川 R1.7.2 223   

土石流 上津木 4-362-2-045-1 猪谷川 R1.7.2 223 R1.7.2 223 

土石流 上津木 4-362-2-045-2 猪谷川 R1.7.2 223 R1.7.2 223 

土石流 上津木 4-362-2-045-3 猪谷川 R1.7.2 223 R1.7.2 223 

土石流 上津木 4-362-2-046 猪谷川支川 R1.7.2 223 R1.7.2 223 

土石流 上津木 4-362-2-047 上の奥谷川 R1.7.2 223 R1.7.2 223 

土石流 上津木 4-362-2-048 新家谷川 R1.7.2 223 R1.7.2 223 

土石流 上津木 4-362-2-049 上夏明谷川 R1.7.2 223 R1.7.2 223 

土石流 上津木 4-362-2-050 北折楠谷川 R1.7.2 223 R1.7.2 223 

土石流 上津木 4-362-2-051 北浦谷川 R1.7.2 223 R1.7.2 223 

土石流 上津木 4-362-2-052 岩垣北谷川 R1.7.2 223 R1.7.2 223 

土石流 上津木 4-362-2-053 極楽寺谷川 R1.7.2 223 R1.7.2 223 

土石流 下津木 4-362-2-054-1 さるこ谷川 H29.9.26 1235 H29.9.26 1235 

土石流 下津木 4-362-2-054-2 さるこ谷川 H29.9.26 1235 H29.9.26 1235 

土石流 河瀬 4-362-2-055 河瀬谷川 R2.6.30 911 R2.6.30 911 

土石流 井関 4-362-2-056 井関南谷川 R2.6.30 911 R2.6.30 911 

土石流 上中野 4-362-2-057 光見寺東谷川 R1.7.2 223 R1.7.2 223 

土石流 山本 4-362-2-060 牛居上谷川 R1.7.2 223   

土石流 山本 4-362-2-061 牛居下谷川 R1.7.2 223 R1.7.2 223 

土石流 山本 4-362-2-062 柄杓井谷川 R1.7.2 223   

土石流 西広 4-362-2-063 西広下谷川 R2.6.30 911   

土石流 山本 4-362-2-064 芝池西谷川 R1.7.2 223 R1.7.2 223 

土石流 唐尾 4-362-2-065 由良谷川 R2.6.30 911   

土石流 上津木 4-362-2-901 中村川左支渓 R1.7.2 223 R1.7.2 223 

土石流 河瀬 4-362-2-902 広川左支渓 R2.6.30 911 R2.6.30 911 

急傾斜地の崩壊 下津木 Ⅰ-2158 下津木塚野原（1） H29.9.26 1235 H29.9.26 1235 

急傾斜地の崩壊 上津木 Ⅰ-2160 瀧通 R2.6.30 911 R2.6.30 911 

急傾斜地の崩壊 河瀬 Ⅰ-2162 河瀬東部 R2.6.30 911 R2.6.30 911 

急傾斜地の崩壊 河瀬 Ⅰ-2163 河瀬西部 R2.6.30 911 R2.6.30 911 

急傾斜地の崩壊 名島 Ⅰ-3734 名島中名島原 R1.7.2 223 R1.7.2 223 

急傾斜地の崩壊 上中野 Ⅰ-3735 上中野広 R1.7.2 223   

急傾斜地の崩壊 上津木 Ⅰ-3736 上津木落合（2） R1.7.2 223 R1.7.2 223 

急傾斜地の崩壊 西広 Ⅰ-3737 西広大場（1） R2.6.30 911 R2.6.30 911 

急傾斜地の崩壊 西広 Ⅰ-3738 西広大場（1） R2.6.30 911 R2.6.30 911 

急傾斜地の崩壊 下津木 Ⅰ-3739 下津木寺杣谷（1） H29.9.26 1235 H29.9.26 1235 

急傾斜地の崩壊 殿 Ⅰ-3740 殿南道 R1.7.2 223 R1.7.2 223 

急傾斜地の崩壊 山本 Ⅰ-3741 山本大谷 R1.7.2 223 R1.7.2 223 

急傾斜地の崩壊 前田 Ⅰ-3742 前田葛籠河（1） R2.6.30 911 R2.6.30 911 

急傾斜地の崩壊 唐尾 Ⅰ-40037 唐尾（5） R2.6.30 911 R2.6.30 911 

急傾斜地の崩壊 下津木 Ⅰ-40050 下津木（103） R2.6.30 911 R2.6.30 911 

急傾斜地の崩壊 上津木 Ⅰ-40053 上津木（106） H30.8.28 984 H30.8.28 984 

急傾斜地の崩壊 上津木 Ⅰ-40058 上津木坂本河（103） R1.7.2 223 R1.7.2 223 

急傾斜地の崩壊 上津木 Ⅰ-40059 上津木坂本河（105） R1.7.2 223 R1.7.2 223 

急傾斜地の崩壊 上津木 Ⅰ-40060 上津木坂本河（106） R1.7.2 223 R1.7.2 223 
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自然現象 大字 箇所番号 箇所名 
警戒区域 特別警戒区域 

告示年月日 告示番号 告示年月日 告示番号 

急傾斜地の崩壊 和田 Ⅰ-40062 和田（101） R2.6.30 911 R2.6.30 911 

急傾斜地の崩壊 山本 Ⅰ-40079 山本（101） R1.7.2 223   

急傾斜地の崩壊 山本 Ⅰ-40080 山本（102） R1.7.2 223 R1.7.2 223 

急傾斜地の崩壊 山本 Ⅰ-40081 山本（103） R1.7.2 223 R1.7.2 223 

急傾斜地の崩壊 下津木 Ⅰ-749 下津木窪（1） H29.9.26 1235 H29.9.26 1235 

急傾斜地の崩壊 下津木 Ⅰ-751 滝原 H29.9.26 1235 H29.9.26 1235 

急傾斜地の崩壊 下津木 Ⅰ-752 滝原地区北部 H29.9.26 1235 H29.9.26 1235 

急傾斜地の崩壊 下津木 Ⅰ-753 寺杣 H29.9.26 1235 H29.9.26 1235 

急傾斜地の崩壊 上津木 Ⅰ-754 落合 R1.7.2 223 R1.7.2 223 

急傾斜地の崩壊 前田 Ⅰ-755 畑中・前田 R2.6.30 911 R2.6.30 911 

急傾斜地の崩壊 井関 Ⅰ-756 井関 R2.6.30 911 R2.6.30 911 

急傾斜地の崩壊 井関 Ⅰ-757 井関白井原（1） R2.6.30 911 R2.6.30 911 

急傾斜地の崩壊 西広 Ⅰ-758 西広 R2.6.30 911 R2.6.30 911 

急傾斜地の崩壊 唐尾 Ⅰ-759 若宮 R2.6.30 911 R2.6.30 911 

急傾斜地の崩壊 前田 Ⅰ-9009 前田（3） R2.6.30 911   

急傾斜地の崩壊 和田 Ⅱ-3073 和田天皇谷（1） R2.6.30 911 R2.6.30 911 

急傾斜地の崩壊 山本 Ⅱ-3074 山本奥白木（1） R1.7.2 223 R1.7.2 223 

急傾斜地の崩壊 山本 Ⅱ-3075 山本奥白木（2） R1.7.2 223 R1.7.2 223 

急傾斜地の崩壊 和田 Ⅱ-3076 和田天皇谷（2） R2.6.30 911 R2.6.30 911 

急傾斜地の崩壊 山本 Ⅱ-3077 山本江上 R1.7.2 223 R1.7.2 223 

急傾斜地の崩壊 山本 Ⅱ-3078 山本天神谷 R1.7.2 223 R1.7.2 223 

急傾斜地の崩壊 山本 Ⅱ-3079 山本黒岩 R1.7.2 223 R1.7.2 223 

急傾斜地の崩壊 上中野 Ⅱ-3080 上中野末所 R1.7.2 223 R1.7.2 223 

急傾斜地の崩壊 名島 Ⅱ-3081 上名島原 R1.7.2 223 R1.7.2 223 

急傾斜地の崩壊 山本 Ⅱ-3082 山本小浦 R1.7.2 223 R1.7.2 223 

急傾斜地の崩壊 西広 Ⅱ-3083 西広柄杓井（1） R2.6.30 911 R2.6.30 911 

急傾斜地の崩壊 西広 Ⅱ-3084 西広柄杓井（2） R2.6.30 911 R2.6.30 911 

急傾斜地の崩壊 西広 Ⅱ-3085 西広大場 R2.6.30 911 R2.6.30 911 

急傾斜地の崩壊 唐尾 Ⅱ-3086 唐尾樋尻（1） R2.6.30 911 R2.6.30 911 

急傾斜地の崩壊 唐尾 Ⅱ-3087 唐尾塩釜（1） R2.6.30 911 R2.6.30 911 

急傾斜地の崩壊 南金屋 Ⅱ-3088 南金屋岡峯 R2.6.30 911 R2.6.30 911 

急傾斜地の崩壊 井関 Ⅱ-3090 井関宮ノ前（1） R2.6.30 911 R2.6.30 911 

急傾斜地の崩壊 下津木 Ⅱ-3092 下津木唐樽（2） H29.9.26 1235 H29.9.26 1235 

急傾斜地の崩壊 井関 Ⅱ-3093 井関中ノ段 R2.6.30 911 R2.6.30 911 

急傾斜地の崩壊 井関 Ⅱ-3094 井関白井原（2） R2.6.30 911 R2.6.30 911 

急傾斜地の崩壊 河瀬 Ⅱ-3095 河瀬西垣内（1） R2.6.30 911 R2.6.30 911 

急傾斜地の崩壊 河瀬 Ⅱ-3096 河瀬下鹿ヶ瀬（1） R2.6.30 911 R2.6.30 911 

急傾斜地の崩壊 河瀬 Ⅱ-3097 河瀬上鹿ヶ瀬（1） R2.6.30 911 R2.6.30 911 

急傾斜地の崩壊 河瀬 Ⅱ-3098 河瀬一ノ水 R2.6.30 911 R2.6.30 911 

急傾斜地の崩壊 前田 Ⅱ-3099 前田葛籠河（2） R2.6.30 911 R2.6.30 911 

急傾斜地の崩壊 前田 Ⅱ-3100 前田案原 R2.6.30 911 R2.6.30 911 

急傾斜地の崩壊 前田 Ⅱ-3101 前田大江元（1） R2.6.30 911 R2.6.30 911 

急傾斜地の崩壊 前田 Ⅱ-3102 前田露谷（1） R2.6.30 911 R2.6.30 911 

急傾斜地の崩壊 前田 Ⅱ-3103 前田森下 R2.6.30 911 R2.6.30 911 

急傾斜地の崩壊 下津木 Ⅱ-3104 下津木清水崎（1） H29.9.26 1235 H29.9.26 1235 

急傾斜地の崩壊 下津木 Ⅱ-3105 下津木清水崎（2） H29.9.26 1235 H29.9.26 1235 

急傾斜地の崩壊 下津木 Ⅱ-3106 下津木寺杣谷（2） H29.9.26 1235 H29.9.26 1235 

急傾斜地の崩壊 下津木 Ⅱ-3107 下津木寺杣谷（3） H29.9.26 1235 H29.9.26 1235 

急傾斜地の崩壊 上津木 Ⅱ-3108 上津木北谷 R2.6.30 911 R2.6.30 911 

急傾斜地の崩壊 上津木 Ⅱ-3109 上津木上ノ奥（1） R2.6.30 911 R2.6.30 911 

急傾斜地の崩壊 上津木 Ⅱ-3110 上津木湯宝 R2.6.30 911 R2.6.30 911 

急傾斜地の崩壊 上津木 Ⅱ-3111 上津木久保（1） R2.6.30 911 R2.6.30 911 

急傾斜地の崩壊 上津木 Ⅱ-3113 上津木瀧通（2） R2.6.30 911 R2.6.30 911 

急傾斜地の崩壊 上津木 Ⅱ-3114 上津木沼田（1） R2.6.30 911 R2.6.30 911 

急傾斜地の崩壊 上津木 Ⅱ-3115 上津木沼田（2） R2.6.30 911 R2.6.30 911 

急傾斜地の崩壊 上津木 Ⅱ-3116 上津木沼田（3） R2.6.30 911 R2.6.30 911 
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自然現象 大字 箇所番号 箇所名 
警戒区域 特別警戒区域 

告示年月日 告示番号 告示年月日 告示番号 

急傾斜地の崩壊 上津木 Ⅱ-3117 上津木切抜（1） R2.6.30 911 R2.6.30 911 

急傾斜地の崩壊 上津木 Ⅱ-3118 上津木切抜（2） R2.6.30 911 R2.6.30 911 

急傾斜地の崩壊 上津木 Ⅱ-3119 上津木切抜（3） R2.6.30 911 R2.6.30 911 

急傾斜地の崩壊 上津木 Ⅱ-3120 上津木夏明 R2.6.30 911 R2.6.30 911 

急傾斜地の崩壊 上津木 Ⅱ-3121 上津木北ノ畑（1） R2.6.30 911 R2.6.30 911 

急傾斜地の崩壊 上津木 Ⅱ-3122 上津木北ノ畑（2） R2.6.30 911 R2.6.30 911 

急傾斜地の崩壊 上津木 Ⅱ-3123 上津木丸畑（1） R2.6.30 911 R2.6.30 911 

急傾斜地の崩壊 上津木 Ⅱ-3124 上津木丸畑（2） R2.6.30 911 R2.6.30 911 

急傾斜地の崩壊 上津木 Ⅱ-3125 上津木岸（1） R2.6.30 911 R2.6.30 911 

急傾斜地の崩壊 上津木 Ⅱ-3126 上津木岸（2） R2.6.30 911 R2.6.30 911 

急傾斜地の崩壊 上津木 Ⅱ-3127 上津木堂通（4） H30.8.28 984 H30.8.28 984 

急傾斜地の崩壊 上津木 Ⅱ-3128 上津木堂通（5） H30.8.28 984 H30.8.28 984 

急傾斜地の崩壊 上津木 Ⅱ-3129 上津木鎌谷（1） H30.8.28 984 H30.8.28 984 

急傾斜地の崩壊 上津木 Ⅱ-3130 上津木権保（1） H30.8.28 984 H30.8.28 984 

急傾斜地の崩壊 上津木 Ⅱ-3131 上津木鎌谷（2） H30.8.28 984 H30.8.28 984 

急傾斜地の崩壊 上津木 Ⅱ-3132 上津木権保（2） H30.8.28 984 H30.8.28 984 

急傾斜地の崩壊 上津木 Ⅱ-3133 上津木鎌谷（3） H30.8.28 984 H30.8.28 984 

急傾斜地の崩壊 上津木 Ⅱ-3134 上津木堂通（1） H30.8.28 984 H30.8.28 984 

急傾斜地の崩壊 上津木 Ⅱ-3135 上津木堂通（2） H30.8.28 984 H30.8.28 984 

急傾斜地の崩壊 上津木 Ⅱ-3136 上津木堂通（3） H30.8.28 984 H30.8.28 984 

急傾斜地の崩壊 上津木 Ⅱ-3137 上津木柳渕 H30.8.28 984 H30.8.28 984 

急傾斜地の崩壊 上津木 Ⅱ-3138 上津木北垣内（1） H30.8.28 984 H30.8.28 984 

急傾斜地の崩壊 上津木 Ⅱ-3139 上津木北垣内（2） H30.8.28 984 H30.8.28 984 

急傾斜地の崩壊 上津木 Ⅱ-3140 上津木北垣内（3） H30.8.28 984 H30.8.28 984 

急傾斜地の崩壊 上津木 Ⅱ-3141 上津木石塚（1） H30.8.28 984 H30.8.28 984 

急傾斜地の崩壊 上津木 Ⅱ-3142 上津木石塚（2） H30.8.28 984 H30.8.28 984 

急傾斜地の崩壊 上津木 Ⅱ-3143 上津木的場（1） H30.8.28 984 H30.8.28 984 

急傾斜地の崩壊 上津木 Ⅱ-3144 上津木日裏（1） R1.7.2 223 R1.7.2 223 

急傾斜地の崩壊 上津木 Ⅱ-3145 上津木的場（2） R1.7.2 223 R1.7.2 223 

急傾斜地の崩壊 上津木 Ⅱ-3148 上津木的場（4） R1.7.2 223 R1.7.2 223 

急傾斜地の崩壊 上津木 Ⅱ-3149 上津木坂本河（1） R1.7.2 223 R1.7.2 223 

急傾斜地の崩壊 上津木 Ⅱ-3150 上津木松本 R1.7.2 223 R1.7.2 223 

急傾斜地の崩壊 上津木 Ⅱ-3151 上津木前田羅 R1.7.2 223 R1.7.2 223 

急傾斜地の崩壊 上津木 Ⅱ-3153 上津木下垣内（1） R1.7.2 223 R1.7.2 223 

急傾斜地の崩壊 上津木 Ⅱ-3154 上津木吹曽（2） R1.7.2 223 R1.7.2 223 

急傾斜地の崩壊 上津木 Ⅱ-3155 上津木柿谷（1） R1.7.2 223 R1.7.2 223 

急傾斜地の崩壊 上津木 Ⅱ-3156 上津木柿谷（2） R1.7.2 223 R1.7.2 223 

急傾斜地の崩壊 上津木 Ⅱ-3157 上津木柿谷（3） R1.7.2 223 R1.7.2 223 

急傾斜地の崩壊 上津木 Ⅱ-3158 上津木柿谷（4） R1.7.2 223 R1.7.2 223 

急傾斜地の崩壊 上津木 Ⅱ-3159 上津木室河（1） R1.7.2 223 R1.7.2 223 

急傾斜地の崩壊 下津木 Ⅱ-3161 下津木公門原（1） H29.9.26 1235 H29.9.26 1235 

急傾斜地の崩壊 下津木 Ⅱ-3163 下津木公門原（3） H29.9.26 1235 H29.9.26 1235 

急傾斜地の崩壊 下津木 Ⅱ-3164 下津木公門原（4） H29.9.26 1235 H29.9.26 1235 

急傾斜地の崩壊 下津木 Ⅱ-3165 下津木公門原（5） H29.9.26 1235 H29.9.26 1235 

急傾斜地の崩壊 下津木 Ⅱ-3166 下津木公門原（6） H29.9.26 1235 H29.9.26 1235 

急傾斜地の崩壊 下津木 Ⅱ-3167 下津木公門原（7） H29.9.26 1235 H29.9.26 1235 

急傾斜地の崩壊 下津木 Ⅱ-3168 下津木宮前（1） H29.9.26 1235 H29.9.26 1235 

急傾斜地の崩壊 下津木 Ⅱ-3169 下津木坂口（1） H29.9.26 1235 H29.9.26 1235 

急傾斜地の崩壊 下津木 Ⅱ-3170 下津木坂口（2） H29.9.26 1235 H29.9.26 1235 

急傾斜地の崩壊 下津木 Ⅱ-3171 下津木宮前（2） H29.9.26 1235 H29.9.26 1235 

急傾斜地の崩壊 下津木 Ⅱ-3172 下津木坂口（3） H29.9.26 1235 H29.9.26 1235 

急傾斜地の崩壊 下津木 Ⅱ-3173 下津木平瀬（1） H29.9.26 1235 H29.9.26 1235 

急傾斜地の崩壊 下津木 Ⅱ-3174 下津木平瀬（2） H29.9.26 1235 H29.9.26 1235 

急傾斜地の崩壊 下津木 Ⅱ-3175 下津木阪垣内（1） H29.9.26 1235 H29.9.26 1235 

急傾斜地の崩壊 下津木 Ⅱ-3176 下津木阪垣内（2） H29.9.26 1235 H29.9.26 1235 

急傾斜地の崩壊 下津木 Ⅱ-3177 下津木阪垣内（3） H29.9.26 1235 H29.9.26 1235 
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自然現象 大字 箇所番号 箇所名 
警戒区域 特別警戒区域 

告示年月日 告示番号 告示年月日 告示番号 

急傾斜地の崩壊 下津木 Ⅱ-3178 下津木阪垣内（4） H29.9.26 1235 H29.9.26 1235 

急傾斜地の崩壊 下津木 Ⅱ-3179 下津木窪（2） H29.9.26 1235 H29.9.26 1235 

急傾斜地の崩壊 下津木 Ⅱ-3180 下津木中村（1） H29.9.26 1235 H29.9.26 1235 

急傾斜地の崩壊 下津木 Ⅱ-3181 下津木窪（3） H29.9.26 1235 H29.9.26 1235 

急傾斜地の崩壊 下津木 Ⅱ-3182 下津木窪（4） H29.9.26 1235 H29.9.26 1235 

急傾斜地の崩壊 下津木 Ⅱ-3183 下津木中村（2） H29.9.26 1235 H29.9.26 1235 

急傾斜地の崩壊 下津木 Ⅱ-3184 下津木中村（3） H29.9.26 1235 H29.9.26 1235 

急傾斜地の崩壊 下津木 Ⅱ-3186 下津木垣立（2） H29.9.26 1235 H29.9.26 1235 

急傾斜地の崩壊 下津木 Ⅱ-40250 下津木岩淵（1） H29.9.26 1235 H29.9.26 1235 

急傾斜地の崩壊 下津木 Ⅱ-40251 下津木岩淵（2） H29.9.26 1235 H29.9.26 1235 

急傾斜地の崩壊 下津木 Ⅱ-40252 下津木岩淵（3） H29.9.26 1235 H29.9.26 1235 

急傾斜地の崩壊 唐尾 Ⅱ-40335 唐尾（1） R2.6.30 911   

急傾斜地の崩壊 唐尾 Ⅱ-40336 唐尾（2） R2.6.30 911 R2.6.30 911 

急傾斜地の崩壊 唐尾 Ⅱ-40337 唐尾（3） R2.6.30 911 R2.6.30 911 

急傾斜地の崩壊 唐尾 Ⅱ-40338 唐尾（4） R2.6.30 911 R2.6.30 911 

急傾斜地の崩壊 下津木 Ⅱ-40399 下津木猿川（101） H29.9.26 1235 H29.9.26 1235 

急傾斜地の崩壊 下津木 Ⅱ-40400 下津木猿川（102） H29.9.26 1235 H29.9.26 1235 

急傾斜地の崩壊 下津木 Ⅱ-40401 下津木猿川（103） H29.9.26 1235 H29.9.26 1235 

急傾斜地の崩壊 下津木 Ⅱ-40402 下津木猿川（104） H29.9.26 1235 H29.9.26 1235 

急傾斜地の崩壊 下津木 Ⅱ-40403 下津木清水崎（101） H29.9.26 1235 H29.9.26 1235 

急傾斜地の崩壊 下津木 Ⅱ-40404 下津木公門原（101） H29.9.26 1235 H29.9.26 1235 

急傾斜地の崩壊 下津木 Ⅱ-40405 下津木公門原（102） H29.9.26 1235 H29.9.26 1235 

急傾斜地の崩壊 下津木 Ⅱ-40406 下津木公門原（103） H29.9.26 1235 H29.9.26 1235 

急傾斜地の崩壊 下津木 Ⅱ-40407 下津木公門原（104） H29.9.26 1235 H29.9.26 1235 

急傾斜地の崩壊 下津木 Ⅱ-40408 下津木公門原（105） H29.9.26 1235 H29.9.26 1235 

急傾斜地の崩壊 下津木 Ⅱ-40421 下津木（101） R2.6.30 911 R2.6.30 911 

急傾斜地の崩壊 下津木 Ⅱ-40422 下津木（102） R2.6.30 911 R2.6.30 911 

急傾斜地の崩壊 下津木 Ⅱ-40423 下津木（104） R2.6.30 911 R2.6.30 911 

急傾斜地の崩壊 下津木 Ⅱ-40424 下津木（105） R2.6.30 911 R2.6.30 911 

急傾斜地の崩壊 上津木 Ⅱ-40425 上津木（101） R2.6.30 911 R2.6.30 911 

急傾斜地の崩壊 上津木 Ⅱ-40426 上津木（102） R2.6.30 911 R2.6.30 911 

急傾斜地の崩壊 上津木 Ⅱ-40427 上津木（103） R2.6.30 911 R2.6.30 911 

急傾斜地の崩壊 上津木 Ⅱ-40428 上津木（104） R2.6.30 911 R2.6.30 911 

急傾斜地の崩壊 上津木 Ⅱ-40429 上津木（105） R2.6.30 911 R2.6.30 911 

急傾斜地の崩壊 上津木 Ⅱ-40435 上津木（107） H30.8.28 984 H30.8.28 984 

急傾斜地の崩壊 上津木 Ⅱ-40436 上津木（108） H30.8.28 984 H30.8.28 984 

急傾斜地の崩壊 上津木 Ⅱ-40437 上津木（109） H30.8.28 984 H30.8.28 984 

急傾斜地の崩壊 上津木 Ⅱ-40438 上津木（110） H30.8.28 984 H30.8.28 984 

急傾斜地の崩壊 上津木 Ⅱ-40448 上津木坂本河（101） R1.7.2 223 R1.7.2 223 

急傾斜地の崩壊 上津木 Ⅱ-40449 上津木坂本河（102） R1.7.2 223 R1.7.2 223 

急傾斜地の崩壊 上津木 Ⅱ-40450 上津木坂本河（104） R1.7.2 223 R1.7.2 223 

急傾斜地の崩壊 上津木 Ⅱ-40451 上津木坂本河（107） R1.7.2 223 R1.7.2 223 

急傾斜地の崩壊 上津木 Ⅱ-40452 上津木高野（101） R1.7.2 223 R1.7.2 223 

急傾斜地の崩壊 上津木 Ⅱ-40454 上津木柿谷（101） R1.7.2 223 R1.7.2 223 

急傾斜地の崩壊 上津木 Ⅱ-40455 上津木柿谷（102） R1.7.2 223 R1.7.2 223 

急傾斜地の崩壊 上津木 Ⅱ-40456 上津木柿谷（103） R1.7.2 223 R1.7.2 223 

急傾斜地の崩壊 前田 Ⅱ-40464 和田（102） R2.6.30 911 R2.6.30 911 

急傾斜地の崩壊 河瀬 Ⅱ-40465 河瀬（101） R2.6.30 911 R2.6.30 911 

急傾斜地の崩壊 前田 Ⅱ-40466 前田（101） R2.6.30 911 R2.6.30 911 

急傾斜地の崩壊 河瀬 Ⅱ-40467 河瀬（102） R2.6.30 911 R2.6.30 911 

急傾斜地の崩壊 西広 Ⅱ-40476 西広（102） R2.6.30 911   

急傾斜地の崩壊 西広 Ⅱ-40477 西広（103） R2.6.30 911 R2.6.30 911 

急傾斜地の崩壊 西広 Ⅱ-40478 西広（104） R2.6.30 911 R2.6.30 911 

急傾斜地の崩壊 西広 Ⅱ-40479 西広（105） R2.6.30 911 R2.6.30 911 

急傾斜地の崩壊 井関 Ⅱ-40480 井関（101） R2.6.30 911 R2.6.30 911 

急傾斜地の崩壊 山本 Ⅱ-40508 山本（104） R1.7.2 223 R1.7.2 223 
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自然現象 大字 箇所番号 箇所名 
警戒区域 特別警戒区域 

告示年月日 告示番号 告示年月日 告示番号 

急傾斜地の崩壊 山本 Ⅱ-40509 山本（105） R1.7.2 223 R1.7.2 223 

急傾斜地の崩壊 山本 Ⅱ-40510 山本（106） R1.7.2 223 R1.7.2 223 

急傾斜地の崩壊 山本 Ⅱ-40511 山本（107） R1.7.2 223 R1.7.2 223 

急傾斜地の崩壊 山本 Ⅱ-40512 山本（108） R1.7.2 223 R1.7.2 223 

急傾斜地の崩壊 山本 Ⅱ-40513 山本（109） R1.7.2 223 R1.7.2 223 

急傾斜地の崩壊 山本 Ⅱ-40514 山本（110） R1.7.2 223 R1.7.2 223 

急傾斜地の崩壊 上中野 Ⅱ-40515 上中野（101） R1.7.2 223   

急傾斜地の崩壊 柳瀬 Ⅱ-40516 柳瀬（101） R1.7.2 223 R1.7.2 223 

急傾斜地の崩壊 柳瀬 Ⅱ-40517 柳瀬（102） R1.7.2 223 R1.7.2 223 

急傾斜地の崩壊 和田 Ⅲ-1562 和田天皇谷（3） R2.6.30 911 R2.6.30 911 

急傾斜地の崩壊 西広 Ⅲ-1564 西広樫長 R2.6.30 911 R2.6.30 911 

急傾斜地の崩壊 西広 Ⅲ-1565 西広松本 R2.6.30 911 R2.6.30 911 

急傾斜地の崩壊 西広 Ⅲ-1566 西広馬立 R2.6.30 911 R2.6.30 911 

急傾斜地の崩壊 唐尾 Ⅲ-1568 唐尾樋尻（2） R2.6.30 911 R2.6.30 911 

急傾斜地の崩壊 唐尾 Ⅲ-1569 唐尾丹波 R2.6.30 911 R2.6.30 911 

急傾斜地の崩壊 唐尾 Ⅲ-1570 唐尾宮代 R2.6.30 911   

急傾斜地の崩壊 唐尾 Ⅲ-1572 鈴子西原 R2.6.30 911 R2.6.30 911 

急傾斜地の崩壊 名島 Ⅲ-1573 下名中名 R1.7.2 223 R1.7.2 223 

急傾斜地の崩壊 井関 Ⅲ-1576 井関宮ノ前（2） R2.6.30 911 R2.6.30 911 

急傾斜地の崩壊 井関 Ⅲ-1578 井関白井原（3） R2.6.30 911 R2.6.30 911 

急傾斜地の崩壊 河瀬 Ⅲ-1579 河瀬片山 R2.6.30 911 R2.6.30 911 

急傾斜地の崩壊 河瀬 Ⅲ-1582 河瀬下鹿ヶ瀬（2） R2.6.30 911 R2.6.30 911 

急傾斜地の崩壊 前田 Ⅲ-1586 前田大江元（2） R2.6.30 911 R2.6.30 911 

急傾斜地の崩壊 下津木 Ⅲ-1587 下津木清水崎（3） H29.9.26 1235 H29.9.26 1235 

急傾斜地の崩壊 下津木 Ⅲ-1588 下津木清水崎（4） H29.9.26 1235 H29.9.26 1235 

急傾斜地の崩壊 下津木 Ⅲ-1589 下津木塚野原（2） H29.9.26 1235 H29.9.26 1235 

急傾斜地の崩壊 下津木 Ⅲ-1590 下津木寺杣谷（4） H29.9.26 1235 H29.9.26 1235 

急傾斜地の崩壊 上津木 Ⅲ-1592 上津木久保（2） R2.6.30 911 R2.6.30 911 

急傾斜地の崩壊 上津木 Ⅲ-1594 上津木岸（3） R2.6.30 911 R2.6.30 911 

急傾斜地の崩壊 上津木 Ⅲ-1595 上津木北ノ畑（3） R2.6.30 911 R2.6.30 911 

急傾斜地の崩壊 上津木 Ⅲ-1602 上津木坂本河（2） R1.7.2 223 R1.7.2 223 

急傾斜地の崩壊 下津木 Ⅲ-1610 下津木権蔵原 H29.9.26 1235 H29.9.26 1235 

急傾斜地の崩壊 下津木 Ⅲ-1611 下津木公門原（8） H29.9.26 1235 H29.9.26 1235 

急傾斜地の崩壊 下津木 Ⅲ-1612 下津木公門原（9） H29.9.26 1235 H29.9.26 1235 

急傾斜地の崩壊 下津木 Ⅲ-1614 下津木坂口（4） H29.9.26 1235 H29.9.26 1235 

急傾斜地の崩壊 下津木 Ⅲ-1615 下津木阪垣内（5） H29.9.26 1235 H29.9.26 1235 

急傾斜地の崩壊 下津木 Ⅲ-1616 下津木窪（6） H29.9.26 1235 H29.9.26 1235 

急傾斜地の崩壊 下津木 Ⅲ-1617 下津木窪（5） H29.9.26 1235 H29.9.26 1235 

急傾斜地の崩壊 下津木 Ⅲ-1618 下津木中村（4） H29.9.26 1235 H29.9.26 1235 

資料：わかやま土砂災害マップ 
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【土砂災害警戒区域における警戒避難体制】 

１ 土砂災害警戒区域における共通事項 

項目 内容 

土砂災害に関する情報

の収集・伝達及び予警

報の発表・伝達に関す

る事項 

町より、防災行政無線、告知放送等により区域内の地域住民等に

情報伝達を行うほか、電話、FAX、電子メール等により区域内の要

配慮者利用施設に情報伝達を行う。 

避難施設その他の避難

場所及び避難経路に関

する事項 

土砂災害ハザードマップに基づき、土砂災害に対応する避難場所

へ避難する。 

土砂災害に係る避難訓

練に関する事項 
「第２部 第 22 章 防災訓練計画」に定めるところによる。 

救助に関する事項 「第３部 第５章 罹災者救助保護計画」に定めるところによる。 

 

２ 区域内の要配慮者利用施設等 

No. 施設分類 施設名 住所 
TEL 

（FAX） 

土砂災害 

警戒区域 

急
傾
斜
地 

の
崩
壊 

土
石
流 

地
す
べ
り 

1 通所介護 
在宅複合型施設ひろの里 

通所介護事業所 
下津木 1105-5 

0737-67-9132 

（0737-67-9133） 
○   

2 通所介護 
デイサービスセンター広川

苑 
和田 18 

0737-65-0555 

（0737-62-5235） 
○   

3 短期入所 
在宅複合型施設ひろの里 

短期入所生活介護事業 
下津木 1105-5 

0737-67-9132 

（0737-67-9133） 
○   

4 短期入所 

特別養護老人ホーム 

なつあけの里ささゆり苑 

短期入所生活介護事業所 

上津木 1464-4 
0737-67-9150 

（0737-67-9151） 
○ ○  

5 
施設 

サービス 

特別養護老人ホーム 

なつあけの里ささゆり苑 
上津木 1464-4 

0737-67-9150 

（0737-67-9151） 
○ ○  

6 
施設 

サービス 
介護老人福祉施設広川苑 和田 18 

0737-65-0555 

（0737-62-5235） 
○   

7 
施設 

サービス 
ケアハウスヘリオス 和田 18 

0737-62-5000 

（0737-62-5235） 
○   

8 入所施設 ファミリーホームひろの里 下津木 1105-5 0737-67-9132 ○   

9 保育所 ポッポ保育園 山本 1521-4 
0737-62-5105 

（0737-62-5707） 
○   

10 学校 津木小学校 上津木 431 
0737-67-2101 

（0737-67-2439） 
○   
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第３章 山地防災計画 
 

実施担当 産業建設課 

 

第１ 計画方針 

本町は、312 か所の山地災害危険地区が指定されており、そのうち山腹崩壊危険地区

が 128か所、崩壊土砂流出危険地区が 184か所となっている。 

集落に近接した山地における山地災害の防止、荒廃山地の復旧等を重点的に、危険

度や緊急性の高い箇所から積極的かつ効率的に実施する県の山地災害危険対策を促進

する。また、豪雨時には当該箇所を点検してその実態を把握し、危険と認められた箇

所の関係者への周知を図るとともに、必要に応じて防災工事の実施等の措置を講ず

る。 

 

第２ 実施内容 

１ 治山事業等の推進 

山地災害危険地区やその他の危険度の高いものについて、計画的に実施する県の

治山事業を促進する。また、新生の荒廃危険箇所等についても詳細な現地調査・巡

視を続け、治山事業が必要であると判断される場合は、順次治山事業実施のための

措置を講ずる。 

 

２ 森林整備の推進 

森林の有する多面的機能の発揮を図るため、森林所有者等の林業生産活動の一環

として行われる造林、保育、間伐等の森林施業を促すとともに、間伐等の遅れによ

り森林が荒廃し山地災害が発生するおそれのある箇所について、本数調整伐等を積

極的に実施し、森林の持つ防災機能の強化を図る。 

 

３ 防災知識の普及 

防災知識の普及のため、山地災害防止キャンペーン等の機会を通じ、パンフレッ

トの配布や情報提供等を実施する。 

 

【山地災害危険地区（山腹崩壊危険地区）】 

地区番号 大字 字 面積（ha） 

362 0001 和田  1.13 

362 0003 山本  1.00 

362 0004 山本 小浦 1.30 

362 0007 西広 大場 3.80 

362 0009 山本  2.29 

362 0010 西広  0.98 
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地区番号 大字 字 面積（ha） 

362 0011 柳瀬  3.55 

362 0012 井関  1.40 

362 0013 井関  3.33 

362 0014 井関  4.31 

362 0015 河瀬  4.84 

362 0016 河瀬  5.74 

362 0017 河瀬 峠 5.51 

362 0018 上津木  2.56 

362 0019 上津木  2.13 

362 0020 上津木  3.36 

362 0021 上津木  5.03 

362 0022 上津木  1.10 

362 0023 上津木  0.73 

362 0024 上津木 丸畑 9.78 

362 0025 上津木  0.50 

362 0026 上津木 常通 12.65 

362 0027 上津木  3.33 

362 0028 上津木  7.74 

362 0029 上津木  3.98 

362 0030 上津木  3.05 

362 0031 上津木 権保 2.44 

362 0032 上津木  2.15 

362 0034 上津木  1.56 

362 0035 上津木  10.27 

362 0036 上津木  3.40 

362 0037 上津木  2.87 

362 0038 上津木  4.52 

362 0039 上津木  4.54 

362 0040 下津木  4.43 

362 0041 上津木 石塚 5.16 

362 0042 上津木  2.88 

362 0043 上津木 松本 8.89 

362 0044 上津木 松本 6.09 

362 0045 上津木  2.51 

362 0046 前田  1.69 

362 0047 前田  1.49 

362 0048 前田  1.15 

362 0049 前田  6.74 

362 0050 下津木  1.97 

362 0051 下津木  1.18 

362 0052 下津木 清水崎 11.81 

362 0053 下津木  3.69 

362 0054 下津木 公門原 18.20 

362 0055 下津木  1.13 

362 0056 下津木  2.54 

362 0058 上津木  4.90 

362 0059 上津木 高野 3.89 

362 0060 上津木 室河谷 7.92 

362 0061 上津木  2.36 

362 0062 上津木 室河谷 4.68 

362 0063 上津木 高野 6.66 

362 0065 上津木  2.40 
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地区番号 大字 字 面積（ha） 

362 0066 上津木  1.33 

362 0067 下津木  1.66 

362 0069 下津木 下山田 8.11 

362 0070 下津木  3.04 

362 0071 下津木  2.03 

362 0072 下津木 平瀬 1.72 

362 0073 下津木  0.82 

362 0074 下津木 板垣内 4.94 

362 0075 下津木 仮垣内 5.76 

362 0076 下津木  0.79 

362 0077 下津木  6.99 

362 0078 下津木  4.87 

362 0079 下津木 前垣内 3.74 

362 0080 下津木  1.82 

362 0081 下津木  4.85 

362 0082 下津木  0.55 

362 0083 下津木  3.43 

362 0084 下津木 唐樽 2.64 

362 0085 下津木  0.78 

362 0086 下津木  0.88 

362 0087 下津木 中村 10.13 

362 5001 下津木  1.11 

362 5002 西広  1.01 

362 5003 西広  0.51 

362 5004 山本  0.27 

362 5005 山本  0.08 

362 5006 井関  0.07 

362 5007 殿  0.13 

362 5008 唐尾  0.11 

362 5009 河瀬  0.23 

362 5010 河瀬  0.52 

362 5011 井関  0.17 

362 5012 河瀬  0.13 

362 5013 河瀬  0.04 

362 5014 河瀬  0.42 

362 5015 前田  0.14 

362 5016 下津木  1.19 

362 5017 下津木  0.23 

362 5018 下津木  0.23 

362 5019 上津木  0.52 

362 5020 上津木  0.05 

362 5021 上津木  0.05 

362 5022 上津木  0.20 

362 5023 上津木  0.14 

362 5024 上津木  0.69 

362 5025 上津木  0.14 

362 5026 上津木  0.18 

362 5027 上津木  0.43 

362 5028 上津木  0.10 

362 5029 上津木  0.33 

362 5030 上津木  0.14 

362 5031 上津木  0.17 
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地区番号 大字 字 面積（ha） 

362 5032 上津木  0.06 

362 5033 上津木  1.44 

362 5034 上津木  0.20 

362 5035 下津木  0.16 

362 5036 上津木  0.29 

362 5037 上津木  0.25 

362 5038 上津木  0.06 

362 5039 下津木  1.15 

362 5040 下津木  0.07 

362 5041 上津木  0.06 

362 5042 上津木  0.08 

362 5043 上津木  0.32 

362 5044 上津木  0.10 

362 5045 上津木  0.29 

362 5046 上津木  0.14 

362 5047 上津木  0.25 

362 5048 上津木  0.23 

362 5049 上津木  0.29 

資料：県森林整備課（県防災計画より） 

 

【山地災害危険地区（崩壊土砂流出危険地区）】 

地区番号 大字 字 面積（ha） 

362 0001 和田  2.29 

362 0002 和田  3.18 

362 0003 山本  4.33 

362 0004 山本  3.68 

362 0005 名島  9.82 

362 0006 柳瀬 寺谷 15.69 

362 0007 柳瀬 狐谷 62.17 

362 0008 柳瀬 上高尾 5.75 

362 0009 南金屋  7.09 

362 0010 河瀬 畑垣内 24.82 

362 0011 前田 葛篭河 162.03 

362 0012 下津木 垣立 29.93 

362 0013 唐尾 鈴子西原 20.98 

362 0014 唐尾 野原 67.93 

362 0015 唐尾  8.14 

362 0016 唐尾 谷川 90.07 

362 0017 井関 上ノ段 26.65 

362 0018 井関  4.78 

362 0019 前田  4.14 

362 0020 下津木  5.11 

362 0021 下津木 新在家 6.90 

362 0022 下津木 新在家 13.11 

362 0023 下津木 新在家 27.41 

362 0024 下津木 新在家 15.29 

362 0025 上津木  10.76 

362 0026 上津木 猪谷 3.51 

362 0027 上津木  16.99 

362 0028 上津木  25.67 

362 0029 上津木  9.42 
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地区番号 大字 字 面積（ha） 

362 0030 上津木  10.75 

362 0031 上津木  6.27 

362 0032 上津木  19.15 

362 0033 上津木 磯石 13.51 

362 0034 上津木  6.81 

362 0035 上津木  10.73 

362 0036 上津木  37.88 

362 0037 上津木 鎌谷 40.06 

362 0038 上津木  26.13 

362 0039 上津木  7.06 

362 0040 上津木  4.60 

362 0041 上津木  7.55 

362 0042 上津木  5.87 

362 0043 上津木 柳渕 65.51 

362 0044 上津木 中村 6.47 

362 0045 上津木  5.59 

362 0046 上津木  135.13 

362 0047 上津木  6.72 

362 0048 上津木  4.72 

362 0049 上津木  58.18 

362 0050 上津木 高野 13.66 

362 0051 上津木 柿谷 29.87 

362 0052 上津木  10.11 

362 0053 上津木  5.70 

362 0054 上津木  9.17 

362 0055 上津木  5.41 

362 0056 上津木 室河 6.04 

362 0057 下津木  20.85 

362 0058 下津木  3.76 

362 0059 下津木  10.28 

362 0060 下津木 大幸 4.68 

362 0061 下津木  4.78 

362 0062 下津木  5.85 

362 0063 下津木  5.27 

362 0064 下津木 公門原 6.44 

362 0065 下津木  38.11 

362 0066 下津木 平瀬 3.44 

362 0067 下津木  7.01 

362 0068 下津木 岩淵 7.89 

362 0069 下津木 岩淵 4.09 

362 0070 下津木  7.22 

362 0071 下津木 前垣内 35.42 

362 0072 下津木  3.46 

362 0073 下津木 前垣内 5.91 

362 0074 下津木 数垣内 14.85 

362 0075 下津木  6.51 

362 0076 下津木 窪 85.60 

362 0077 下津木 垣立 79.05 

362 0078 上津木  3.73 

362 0079 上津木  7.66 

362 5001 上津木  2.01 

362 5002 上津木  1.26 
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地区番号 大字 字 面積（ha） 

362 5003 下津木  50.57 

362 5004 下津木  99.06 

362 5005 下津木  10.61 

362 5007 下津木  27.05 

362 5008 下津木  9.08 

362 5009 下津木  15.13 

362 5010 下津木  3.82 

362 5011 下津木  48.34 

362 5012 上津木  14.64 

362 5013 上津木  1.84 

362 5014 上津木  4.60 

362 5015 上津木  4.90 

362 5016 上津木  2.58 

362 5017 上津木  13.76 

362 5018 下津木 新在家 2.05 

362 5019 下津木  6.91 

362 5020 下津木  6.35 

362 5021 下津木  6.14 

362 5022 下津木  1.61 

362 5023 下津木  3.81 

362 5024 河瀬  8.41 

362 5025 河瀬  2.45 

362 5026 河瀬  4.75 

362 5027 河瀬  14.33 

362 5028 河瀬  11.32 

362 5029 河瀬  24.21 

362 5030 河瀬  5.97 

362 5031 河瀬  8.27 

362 5032 下津木  11.97 

362 5033 下津木  12.70 

362 5034 下津木  7.87 

362 5035 下津木  5.48 

362 5036 下津木  6.29 

362 5037 下津木  5.59 

362 5038 下津木  15.79 

362 5039 下津木  5.69 

362 5040 下津木  161.23 

362 5041 井関  42.62 

362 5042 前田  10.52 

362 5043 前田  4.12 

362 5044 前田  10.54 

362 5045 唐尾  3.79 

362 5046 前田  5.93 

362 5047 前田  8.98 

362 5048 下津木  5.29 

362 5049 下津木  6.33 

362 5050 下津木  2.92 

362 5051 下津木  56.42 

362 5052 殿  1.64 

362 5053 井関  2.52 

362 5054 井関  104.49 

362 5055 井関  0.76 
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地区番号 大字 字 面積（ha） 

362 5056 山本  14.99 

362 5057 西広  3.08 

362 5058 西広  7.19 

362 5059 西広  5.98 

362 5060 西広  2.56 

362 5061 下津木  61.12 

362 5062 井関  2.72 

362 5063 井関  1.25 

362 5064 井関  1.86 

362 5065 井関  2.59 

362 5066 井関  2.66 

362 5067 井関  7.19 

362 5068 南金屋  4.93 

362 5069 南金屋  1.71 

362 5070 上中野  14.18 

362 5071 南金屋  4.10 

362 5072 井関  3.93 

362 5073 井関  3.34 

362 5074 井関  13.01 

362 5075 井関  3.71 

362 5076 柳瀬  1.77 

362 5077 山本  3.52 

362 5078 山本  3.69 

362 5079 西広  4.18 

362 5080 下津木  32.13 

362 5081 下津木  6.53 

362 5082 下津木  4.19 

362 5083 下津木  161.43 

362 5084 前田  4.98 

362 5085 下津木  5.14 

362 5086 下津木  5.68 

362 5087 下津木  21.53 

362 5088 下津木  14.58 

362 5089 下津木  5.22 

362 5090 下津木  19.07 

362 5091 下津木  4.99 

362 5092 上津木  142.29 

362 5093 上津木  1.76 

362 5094 前田  45.43 

362 5095 上津木  2.83 

362 5096 山本  1.38 

362 5097 山本  1.31 

362 5098 山本  0.74 

362 5099 山本  0.92 

362 5100 山本  1.34 

362 5101 下津木  10.09 

362 5102 下津木  117.12 

362 8002 柳瀬  5.70 

362 8003 柳瀬  2.30 

362 8004 柳瀬  2.88 

362 9001 上津木 柿谷 3.70 

資料：県森林整備課（県防災計画より） 
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第４章 地すべり防止計画 
 

実施担当 産業建設課（建設班） 

 

第１ 計画方針 

本町は、１か所の土砂災害警戒区域（地滑り）、３か所の地すべり危険箇所が指定さ

れている。 

地すべりによる災害を未然に防止又は軽減するため、地すべり防止区域の法指定や県

の地すべり防止工事を促進するとともに、地すべり災害に対する警戒避難体制を整備

し、安全で安心できる地域づくりを行う。 

 

第２ 実施内容 

１ 地すべり防止区域指定 

地すべりが発生するおそれのある区域の地すべり防止区域としての指定を促進す

るとともに、地すべり防止区域内における切土・盛土等の地すべりを助長・誘発す

るおそれのある行為の制限等を行う。 

 

２ 地すべり対策事業の推進 

避難場所、地域防災拠点及び要配慮者利用施設の重点的な保全などをはじめ、計

画的な事業実施に努める。 

 

３ 総合的な地すべり対策 

「第２章 第２ ３ 総合的な土石流対策」に準ずる。 

 

【地すべり危険箇所（国土交通省所管）】 

箇所番号 箇所名 大字 地すべり区域指定 公示番号 

345 南金屋 南金屋   

346 柳瀬 柳瀬   

347 前田 前田   

資料：県砂防課（県防災計画より） 
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第５章 急傾斜地崩壊防止計画 
 

実施担当 産業建設課（建設班） 

 

第１ 計画方針 

本町は、226か所の土砂災害警戒区域（急傾斜地の崩壊）、195か所の急傾斜地崩壊危

険箇所が指定されている。 

がけ崩れ災害から住民の生命を保護するため、急傾斜地崩壊危険区域の法指定や県

の急傾斜地崩壊防止工事を促進するとともに、がけ崩れ災害に対する警戒避難体制を

整備し、安全で安心できる地域づくりを行う。 

 

第２ 実施内容 

１ 急傾斜地崩壊危険区域指定 

急傾斜地の崩壊による災害から住民の生命を保護するため、崩壊するおそれのあ

る急傾斜地の指定を促進するとともに、急傾斜地崩壊危険区域内における急傾斜地

の崩壊が助長・誘発されるおそれがないよう一定行為の制限等を行う。 

 

２ 急傾斜地崩壊対策事業の推進 

避難場所、地域防災拠点及び要配慮者利用施設の重点的な保全などをはじめ、急

傾斜地崩壊防止施設の整備を計画的に進める。 

 

３ 総合的ながけ崩れ対策 

「第２章 第２ ３ 総合的な土石流対策」に準ずる。 

 

【急傾斜地崩壊危険箇所】 

No. 危険区分 箇所番号 大字 箇所名 傾斜度 高さ 

1 Ⅰ 749 下津木 下津木窪（1） 30 30 

2 Ⅰ 751 下津木 滝原 40 80 

3 Ⅰ 752 下津木 滝原地区北部 40 35 

4 Ⅰ 753 下津木 寺杣 37 20 

5 Ⅰ 754 上津木 落合 40 60 

6 Ⅰ 755 前田 畑中・前田 37 15 

7 Ⅰ 756 井関 井関 40 60 

8 Ⅰ 757 井関 井関白井原（1） 40 30 

9 Ⅰ 758 西広 西広 30 50 

10 Ⅰ 759 唐尾 若宮 33 22 

11 Ⅰ 2158 下津木 下津木塚野原（1） 40 30 

12 Ⅰ 2160 上津木 瀧通 30 50 

13 Ⅰ 2161 下津木 猿川東中 30 12 

14 Ⅰ 2162 河瀬 河瀬東部 40 30 

15 Ⅰ 2163 河瀬 河瀬西部 30 20 
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No. 危険区分 箇所番号 大字 箇所名 傾斜度 高さ 

16 Ⅰ 3734 名島 名島中名島原 40 20 

17 Ⅰ 3735 上中野 上中野広 40 25 

18 Ⅰ 3736 上津木 上津木落合（2） 40 45 

19 Ⅰ 3737 西広 西広大場（1） 40 20 

20 Ⅰ 3738 西広 西広大場（2） 35 30 

21 Ⅰ 3739 下津木 下津木寺杣谷（1） 45 25 

22 Ⅰ 3740 殿 殿南道 45 40 

23 Ⅰ 3741 山本 山本大谷 45 20 

24 Ⅰ 3742 前田 前田葛籠河（1） 40 60 

1 Ⅱ 3073 和田 和田天皇谷（1） 35 15 

2 Ⅱ 3074 山本 山本奥白木（1） 40 25 

3 Ⅱ 3075 山本 山本奥白木（2） 30 25 

4 Ⅱ 3076 和田 和田天皇谷（2） 35 30 

5 Ⅱ 3077 山本 山本江上 40 25 

6 Ⅱ 3078 山本 山本天神谷 40 25 

7 Ⅱ 3079 山本 山本黒岩 60 5 

8 Ⅱ 3080 上中野 上中野末所 30 20 

9 Ⅱ 3081 名島 上名島原 40 25 

10 Ⅱ 3082 山本 山本小浦 35 30 

11 Ⅱ 3083 西広 西広柄杓井（1） 30 40 

12 Ⅱ 3084 西広 西広柄杓井（2） 30 25 

13 Ⅱ 3085 西広 西広大場 40 120 

14 Ⅱ 3086 唐尾 唐尾桶尻（1） 45 10 

15 Ⅱ 3087 唐尾 唐尾塩釜（1） 40 40 

16 Ⅱ 3088 南金屋 南金屋岡峯 45 12 

17 Ⅱ 3089 井関 井関津兼 40 85 

18 Ⅱ 3090 井関 井関宮ノ前（1） 40 40 

19 Ⅱ 3091 下津木 下津木唐樽（1） 50 120 

20 Ⅱ 3092 下津木 下津木唐樽（2） 35 75 

21 Ⅱ 3093 井関 井関中ノ段 35 35 

22 Ⅱ 3094 井関 井関白井原（2） 35 35 

23 Ⅱ 3095 河瀬 河瀬西垣内（1） 45 40 

24 Ⅱ 3096 河瀬 河瀬下鹿ヶ瀬（1） 45 25 

25 Ⅱ 3097 河瀬 河瀬上鹿ヶ瀬（1） 40 55 

26 Ⅱ 3098 河瀬 河瀬一ノ水 40 60 

27 Ⅱ 3099 前田 前田葛籠河（2） 40 90 

28 Ⅱ 3100 前田 前田案原 50 75 

29 Ⅱ 3101 前田 前田大江元（1） 40 10 

30 Ⅱ 3102 前田 前田露谷（1） 50 40 

31 Ⅱ 3103 前田 前田森下 30 10 

32 Ⅱ 3104 下津木 下津木清水崎（1） 50 110 

33 Ⅱ 3105 下津木 下津木清水崎（2） 45 45 

34 Ⅱ 3106 下津木 下津木寺杣谷（2） 45 20 

35 Ⅱ 3107 下津木 下津木寺杣谷（3） 45 25 

36 Ⅱ 3108 上津木 上津木北谷 40 20 

37 Ⅱ 3109 上津木 上津木上ノ奥（1） 40 60 

38 Ⅱ 3110 上津木 上津木湯宝 35 30 

39 Ⅱ 3111 上津木 上津木久保（1） 40 15 

40 Ⅱ 3112 上津木 上津木瀧通（1） 40 40 

41 Ⅱ 3113 上津木 上津木瀧通（2） 40 70 

42 Ⅱ 3114 上津木 上津木沼田（1） 40 30 

43 Ⅱ 3115 上津木 上津木沼田（2） 50 40 
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No. 危険区分 箇所番号 大字 箇所名 傾斜度 高さ 

44 Ⅱ 3116 上津木 上津木沼田（3） 50 50 

45 Ⅱ 3117 上津木 上津木切抜（1） 50 50 

46 Ⅱ 3118 上津木 上津木切抜（2） 40 30 

47 Ⅱ 3119 上津木 上津木切抜（3） 45 35 

48 Ⅱ 3120 上津木 上津木夏明 50 50 

49 Ⅱ 3121 上津木 上津木北ノ畑（1） 45 45 

50 Ⅱ 3122 上津木 上津木北ノ畑（2） 40 50 

51 Ⅱ 3123 上津木 上津木丸畑（1） 45 30 

52 Ⅱ 3124 上津木 上津木丸畑（2） 45 20 

53 Ⅱ 3125 上津木 上津木岸（1） 45 35 

54 Ⅱ 3126 上津木 上津木岸（2） 50 40 

55 Ⅱ 3127 上津木 上津木堂通（4） 40 35 

56 Ⅱ 3128 上津木 上津木堂通（5） 30 25 

57 Ⅱ 3129 上津木 上津木鎌谷（1） 45 35 

58 Ⅱ 3130 上津木 上津木権保（1） 50 120 

59 Ⅱ 3131 上津木 上津木鎌谷（2） 40 40 

60 Ⅱ 3132 上津木 上津木権保（2） 45 40 

61 Ⅱ 3133 上津木 上津木鎌谷（3） 40 55 

62 Ⅱ 3134 上津木 上津木堂通（1） 45 55 

63 Ⅱ 3135 上津木 上津木堂通（2） 45 50 

64 Ⅱ 3136 上津木 上津木堂通（3） 40 55 

65 Ⅱ 3137 上津木 上津木柳渕 45 55 

66 Ⅱ 3138 上津木 上津木北垣内（1） 45 70 

67 Ⅱ 3139 上津木 上津木北垣内（2） 35 45 

68 Ⅱ 3140 上津木 上津木北垣内（3） 35 40 

69 Ⅱ 3141 上津木 上津木石塚（1） 45 40 

70 Ⅱ 3142 上津木 上津木石塚（2） 45 30 

71 Ⅱ 3143 上津木 上津木的場（1） 40 20 

72 Ⅱ 3144 上津木 上津木日裏（1） 40 50 

73 Ⅱ 3145 上津木 上津木的場（2） 40 50 

74 Ⅱ 3146 上津木 上津木的場（3） 40 110 

75 Ⅱ 3147 上津木 上津木日裏（2） 30 70 

76 Ⅱ 3148 上津木 上津木的場（4） 40 50 

77 Ⅱ 3149 上津木 上津木坂本河（1） 40 60 

78 Ⅱ 3150 上津木 上津木松本 30 80 

79 Ⅱ 3151 上津木 上津木前田羅 45 40 

80 Ⅱ 3152 上津木 上津木吹曽（1） 45 100 

81 Ⅱ 3153 上津木 上津木下垣内（1） 55 10 

82 Ⅱ 3154 上津木 上津木吹曽（2） 40 50 

83 Ⅱ 3155 上津木 上津木柿谷（1） 40 40 

84 Ⅱ 3156 上津木 上津木柿谷（2） 45 30 

85 Ⅱ 3157 上津木 上津木柿谷（3） 30 80 

86 Ⅱ 3158 上津木 上津木柿谷（4） 35 75 

87 Ⅱ 3159 上津木 上津木室河（1） 45 45 

88 Ⅱ 3160 上津木 上津木室河（2） 45 65 

89 Ⅱ 3161 下津木 下津木公門原（1） 35 30 

90 Ⅱ 3162 下津木 下津木公門原（2） 35 30 

91 Ⅱ 3163 下津木 下津木公門原（3） 40 45 

92 Ⅱ 3164 下津木 下津木公門原（4） 40 45 

93 Ⅱ 3165 下津木 下津木公門原（5） 45 80 

94 Ⅱ 3166 下津木 下津木公門原（6） 45 60 

95 Ⅱ 3167 下津木 下津木公門原（7） 50 60 
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No. 危険区分 箇所番号 大字 箇所名 傾斜度 高さ 

96 Ⅱ 3168 下津木 下津木宮前（1） 50 13 

97 Ⅱ 3169 下津木 下津木坂口（1） 35 20 

98 Ⅱ 3170 下津木 下津木坂口（2） 40 100 

99 Ⅱ 3171 下津木 下津木宮前（2） 40 95 

100 Ⅱ 3172 下津木 下津木坂口（3） 30 12 

101 Ⅱ 3173 下津木 下津木平瀬（1） 40 100 

102 Ⅱ 3174 下津木 下津木平瀬（2） 45 50 

103 Ⅱ 3175 下津木 下津木阪垣内（1） 45 100 

104 Ⅱ 3176 下津木 下津木阪垣内（2） 45 115 

105 Ⅱ 3177 下津木 下津木阪垣内（3） 55 70 

106 Ⅱ 3178 下津木 下津木阪垣内（4） 45 125 

107 Ⅱ 3179 下津木 下津木窪（2） 45 15 

108 Ⅱ 3180 下津木 下津木中村（1） 40 45 

109 Ⅱ 3181 下津木 下津木窪（3） 45 35 

110 Ⅱ 3182 下津木 下津木窪（4） 40 20 

111 Ⅱ 3183 下津木 下津木中村（2） 45 135 

112 Ⅱ 3184 下津木 下津木中村（3） 40 85 

113 Ⅱ 3185 下津木 下津木垣立（1） 55 155 

114 Ⅱ 3186 下津木 下津木垣立（2） 40 25 

1 Ⅲ 1562 和田 和田天皇谷（3） 30 30 

2 Ⅲ 1563 山本 池之上大谷 34 40 

3 Ⅲ 1564 西広 西広樫長 40 50 

4 Ⅲ 1565 西広 西広松本 38 20 

5 Ⅲ 1566 西広 西広馬立 32 40 

6 Ⅲ 1567 西広 西広寺谷 30 30 

7 Ⅲ 1568 唐尾 唐尾桶尻（2） 45 30 

8 Ⅲ 1569 唐尾 唐尾丹波 30 30 

9 Ⅲ 1570 唐尾 唐尾宮代 36 30 

10 Ⅲ 1571 唐尾 唐尾塩釜（2） 32 60 

11 Ⅲ 1572 唐尾 鈴河西原 30 20 

12 Ⅲ 1573 名島 下名中名 35 30 

13 Ⅲ 1574 柳瀬 柳瀬三味谷 32 30 

14 Ⅲ 1575 柳瀬 柳瀬山添 30 30 

15 Ⅲ 1576 井関 井関宮ノ前（2） 30 50 

16 Ⅲ 1577 井関 井関上ノ段 38 30 

17 Ⅲ 1578 井関 井関白井原（3） 34 30 

18 Ⅲ 1579 河瀬 河瀬片山 38 40 

19 Ⅲ 1580 河瀬 河瀬西垣内（2） 30 70 

20 Ⅲ 1581 河瀬 河瀬木戸ノロ 36 40 

21 Ⅲ 1582 河瀬 河瀬下鹿ヶ瀬（2） 34 20 

22 Ⅲ 1583 河瀬 河瀬上鹿ヶ瀬（2） 30 30 

23 Ⅲ 1584 河瀬 河瀬上鹿ヶ瀬（3） 30 40 

24 Ⅲ 1585 前田 前田露谷（2） 36 40 

25 Ⅲ 1586 前田 前田大江元（2） 30 60 

26 Ⅲ 1587 下津木 下津木清水崎（3） 32 50 

27 Ⅲ 1588 下津木 下津木清水崎（4） 32 80 

28 Ⅲ 1589 下津木 下津木塚野原（2） 30 40 

29 Ⅲ 1590 下津木 下津木寺杣谷（4） 36 30 

30 Ⅲ 1591 下津木 下津木寺杣谷（5） 36 60 

31 Ⅲ 1592 上津木 上津木久保（2） 32 30 

32 Ⅲ 1593 上津木 上津木上ノ奥（2） 30 60 

33 Ⅲ 1594 上津木 上津木岸（3） 34 50 
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No. 危険区分 箇所番号 大字 箇所名 傾斜度 高さ 

34 Ⅲ 1595 上津木 上津木北ノ畑（3） 32 60 

35 Ⅲ 1596 上津木 上津木権保（3） 30 50 

36 Ⅲ 1597 上津木 上津木堂通（6） 35 50 

37 Ⅲ 1598 上津木 上津木堂通（7） 32 40 

38 Ⅲ 1599 上津木 上津木石塚（3） 32 40 

39 Ⅲ 1600 上津木 上津木日裏（3） 40 50 

40 Ⅲ 1601 上津木 上津木的場（5） 36 60 

41 Ⅲ 1602 上津木 上津木坂本河（2） 30 50 

42 Ⅲ 1603 上津木 上津木吹曽（3） 32 30 

43 Ⅲ 1604 上津木 上津木下垣内（2） 30 50 

44 Ⅲ 1605 上津木 上津木吹曽（4） 32 90 

45 Ⅲ 1606 上津木 上津木吹曽（5） 32 50 

46 Ⅲ 1607 上津木 上津木高野 30 50 

47 Ⅲ 1608 上津木 上津木柿谷（5） 30 30 

48 Ⅲ 1609 上津木 上津木柿谷（6） 34 60 

49 Ⅲ 1610 下津木 下津木権蔵原 42 40 

50 Ⅲ 1611 下津木 下津木公門原（8） 32 30 

51 Ⅲ 1612 下津木 下津木公門原（9） 32 50 

52 Ⅲ 1613 下津木 下津木公門原（10） 30 50 

53 Ⅲ 1614 下津木 下津木坂口（4） 35 50 

54 Ⅲ 1615 下津木 下津木阪垣内（5） 34 90 

55 Ⅲ 1616 下津木 下津木窪（6） 32 60 

56 Ⅲ 1617 下津木 下津木窪（5） 38 60 

57 Ⅲ 1618 下津木 下津木中村（4） 36 50 

資料：県砂防課（県防災計画より） 
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第６章 ため池防災計画 
 

実施担当 産業建設課（建設班）、総務課 

 

第１ 計画方針 

本町では、「決壊した場合の浸水区域に家屋や公共施設等が存在し、人的被害を与え

るおそれのあるため池」（以下「防災重点農業用ため池」という。）が 61か所指定され

ている。近年における流域の開発や土地利用の変化に伴う流出量の増加や管理者である

農家の高齢化、後継者不足により管理体制の弱体化の進行により、危険な状況となるた

め池が増大すると考えられる一方、大規模地震の発生や大型台風、ゲリラ的に発生する

集中豪雨等によるため池への影響も懸念されている。 

ため池が決壊すればその被害は農業関係に止まらず、人命、家屋、公共施設等にも及

ぶことは必至であることから、老朽化したため池の全面的な改修等によるハード対策及

びため池ハザードマップによる住民への周知等のソフト対策を推進する。 

 

第２ 実施内容 

１ ため池整備 

和歌山県ため池改修加速化計画に位置づけられた整備対象ため池について、地元

調整を行い、順次改修整備を行うことにより安全度の向上を図る。 

県の整備対象以外のため池については、一斉点検等を行って現状を把握し、決壊

時の下流被害が甚大なため池から優先的に整備を図る。 

 

２ ため池管理者への整備促進 

老朽化が進行し危険度の高いため池について、必要な改修工事や対策を行うよ

う、管理者に整備を促進する。 

 

３ 防災意識の高揚 

ため池ハザードマップを住民に周知し、下流域住民を中心に防災意識の高揚を図

る。 
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【防災重点農業用ため池】 

整理番号 ため池番号 ため池名称 所在地 

1 303620002 鈴子池 唐尾 

2 303620003 内台池 唐尾 

3 303620004 柄朽井池 西広 

4 303620006 樫長池 西広 

5 303620008 ささお池 西広 

6 303620011 打越池 西広 

7 303620012 東池（西広） 西広 

8 303620015 北谷池 西広 

9 303620016 寺谷池 西広 

10 303620018 光明寺池 山本 

11 303620019 はい池 山本 

12 303620020 芝池 山本 

13 303620021 中池（山本） 山本 

14 303620022 大池（山本字長山） 山本 

15 303620023 森屋谷池 山本 

16 303620025 谷ノ池 山本 

17 303620026 小池（山本） 山本 

18 303620030 黒岩池（1） 山本 

19 303620032 黒岩池（2） 山本 

20 303620033 管谷池 山本 

21 303620034 六法池 山本 

22 303620035 黒岩長池 山本 

23 303620037 沢池 山本 

24 303620039 にごり池 山本 

25 303620040 泣谷上池 山本 

26 303620041 泣谷下池 山本 

27 303620045 お池 山本 

28 303620047 柳谷池 山本 

29 303620057 中山池 山本 

30 303620060 志出池 上中野 

31 303620061 小松尾池 上中野 

32 303620062 古ヶ谷池 上中野 

33 303620063 盆ノ谷池 上中野 

34 303620064 新池（上中野） 上中野 

35 303620066 光見寺池 上中野 

36 303620067 皿池（上中野） 上中野 

37 303620068 坊主池 上中野 

38 303620071 辰巳池 南金屋 

39 303620072 新の池 南金屋 

40 303620076 浅良池 南金屋 

41 303620078 土井一号池 殿 

42 303620079 土井二号池 殿 

43 303620083 折杭池 柳瀬 

44 303620084 新池（柳瀬） 柳瀬 

45 303620094 三船池 井関 

46 303620096 津兼池 井関 

47 303620098 畑垣内池 河瀬 

48 303620100 横縄手池 河瀬 

49 303620103 大正池 下津木 

50 303620112 唐尾 4 池（町） 唐尾 

51 303620119 西広 3 池（町） 西広 
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整理番号 ため池番号 ため池名称 所在地 

52 303620124 西広 8 池（町） 西広 

53 303620130 西広 14 池（町） 西広 

54 303620131 西広 15 池（町） 西広 

55 303620132 西広 16 池（町） 西広 

56 303620136 山本 4 池（町） 山本 

57 303620137 山本 5 池（町） 山本 

58 303620143 上中野 1 池（町） 上中野 

59 303620150 殿 1 池（町） 殿 

60 303620151 殿 2 池（町） 殿 

61 303620152 殿 3 池（町） 殿 

資料：県農業農村整備課（県防災計画より） 
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第７章 海岸防災計画 
 

実施担当 産業建設課（建設班） 

 

第１ 計画方針 

本町の海岸線延長は、14,443m あり、海水による浸食又は高潮及び波浪等による被害

から海岸及び後背地を防護するため、海岸保全施設の整備や既存施設の補強補修等を推

進する。 

 

第２ 実施内容 

１ 高潮、波浪等からの防護 

海岸保全施設について、護岸工事等の県の計画的な整備を促進するとともに、定

期点検や日常巡視を行い、必要が認められた箇所への補修を行う。また、施設を操

作するために必要な機械、器具等を良好な状態の保つため、定期点検を行う。 

 

２ 海岸環境の整備と保全 

地域の歴史と景観の保全を踏まえた整備に努めるとともに、レクリエーションに

利用する住民や観光客の災害時における安全性の確保を図る。 

 

３ 警戒避難体制の整備 

高潮浸水想定区域の指定があった場合、当該浸水想定区域ごとに、水位情報の伝

達方法、避難場所及び避難経路に関する事項、避難訓練に関する事項その他高潮時

の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な事項について定めるとともに、要

配慮者利用施設等の名称及び所在地並びに当該施設の所有者又は管理者及び自衛水

防組織の構成員に対する高潮氾濫危険水位情報等の伝達方法を町防災計画に定め

る。これらの事項については、高潮ハザードマップ等印刷物の配布その他の必要な

措置を講じ、住民に周知させる。 

町防災計画に名称及び所在地が定められた要配慮者利用施設の所有者又は管理者

は、防災体制に関する事項、避難の誘導に関する事項、避難の確保を図るための施

設の整備に関する事項、防災教育及び訓練の実施に関する事項等を定めた避難確保

計画を作成し、当該計画に基づく避難訓練を実施するとともに、当該計画及び避難

訓練の結果を町長に報告する。町は、要配慮者利用施設の避難確保に関する計画や

避難訓練の実施状況等について、定期的に確認するよう努める。 
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【海岸内訳】 

海岸線延長 海岸保全区域 

    

国土交通省 

水管理・国土保全局 

国土交通省 

港湾局 

農村振興局 

専管区域 
水産庁 

14,443m 7,420m 587m 3,250m 646m 2,937m 

資料：県農業農村整備課・県港湾漁港整備課（県防災計画より） 

 

【海岸重要水防箇所（国土交通省水管理・国土保全局所管）】 

名称 重要水防箇所所在地 延長 備考 

小浦 有田郡広川町山本地先 178m 平成 27 年度越波等被害あり 

資料：県港湾漁港整備課（県防災計画より） 

 

【海岸重要水防箇所（国土交通省港湾局所管）】 

名称 重要水防箇所所在地 延長 備考 

湯浅広港 

（湯浅・広川地区） 
有田郡湯浅町湯浅～広川町広 1,710m 平成 23 年度より海岸事業実施中 

資料：県港湾漁港整備課（県防災計画より） 

 

【海岸重要水防箇所（農林水産省所管）】 

名称 重要水防箇所所在地 延長 備考 

柄杓井 有田郡広川町西広柄杓井 200m 農村振興局所管 

宮代 有田郡広川町唐尾宮代 446m 農村振興局所管 

資料：県農業農村整備課（県防災計画より） 
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第８章 港湾防災計画 
 

実施担当 産業建設課（建設班） 

 

第１ 計画方針 

本町の県管理港湾としては、地方港湾である湯浅広港があり、災害時の安全で確実な

大量輸送機能等、港湾空間が有する防災上の優位性を生かした震災対策施設の整備を図

る。 

 

第２ 実施内容 

港湾管理者である県の行う整備事業等に協力する。 

 

１ 船舶と背後港湾施設の安全を確保し、安定した物流・人流を支えるための防波堤と

航路の整備 

 

２ 災害時、住民避難及び緊急物資輸送を確保するための耐震強化岸壁と緊急輸送道

路との連携 

 

３ 親水空間としての通常利用に加え、災害時に避難場所として活用する港湾緑地

（避難緑地）と避難場所の機能、緊急物資輸送用耐震強化岸壁を併設した防災拠点

緑地の整備 

 

４ 既存港湾施設の耐震性強化として、岸壁、ふ頭用地の液状化対策 

 

【県管理港湾】 

港名 種別 設立年月日 所在地 

湯浅広港 地方 昭和 28 年８月１日 湯浅町、広川町 

資料：県港湾漁港整備課（県防災計画より） 
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第９章 漁港・漁村防災計画 
 

実施担当 産業建設課（建設班） 

 

第１ 計画方針 

本町の漁港は、町管理の第１種漁港（その利用範囲が地元の漁業を主とするもの）の

唐尾漁港及び鈴子漁港の２か所であり、背後に山が迫る地形形状で集落の形態は集密居

の割合が高く、高潮、波浪が発生した場合の直接の被害や救援等の遅れによる被害が懸

念されることから、漁港及び漁村の整備を図る。 

 

第２ 実施内容 

１ 船舶と背後漁港施設の安全を確保し、水産物の安定供給を支えるための防波堤と航

路の整備 

 

２ 県との連携による海岸保全施設の整備及び管理 

 

３ 台風等による大規模災害時に道路輸送が困難となることが予想される地域におい

て、救援物資・救援人員・被災地からの避難者等の緊急輸送が海上輸送となること

を考慮した耐震性を強化した漁港施設と緊急輸送道路との連携 

 

４ 台風等による大規模災害時に漁村が孤立することを防ぐため、避難路となる集落

道整備や避難場所となる広場整備 

 

【漁港】 

漁港名 港種 管理者 指定年月日 所在地 

唐尾漁港 第１種 広川町 昭和 27 年５月 28 日 唐尾 

鈴子漁港 第１種 広川町 昭和 27 年５月 28 日 鈴子 

資料：県港湾漁港整備課 
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第 10 章 道路防災計画 
 

実施担当 産業建設課（建設班） 

 

第１ 計画方針 

本町の各道路の総延長は、国道 6,323m、県道 27,272m、有料道路 8,275m、町道

138,090m、農道 10,479m、林道 20,878mとなっている。 

災害時における交通の確保と安全を図るとともに、道路構造物の被災等による道路

災害の発生を防止するため、道路の災害予防対策及び各種施設の整備を推進する。 

 

第２ 実施内容 

１ 道路・橋梁の整備 

（１）豪雨等による被害発生時の救助・救援活動等が円滑に行えるよう、国道、県

道、有料道路等の幹線道路ネットワークの整備及び防災機能強化を促進する。 

（２）町の管理する道路・橋梁について危険箇所の点検・巡視を行い、必要な箇所へ

の補修工事等を実施する。 

 

２ 道路施設の被害情報収集体制の確立 

道路や橋梁等、交通施設の被害状況を迅速に把握できる体制を構築し、初動期の

被害情報収集に備える。 

 

３ 大迂回路や局地迂回路の選定 

道路や橋梁等の交通施設の被害が発生した場合、通行不能箇所に対する大迂回路

や局地迂回路を迅速に特定し、効果的な規制方法を選択できる体制を目指し、交通

施設の基礎情報をはじめ、地形、各種区域、各種施設等の情報収集・整理に努め

る。 

 

４ 他機関との情報交換体制の確立 

道路や橋梁等の交通施設の被害が発生した場合の被害情報、通行の禁止又は制限

等の規制情報等、他機関との情報交換体制の確立を目指し、各種事前協議及び協定

を行うとともに、通信手段の多ルート化に努める。 
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第 11 章 火災予防計画 

第１節 火災予防計画 

 

実施担当 総務課、湯浅広川消防組合 

 

第１ 計画方針 

火災の発生を未然に防止し、また、一旦火災が発生した場合の被害の軽減を図るた

め、火災予防及び消防体制の整備充実を図る。 

 

第２ 実施内容 

１ 予防啓発の強化 

（１）消防法（昭和 23 年法律第 186 号）で設置が義務づけられた住宅用火災警報器の

普及啓発を実施するとともに、秋・春２回の火災予防運動及び文化財防火デー、

山火事予防運動等を通じ火災予防思想の普及徹底を図る。 

（２）火災警報を発令した場合、広報車又は防災行政無線（戸別受信機を含む。）及

び有線放送を通じて火災予防を周知徹底させる。火災警報を一般住民に周知させ

るときは、火災予防条例等で定める禁止行為等についても併せて広報するよう努

める。 

 

２ 予防査察体制の充実強化 

次により消防機関の予防査察体制の強化充実を図る。 

（１）秋・春２回の火災予防運動期間中に予防査察を実施する。 

（２）火災警報発令中には、火を使用する施設、設備及び物品を重点に予防査察を実

施する。 

（３）その他、必要に応じ特別査察を実施する。 

 

３ 防火対象物に対する火災予防の徹底 

消防法第８条の規定により防火管理者を選任しなければならない防火対象物及び同

法第 17 条の規定により消防用設備を設置することを義務づけられている防火対象物

の関係者に対し、次の措置をとる。 

（１）学校、病院、事業場等多数の者が出入りし、勤務し、又は居住する防火対象物

について、防火管理の徹底を期するため立入検査を励行し、また、通報、避難、

消火等の訓練の実施及び消防計画の作成の指導を強化する。 

（２）消防法第８条に規定する防火対象物には必ず防火管理者を選任し、その有資格

者を養成するため、県と連携し、各種防火管理者講習会を開催することにより、
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その資質の向上を図るとともに、消防計画の作成、消火、通報及び避難訓練の実

施、自衛消防組織の充実、促進、消防用設備等の設備点検及び火気の使用につい

て十分な指導を行う。 

また、防火管理者の組織化を育成指導し、相互の知識及び技術の習得研修の機

会を提供する。人命及び財産に多大の損害をもたらすのみならず、大きな社会不

安を醸成し、国民全体に深刻な影響を及ぼすほどの大惨事となる可能性の非常に

高い旅館、ホテル等特定防火対象物の安全対策については、上記の事項を徹底さ

せるほか、「防火対象物定期点検報告制度」や「自主点検報告表示制度」に基づ

く表示を推進し、さらに、宿泊客に対する予防知識の啓発、避難経路等の周知徹

底について強力な指導を行うとともに、毎年数回予防査察を実施して出火防止に

努め安全対策の万全を期する。 

（３）消防法第７条の規定による建築同意制度の効果的な運用を図り、また、消防法

第 17 条の 14 の規定による消防用設備等工事着工の届出、防火対象物使用開始の

届出及び防火対象物用途変更の届出の際の指導を的確に行い、建築面からの火災

予防の強化を期する。 

 

４ 消防団組織の充実強化 

消防団は、消火活動はもちろんのこと、大規模災害時の救助救出活動、災害防御活

動など非常に重要な役割を果たしており、地域に密着した組織として、住民に対する

きめ細かい予防活動、啓発活動等幅広い分野でも活躍している。その一方で、住民の

意識の希薄化や過疎地域における若年層の減少等の影響で、団員数の減少、高齢化の

問題が生じており、消防団の充実強化を一層推進していくことが課題となっている。 

このため、消防操法大会等への参加による地域住民の理解と認識を深めるととも

に、今後も若年層・女性への積極的な参加の促進と消防団活動の安全確保に努め、消

防団の充実強化に取り組んでいく。 

 

５ 自主防火防災組織の育成強化 

（１）幼年消防クラブ、少年消防クラブ及び婦人防火クラブ等の育成強化を図るほ

か、地域に組織されている自主防災組織の育成強化を図る。 

（２）火災予防思想の普及及び家庭等における防火知識の向上を図るため、幼年消防

クラブ、少年消防クラブ、婦人防火クラブ等地域自主防火組織を通じ防火研修会

の開催、その他防火思想の向上のための必要な事業を行う。 

 

６ 初期消火活動体制の強化 

出火初期段階における住民及び自主防災組織等の消火活動体制（初期消火）の強化

を図る。 
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７ 消防体制の充実強化 

（１）消防ポンプ自動車等消防施設の更新増強等により、消防力の充実強化を図る。 

（２）消防水利の確保及び水利の多元化のため、防火水槽等の整備を図る。 

（３）高度化、多様化する消防業務に対応するための十分な消防職員の確保と育成を

図る。 
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第２節 林野火災予防計画 

 

実施担当 総務課、産業建設課（産業班）、湯浅広川消防組合 

 

第１ 計画方針 

林野火災の発生を未然に防止し、また、火災が発生した場合の被害の拡大防止を図る

ため、火災予防及び消防体制の整備充実を図る。 

 

第２ 実施内容 

１ 林野火災予防用資機材等の配備 

森林と住宅の近接化や、近年のアウトドアブームによる入林者の増大等による林野

火災被害等の危険性の増大に対応して、林野火災予防体制を強化するため、林野火災

予防用資機材等の配備により、自主防災組織等の自主的な初期消火の促進に努める。 

 

【林野火災予防用資機材】 

種類 規格 配置場所 担当課 数量 

携帯用防火セット A 

刈払鎌、防火用鉈、防火用腰鋸、

防火用鋏、腰鉈、トレンチショベ

ル 

み ど り 区 、 東

町、上中野、落

合 

総務課 4 

携帯用防火セット B 
刈払鎌、防火用鉈、防火用腰鋸、

防火用鋏 

み ど り 区 、 東

町、山本、中村 
総務課 4 

水のう付手動ポンプ 特殊合成ゴム加工（18 リットル） 
みどり区、上中

野、落合 
総務課 3 

チェーンソー・ 

防護ズボン 
HIKOKI CS33 

み ど り 区 、 唐

尾 、 井 関 、 寺

杣、岩淵、中村 

総務課 6 

トランシーバー NR 機能、防水仕様、11CH 通信方式 広川町役場 産業建設課 2 

双眼鏡 ダバプリズム中央繰出式 8 倍 広川町役場 産業建設課 1 

 

２ 啓発運動の推進 

和歌山県山火事予防運動実施要綱等に基づき予防意識の普及啓発に努め、森林の

保全と地域の安全確保に万全を期する。 

また、県の行う小中高等学校の児童生徒からの山火事予防ポスター原画、標語等

の募集に協力するほか、各種団体への文書及びチラシ等の配布により火災予防意識

の普及啓発を図る。 

 

３ 警報伝達等の徹底 

気象の状況が火災の予防上危険と認めるときは、その旨を地域住民に周知する。

また、火災に関する警報を発した場合は、火の使用（火入れ、煙火の使用等）の制
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限の徹底を図る。 

 

４ 巡視、監視の強化 

気象の状況が火災の予防上危険と認めるとき及び山火事多発期は、山林の巡視及

び監視を強化し、火災予防上危険な行為の排除及び火災の早期発見を図る。 

 

５ 消防対策 

（１）消防計画の樹立 

消防区域に関係ある森林管理署長、森林組合長、開拓関係団体の長、隣接市町

村長等と消防計画に必要な事項について協議し、次の事項について計画する林野

火災消防計画を樹立するものとする。 

① 消防方針 

② 特別警戒区域 

③ 特別警戒時期 

④ 特別警戒実施計画 

⑤ 消防分担区域 

⑥ 火災防御訓練 

⑦ 出動計画 

⑧ 資機材整備計画 

⑨ 防護鎮圧要領 

（２）共助協力体制の整備充実 

林野火災の予防、警戒、鎮圧活動は、森林関係行政機関、山林所有者、山林作

業従事者、入林入山者、その他地域住民の協力によるところが多く、特に鎮圧活

動には消防地域の接する消防機関の相互援助協力によって目的を達することが多

いことから、これらの関係機関及び団体等と共助協力体制の整備充実に留意する

ものとする。 

（３）教育訓練の推進 

県の実施する次の消防職団員に対する教育訓練について協力するなど、林野火

災の発生するおそれのある地域を所轄する消防職団員への林野火災の鎖圧要領等

の教育訓練を推進する。 

① 火入れ許可地域の火入れの際の総合防御訓練 

② 遠距離送水訓練及び防火線構築要領の習得訓練 

③ 幹部の指揮能力を養成するための図上訓練 
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第 12 章 建造物災害予防計画 
 

実施担当 全課 

 

第１ 計画方針 

火災、風水害等の災害に対し、建築物の安全性を確保し、人身事故を防止するた

め、各種災害に対応し、未然防止及び円滑な復旧を図り、関係機関との協力等を図る

総合的な防災対策を推進する。 

 

第２ 実施内容 

１ 建築物の防災対策 

住民に対して建築物の災害予防の知識の普及徹底を図るため、関係機関と連携の

上、次の対策を講ずる。 

（１）建築物の耐震改修の促進 

建築基準法（昭和 25年法律第 201号）及び建築物の耐震改修の促進に関する法

律（平成７年法律第 123 号）の普及と啓発を図るとともに、関係団体に対する法

施行上の協力を要請し、遵法精神の高揚に努め、建築確認申請時等において防火

上及び耐震上等の指導を行う。 

地震により倒壊した建築物等が津波からの避難の際に避難路の通行を妨げるこ

とを防止するため、津波からの円滑な避難に係る避難路沿いの建築物等の制限に

関する条例（平成 24 年和歌山県条例第 45 号）に基づき、避難路沿いの建築物等

の耐震化を図る。 

また、特に大地震時に多大な被害が予測される古い住宅については、耐震改修

に取り組む負担を軽減するために、県と連携し、耐震診断や耐震改修に要する費

用の一部を助成するなどして耐震改修を支援する。 

（２）建築物に関する指導 

適切な維持保全により建築物の安全性を確保するため、年２回の建築物防災週

間を中心に防災査察や必要な指導を行い、防災改修を促進するとともに、現行の

耐震基準を満たしていない建築物に対して、耐震診断と必要な耐震改修を実施す

るよう指導を行う。また、建築物の窓ガラス・外壁等の落下物の点検・改修指導

及びコンクリートブロック塀の安全対策についても点検改修指導を行う。 

（３）ポスター掲示及びパンフレット配布 

建築物防災週間を中心に、公共施設、駅、公民館、その他人目につきやすい場

所へのポスター掲示やパンフレット配布を行う。 

（４）県事業等の活用・啓発 

県と連携し、がけ地近接等危険住宅移転事業や各種まちづくり事業等の活用と
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啓発に努める。 

 

２ 計画的なまちづくり 

地震災害時における人命の保護、災害拡散防止のため、細分化された宅地の統

合、不燃化された共同建築物の建築を促進し、及び公園、緑地、広場、街路等の公

共施設の整備を行う。 

（１）老朽建築物や木造住宅密集地域の解消 

密集市街地整備等により、震災時における危険度の高い地域の解消を促進す

る。また、民間所有の特定空き家等の不良住宅の解体等を促進する。 

（２）建築物の耐震化、不燃化の促進 

市街地再開発事業や優良建築物等整備事業により、建築物等の更新・整備を促

進する。 

（３）地域の要望に合ったまちづくりの誘導 

地域のまちづくりを支援し、建築物の共同化や建築協定、総合設計制度等によ

る安全な市街地の整備を誘導する。 

（４）高齢者や障害者に障壁のない市街地の整備 

建築物の耐震性の向上に加えて、建築物内から避難地等まで安全で障壁のない

避難路の確保のため、高齢者、障害者にも安全な高齢者・障害者等の移動等の円

滑化の促進に関する法律（平成 18 年法律第 91 号）及び和歌山県福祉のまちづく

り条例（平成８年和歌山県条例第 41号）に適合した建築物等の整備促進を図る。 

（５）公共建築物の耐震化 

災害時の拠点や避難場所となる公共建築物の耐震化、災害時用の倉庫や耐震型

貯水槽の整備を促進する。 

（６）民間建築物の耐震化 

多数の者が使用する建築物に対する耐震性能の強化を促進する。 
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第 13 章 宅地災害予防計画 
 

実施担当 産業建設課（建設班）、総務課、企画政策課 

 

第１ 計画方針 

宅地造成に伴い、がけ崩れ、土砂の流出、擁壁の倒壊、調整池の堤防決壊等の災害

を未然に防止するため、宅地造成等規制法（昭和 36 年法律第 191 号）等の法制度の周

知徹底を通じて安全かつ良好な宅地の確保を図る。 

 

第２ 実施内容 

１ 宅地防災月間の活用 

梅雨期及び台風期の宅地災害に備え、住民及び関係業者に注意を促し、県の定め

る６月及び９月の２期の宅地防災月間中に必要な防災対策を講じる。また、広報活

動を実施して住民への PRに努める。 

 

２ 宅地防災工事の貸付金制度の活用 

改善を必要とする宅地について、住宅金融支援機構による貸付制度の PR 及び指導

を行う。 

 

３ 被災宅地危険度判定体制の整備 

大地震等（地震又は降雨）により宅地が大規模かつ広範囲に被災した場合、二次

災害を防止、軽減し、住民の安全確保を目的として、和歌山県被災宅地危険度判定

実施要綱に基づき、被災宅地の危険度判定を実施する必要があるため、県と連携し

て、被災宅地危険度判定士に関する担当窓口及び連絡体制を整備し、判定活動の円

滑な実施を図る。 
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第 14 章 下水道等施設災害予防計画 
 

実施担当 水道事務所、産業建設課（建設班） 

 

第１ 計画方針 

災害時において下水道施設が被災しないよう、施設の耐震・耐水化を図るととも

に、被災時及び大規模停電発生時においても下水道等の機能を最低限維持し、早期に

機能回復を行うため、関係機関との連携を図る。 

 

第２ 実施内容 

１ 耐震・耐水化や自家発電装置の設置、設備の二元化など、災害に強い施設整備を行

う。 

 

２ 被害状況の迅速な把握及び早急かつ円滑な復旧を図るため、被災の可能性が高い地

区の把握及び施設管理図書の保全・整備を行う。 

 

３ 施設の点検・復旧要員を確保するため、近隣市町村からの応援を迅速・的確に受け

入れるための受援体制の構築を図る。 

 

４ 災害が長期化したときに備え、燃料供給及び備蓄の体制構築を図る。 
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第 15 章 上水道施設災害予防計画 
 

実施担当 水道事務所 

 

第１ 計画方針 

大規模災害の発生に備え、水道施設の耐震性の強化を図るとともに、被害を受けた

施設の復旧を速やかに行い、飲料水の確保を図る。 

 

第２ 実施内容 

１ 水道施設は広い地域に分布し、特に地質や地形等の立地条件に違いがあり、また、

取水、導水、浄水、送水、配水、給水の各施設による多種多様の構造物や機器より

構成されている。既存施設の立地条件や老朽度合い等を含め施設の再点検に取り組

み、その結果に基づき目標年度を決め、順次計画的に防災事業を進める。 

また、施設の耐震化に関しては、重要度に応じて次のとおり進める。 

（１）浄水場、配水池等の構造物や主要な管路等の重要度の高い基幹的施設について

は、耐震化の優先度を高める。 

（２）避難所、医療施設等の防災上重要な施設や、福祉施設等の要配慮者の施設に配

水する管路については、その耐震化の優先度を高める。 

（３）施設の機能を十分に発揮させるために必要不可欠な情報伝送設備や遠隔監視・

制御設備、自家発電設備等の電気機械施設についても、同時に耐震化を進める。 

 

２ 水道事業体等が水道施設の被災予測を踏まえた応急復旧及び応急給水の行動指針

の作成・公表に努める。 

また、単独で水道施設の応急対策ができない場合に速やかに県や他自治体に応援

要請ができるよう、緊急時の組織体制及び相互支援体制づくりに努める。 
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第 16 章 文化財災害予防計画 
 

実施担当 教育委員会、企画政策課、湯浅広川消防組合 

 

第１ 計画方針 

町内の歴史的に価値の高い文化財を保存し、後世に伝えるため、文化財の所在情報

の充実等により現況を正確に把握し、予想される災害に対して予防対策を計画すると

ともに、施設の整備、文化財保護思想の普及啓発、文化財の所有者又は管理者が良好

な状況のもとに文化財の維持管理に当たるための指導の強化を推進する。 

 

第２ 実施内容 

県教育委員会、消防機関及び文化財の所有者又は管理者と連携し、下記について具

体的な事業計画をたて、災害防止対策を実施する。 

 

１ 施設整備等 

（１）火災対策 

火気の使用制限、たき火・喫煙禁止区域の設定、自動火災報知設備の設置、漏

電火災警報器の設置、消火栓（貯水槽を含む。）の施設設備の設置、ドレンチャ

ー設備の設置、防火壁・防火設備等の設置、防災進入道路の整備・敷設、収蔵

庫・保存庫の建設等の措置を講ずる。 

（２）雷火対策 

各建物及び境内全体として避雷設備の設置の措置を講ずる。 

（３）その他の対策 

環境整備（危険木除去、排水設備、擁壁、換気、除湿等）、薬剤処理（蟻害、

虫害、腐朽の予防）、防御網・阻止棚等の設置、収蔵庫の建設、施設への委託保

管、電気的安全性の定期検査の励行、防災施設の定期的な点検の実施、非常通報

器の確認等の措置を講ずる。 

 

２ 現地指導 

県の文化財保護指導委員による現地指導の活用、現地巡回報告に基づく防災上必要

な指導等の措置を講ずる。 

 

３ 文化財保護思想の普及及び訓練 

（１）文化財保護強調月間、文化財防火デー等の行事を通じて防火防災の趣旨の周知

徹底を図る。 

（２）文化財についての防火査察、防火実施訓練又は図上訓練を随時行う。 
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４ 文化財の被災状況の報告 

文化財の所有者又は管理者は、災害により文化財が被災した場合、その被災状況を

直ちに企画政策課に報告する。 

企画政策課は、管内の文化財の被災状況を取りまとめて、町教育委員会を経由し県

教育委員会に報告する。 
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第 17 章 危険物等災害予防計画 

第１節 危険物災害予防計画 

 

実施担当 総務課、湯浅広川消防組合 

 

第１ 計画方針 

災害時における危険物による二次災害の発生拡大を防止するため、関係機関と連携し

て保安体制の強化、法令に定める適正な保安措置を講ずるとともに、危険物施設の耐災

害性の強化、保安教育及び訓練の徹底、自衛消防組織の育成及び防災思想の普及啓発の

徹底を図る。 

 

第２ 実施内容 

１ 保安教育及び防災訓練の実施 

（１）危険物を取り扱っている事業所の管理責任者、危険物保安統括管理者、危険物

保安監督者、危険物取扱者、危険物施設保安員に対し、保安管理の向上を図るた

め、県や消防関係機関等と協力して講習会、研修会などの保安教育を実施すると

ともに、災害を想定した防災訓練を実施する。 

（２）危険物安全週間に保安啓発活動を実施する。 

 

２ 規制の強化 

県、消防機関等による危険物施設の立入調査に基づき、行政指導を強化する。 

（１）危険物施設の位置、構造及び設備の維持管理に関する指導の強化 

（２）危険物の運搬、積載の方法についての検査の強化 

（３）危険物施設の管理者、危険物保安監督者に対する指導の強化 

（４）危険物の貯蔵取扱い等安全管理についての指導 

 

３ 自衛消防組織の強化促進 

（１）自衛消防隊の組織化を促進し、自主的な災害予防体制の確立を図る。 

（２）隣接する危険物を取り扱う事業所の相互応援に関する協定を促進し、自衛消防

力の確立を図る。 

 

４ 化学消防機材の整備 

事業所における泡消火薬剤等及び必要機材の備蓄を促進する。 
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第２節 火薬類災害予防計画 

 

実施担当 総務課、湯浅広川消防組合 

 

第１ 計画方針 

火薬類による災害の発生及び拡大を防止するため、保安意識の高揚、自主保安体制の

整備を重点に災害対策を推進する。 

 

第２ 実施内容 

１ 保安思想の啓発 

（１）火薬類取締法（昭和 25年法律第 149号）の周知徹底 

（２）各種講習会、研修会の開催 

（３）火薬類取扱い等の指導 

（４）火薬類危害予防週間における各種事業の開催 

 

２ 自主保安体制の整備 

（１）和歌山県銃砲火薬商組合等を中心とした火薬類取扱保安責任者及び従事者に対

する保安教育の充実・強化 

（２）有資格者の充実と資質の向上 

（３）関係団体の育成と自主保安活動の指導 

（４）各事業所における保安教育の実施 

（５）各事業所における防災活動、応急措置訓練の実施徹底 
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第３節 高圧ガス災害予防計画 

 

実施担当 総務課、湯浅広川消防組合 

 

第１ 計画方針 

高圧ガス及び液化石油ガスによる災害の発生及び拡大を防止するため、保安意識の高

揚等の強化を図るとともに、高圧ガス及び液化石油ガスの保安に関する自主的な活動の

促進を図り、災害予防対策を推進する。 

 

第２ 実施内容 

１ 保安思想の啓発 

（１）高圧ガス保安法（昭和 26年法律第 204号）の周知徹底 

（２）各種講習会、研修会の開催 

（３）高圧ガス取扱い等の指導 

（４）高圧ガス保安活動促進週間における各種事業の開催 

（５）LP ガス消費者安全月間における啓発活動の実施 

 

２ 自主保安体制の整備 

（１）各事業所における定期自主検査と自主保安体制の確立 

（２）自主保安教育の実施徹底 

（３）有資格者の充実と資質の向上 

（４）各事業所における防災活動、応急措置訓練の実施徹底 

（５）安全器具等の設置促進 

（６）関係団体の育成と自主保安活動の促進 
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第４節 放射性物質事故災害予防計画 

 

実施担当 総務課、湯浅広川消防組合 

 

第１ 計画方針 

放射性物質の取扱いによる事故、運搬中の事故、金属スクラップ等に混入した放射性

物質が発見されるなどの事故の発生及び事故による被害の拡大を防止するため、関係法

令の遵守、保安意識の高揚、通報体制の整備、防災関係資料の把握等の対策を推進す

る。 

 

第２ 実施内容 

１ 放射性物質取扱業者は、関係法令を遵守するとともに、安全管理に万全を期する。 

 

２ 放射性物質取扱業者は、事故の発生のおそれがあるとき及び事故が発生したときの

連絡通報体制及び防災関係機関への情報提供体制を確立する。 

 

３ 町は、県、消防機関及び関係機関と連携し、連絡通報体制（夜間、休日を含む。）

及び受信した情報の連絡通報体制を確立する。 

 

４ 町は、県、消防機関及び関係機関と連携し、放射性物質使用事業所、放射線防護資

機材の保有状況等の防災対策資料の把握に努める。 
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第５節 危険物、高圧ガス、火薬類輸送車両災害予防計画 

 

実施担当 総務課、湯浅広川消防組合、湯浅警察署 

 

第１ 計画方針 

危険物、高圧ガス、火薬類等の車両による輸送中の災害の発生及び被害の拡大を防止

するため、各関係機関は相互に連携を保ち、事故発生時における応急措置について万全

の対策を講ずるとともに、関係機関による輸送車両の査察等を強化する。 

 

第２ 実施内容 

１ 運送事業者及び従事者の自主保安体制の確立 

（１）車両の整備点検 

（２）有資格者の乗務（危険物取扱者、移動監視者等） 

（３）道路交通法規の遵守 

（４）標識、警戒標等の掲示 

（５）消火器、信号用具、防災資機材等の携行 

（６）保安教育の徹底 

（７）イエローカードの普及啓発 

 

２ 予防査察 

関係機関合同による街頭一斉査察や常置場所における立入検査に協力する。 

 

３ その他 

県による運送事業者及び従事者に対する安全運行に関する講習会等の実施に協力

する。 
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第６節 有害物質流出等災害予防計画 

 

実施担当 住民生活課（住民環境班） 

 

第１ 計画方針 

有害物質の流出及び石綿の飛散による住民の健康被害防止のため、平常時より予防対

策を講ずる。本計画の対象とする有害物質は、人に健康被害を生じるおそれのある大気

汚染防止法施行令（昭和 43年政令第 329号）第３条の３第１号で規定されている吹付け

石綿（レベル１）及び水質汚濁防止法（昭和 45年法律第 138号）第２条第２項第１号で

規定される有害物質とし、事業所敷地内の有害物質汚染対策は原則として事業者が、事

業所敷地外の有害物質汚染対策は事業者が県及び町と連携して、それぞれ実施する。 

 

第２ 実施内容 

１ 石綿飛散防止対策 

（１）県と連携した体制を構築し、県の作成したアスベスト台帳を共有して、著しく

飛散性が高い吹付け石綿（レベル１）が使用されている可能性がある建築物の情

報を把握する。 

（２）吹付け石綿（レベル１）の廃棄物処理等について、災害廃棄物処理計画に基づ

いた体制を構築する。 

（３）災害ボランティア、復興従事者及び住民等の石綿暴露防止のため、石綿の吸引

を防ぐ防じんマスクの着用など必要な知識の普及啓発を実施する。 

 

２ 有害物質流出防止対策 

（１）有害物質貯蔵事業所敷地外の土壌汚染等の対策について、県及び事業者と連携

した体制を構築し、有害物質貯蔵事業所の情報を把握する。 

（２）県、関係市町及び事業者と連携し、定期的に災害に備えた予防措置や災害時の

対策について情報交換を行う。 

（３）事業者は、県が作成した「巨大地震発生時の有害物質で汚染された災害廃棄物

及び津波堆積物処理マニュアル【津波発生時の対策】」を参照し、災害時の有害

物質流出防止計画を作成し、施設の改善、流出時の対応方法の検討及び定期的な

訓練を実施する。 
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第 18 章 公共的施設災害予防計画 

第１節 公衆電気通信施設災害予防計画 

 

実施担当 通信事業者 

 

第１ 計画方針 

通信事業者は、各事業者における防災業務計画に定める災害予防対策を講ずる。 

 

第２ 実施内容 

【西日本電信電話株式会社、株式会社 NTT ドコモ、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーショ

ンズ株式会社】 

１ 防災教育 

社員の安全確保を図るとともに関係社員が迅速かつ適切に防災業務を遂行し得る

よう、防災に関する教育を実施する。 

 

２ 防災訓練 

各種防災訓練を年１回以上実施する。また、県等が主催して行う防災訓練に積極

的に参加し、これに協力する。 

 

３ 電気通信設備等に関する防災計画 

電気通信設備等について、次の防災対策を実施する。 

（１）電気通信設備等の高信頼化 

（２）電気通信システムの高信頼化 

（３）電気通信処理システムに関するデータベース等の防災化 

（４）災害時措置計画の作成 

 

４ 重要通信の確保 

（１）災害時に備え、重要通信に関するデータベースを整備する。 

（２）常時疎通状況を管理し、通信リソースを効率的に運用する。 

（３）災害時には、設備の状況を監視しつつ必要に応じてトラフィックコントロール

を行い電気通信の疎通を図り、重要通信を確保する。 

 

５ 災害対策用機器及び車両等の配備 

災害発生時において、通信を確保し、又は迅速に復旧するため、あらかじめ保管

場所及び数量を定め、必要に応じて、機器及び車両等を配備する。 
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６ 災害対策用資機材等の確保と整備 

災害時に備え、次の事項を中心に資機材等の確保と整備を行う。 

（１）災害対策用資機材等の確保 

（２）災害対策用資機材の輸送力の確保 

（３）災害対策用資機材等の整備点検 

（４）災害対策用資機材等の広域運営 

（５）食料、医薬品等生活必需品の備蓄 

（６）災害対策用資機材等の仮置場の確保 

 

７ 設備事故の防止 

（１）電気通信設備の点検調査 

電気通信設備を常に法令に定める技術基準に適合するように保持し、さらに事

故の未然防止を図るため、定期的に電気通信設備の巡視点検（災害発生のおそれ

がある場合等には特別の巡視）を行い、不具合の早期発見とその改修に努める。 

（２）広報活動 

社外工事による被加害事故防止のため、道路管理者等と緊密な連携をとるとと

もに、報道機関等を通じて広報を行う。 

 

８ 災害時における通信障害復旧作業の連携等に関する協定 

非常事態において、広域的な連携体制を早期に確立し、県等と連携して迅速な復

旧活動を実施するため、相互連携強化策として、災害の発生に伴う大規模通信障害

発生時に復旧作業の支障となる樹木・土砂等の障害物除去等の作業の連携等に関す

る県との協定を締結する。 

 

【KDDI 株式会社】 

１ 防災に関する関係機関との連絡調整 

災害に際して、防災業務が円滑かつ効率的に行われるよう平素から関係機関と密

接な連絡調整を行う。 

 

２ 通信設備等に対する防災設計 

予想される災害の種類、規模等について十分調査し、これに対する耐災害性を考

慮して通信設備等の防災設計を行う。また、主要な通信設備等については予備電源

を設置する。 

 

３ 通信網等の整備 

災害時においても通信の不通又は極端な疎通低下を防止するため、通信網の整備
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を行う。 

 

４ 災害対策用機器、車両等の配備 

必要とする事業所に緊急連絡用設備、代替回線又は臨時回線の設定に必要な通信

機器、運搬用車両その他防災用機器等を配備する。 

 

５ 災害時における通信の疎通計画 

通信の疎通、施設の応急復旧等に関する緊急疎通措置、緊急復旧措置等に関する

計画を作成し、現在に則して適宜実施する。 

 

６ 社員の動員計画 

通信の疎通又は応急復旧に必要な社員の動員を円滑に行うため、社員の非常招

集、非常配置等について、あらかじめその措置方法を定めておく。 

 

７ 社外関係機関に対する応援又は協力の要請 

社外関係機関に対し、応援の要請又は協力を求める必要があることを想定し、応

援要員の派遣、燃料、食料等の特別支給、交通規制の特別解除、資材等の輸送援

助、通信用電源の確保等について、あらかじめその措置方法を定めておく。 

 

８ 防災に関する教育、訓練 

（１）社員の安全の確保を図るとともに関係社員が迅速かつ適切な防災業務を遂行で

きるよう、必要な教育を実施し、防災に関する知識の普及及び向上を図る。 

（２）災害発生に関わる情報の収集･伝達、災害対策本部等の設置、非常召集･参集、

災害時における通信の疎通確保、電気通信設備等の災害応急復旧、災害対策用機

器の操作、消防･水防、避難･救護等に関する防災訓練を毎年１回は実施するとと

もに、防災体制の見直しと必要な改善を図る。 

（３）訓練の実施に当たっては、被害想定や実施時間を工夫するなど実践的なものと

なるよう努めるとともに、国、関係地方公共団体等が実施する総合防災訓練に参

加するなど、これら機関との連携も考慮して行う。 

 

【ソフトバンク株式会社】 

１ 電気通信施設の整備等の推進 

大規模災害発生に備え、通信サービスの確保ができるように、防災体制を整える

とともに、関係機関との緊密な連携を図り、次の事項を考慮しながら災害に備えた

対策と指針づくりを実施する。 

（１）停電対策 

（２）伝送路対策 
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２ 自主保安体制の構築 

次の事項を考慮しながら、事業者における自主保安体制を構築する。 

（１）対応マニュアルの徹底 

（２）非常時体制の編成と連絡網の整備 

（３）災害対策用設備及び防災備蓄品の配備 

 

３ 防災訓練の実施 

実際の災害を想定した訓練を実施し、訓練結果をネットワークの運用保守体制の

見直し及び改善に反映するとともに、協力会社との合同訓練も実施し、災害発生時

には通信サービスの早期復旧を図れるよう努める。 
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第２節 電力施設災害予防計画 

 

実施担当 電気事業者 

 

第１ 計画方針 

関西電力株式会社及び関西電力送配電株式会社は、電気事業の公共性に鑑み、電力

施設の災害を防止し、また、発生した被害の最小化を図り、早期の復旧を実現するた

め、災害発生原因の除去と防災・減災環境の整備に常に努力を傾注する。 

 

第２ 実施内容 

１ 関係機関との相互連携協力体制の構築 

平常時より、自治体、防災関係機関、他電力会社等との協調体制を構築するとと

もに、協定を締結するなど、非常事態において、広域的な連携体制を早期に確立

し、自治体や関係機関等と連携して迅速な復旧活動を実施するための相互連携強化

策を講ずる。また、ポータブル発電機の貸出しや生活物資の支援等の地域住民等の

安全確保に寄与する取組みについて、自治体等から要請があった場合は検討・協力

する。 

 

２ 災害予防に関する事項 

（１）防災教育 

従業員に対する防災教育を実施し、従業員の災害に対する認識を深めるととも

に、防災意識の高揚に努める。 

（２）防災訓練 

年１回以上、防災訓練を実施し、非常事態に防災業務計画が有効に機能するこ

とを確認する。なお、訓練実施に当たっては、参加者自身の判断も求められるな

ど実践的な内容とし、抽出された課題については、体制等の改善を行うととも

に、次回の訓練に反映させる。また、県等が実施する防災訓練に積極的に参加す

る。 

（３）マニュアル類の整備 

災害発生時に講ずべき対策等を体系的に整理するとともに、復旧の迅速化に資

する社内ルールやマニュアル等を整備し、従業員へ周知する。 

（４）電力設備の災害予防措置 

電力設備の災害予防措置として、水害対策、風害対策、塩害対策、高潮対策、

雪害対策、雷害対策、地盤沈下対策、火災、爆発、油流出等の対策、土砂崩れ対

策を講ずる。 
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３ 防災業務施設及び設備等の整備 

災害時に備え、防災業務施設及び設備等の整備を図る。 

（１）観測、予報施設及び設備 

（２）通信連絡施設及び設備 

（３）情報収集伝達体制の強化 

（４）非常用電源設備 

（５）コンピューターシステム 

（６）水防・消防に関する施設及び設備 

（７）石油等の流出による災害を防止する施設及び設備 

（８）その他災害復旧用施設及び設備 

 

４ 復旧用資機材等の確保及び整備 

災害時に備え、復旧用資機材等の確保及び整備を図る。 

（１）復旧用資機材の確保 

（２）復旧用資機材の輸送力の確保 

（３）復旧用資機材の整備点検 

（４）復旧用資機材の広域運営 

（５）食料・医療・医薬品等生活必需品の備蓄 

（６）復旧用資機材の仮置場の確保 

 

５ 電気事故の防止 

（１）電気工作物の巡視、点検、調査等 

電気工作物を常に法令に定める技術基準に適合するように保持し、さらに事故

の未然防止を図るため、定期的に電気工作物の巡視点検（災害発生のおそれがあ

る場合には、特別の巡視）及び自家用需要家を除く一般需要家の電気工作物の調

査等を行い、感電事故の防止を図るほか、漏電等により出火に至る原因の早期発

見とその改修に努める。 

（２）広報活動 

平常時より報道機関、ウェブサイト、SNS、パンフレット、チラシ等により電

気事故防止 PRを行うとともに、県等を通じて、病院等の重要施設及び人工透析な

どの医療機器等を使用している者の災害による長時間停電に起因する二次災害を

未然に防止するため、非常用電源設備の設置や使用訓練などを要請する。 
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第３節 鉄道施設災害予防計画 

 

実施担当 鉄道事業者 

 

第１ 計画方針 

西日本旅客鉄道株式会社は、鉄道施設における災害を防止するため、線路設備の実

態を把握し、併せて周囲の諸条件を調査して災害時において常に健全な状態を保持で

きるよう災害予防対策を行う。 

 

第２ 実施内容 

１ 施設の維持、改良等 

災害を防止するため、おおむね次の事項について、防災施設の維持、改良等を行

う。 

（１）橋梁の維持補修及び改良強化 

（２）河川改修に伴う橋梁改良 

（３）トンネルの維持補修及び改良 

（４）法面、土留の維持及び改良 

（５）落石防止設備の強化 

（６）建物設備の維持、修繕 

（７）電力、通信設備の維持補修 

（８）空高不足による橋げた衝撃事故防止 

（９）線路周辺の環境条件の変化による災害予防の強化 

（10）台風及び豪雨時等における線路警戒態勢の確立 

（11）鉄道事故及び災害応急処理要領に基づく旅客対応支援体制の推進 

（12）その他防災上必要な設備改良 
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第 19 章 農林水産関係災害予防計画 
 

実施担当 産業建設課 

 

第１ 計画方針 

各種気象災害による農林水産物、農林水産業関係施設等の被害の減少を図るため、

施設整備や予防措置等の普及・指導に努める。 

 

第２ 実施内容 

１ 調査報告体制の整備 

災害の発生に際し、関係機関及び農林水産業従事者等と連携して迅速かつ的確な

農林水産業の被害調査を行うため、相互の連絡調整と体制の整備を図る。 

 

２ 農業対策 

（１）農業関係施設 

農業関係施設等の被害を未然に防止するため、農業用排水と農道の整備を積極

的に推進するとともに、平常時より気象情報に注意し、施設の巡回・点検に努め

る。 

（２）農作物 

災害時の対処を円滑に実施するため、農業従事者への情報伝達体制の整備を図

るとともに、農業協同組合等関係機関と連携し、作物別の予防措置及び対策につ

いて指導する。 

 

３ 林業対策 

（１）林業関係施設 

林道について、側溝、暗きょ等の排水施設整備、法面保護、障害物の除去、崩

壊防止等の予防措置や伐採の規制等の措置を講ずるとともに、平常時より気象情

報に注意し、治山施設の巡回・点検、補強・補修等の必要な措置を講ずる。 

（２）森林整備 

森林組合等関係機関との協力体制を確立するとともに、県、森林組合等と連携

して適切な間伐等の森林整備、病害虫や有害動物の駆除等の効果的な防除を行

い、災害に強い森林づくりに努める。 

 

４ 水産業対策 

（１）水産業関係施設 

水産業関係施設等の被害を未然に防止するため、施設の改修・補強等を図ると
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ともに、平常時より気象情報に注意し、巡回・点検に努める。また、漁船につい

て、衝突、座礁、漂流等の防止措置を講ずるよう指導する。 

（２）水産物 

漁業協同組合等関係機関との協力体制を確立するとともに、水産物被害の防止

と軽減を図るため、防災知識の普及啓発を行い、予防措置及び対策について指導

する。 

 



第２部 災害予防計画 

第 20 章 防災業務施設等整備計画 

 

 

 
85 

 

  

第 20 章 防災業務施設等整備計画 

第１節 消防施設計画 

 

実施担当 総務課、湯浅広川消防組合 

 

第１ 計画方針 

近年における災害の複雑化、多様化及び大規模化に対処するため、湯浅広川消防組

合における消防施設の計画的な整備を促進し、消防力の充実強化に努める。特に、中

高層建築物及び危険物施設等の増加に対応した消防施設の科学化を図るため、はしご

付消防ポンプ自動車、化学消防ポンプ自動車、救助工作車等の科学消防施設の整備を

促進する。 

 

第２ 実施内容 

１ 消防機械器具の整備 

消防ポンプ自動車、小型動力ポンプ等の基幹消防力の充実、特殊災害に対処する

ためのはしご付消防ポンプ自動車、化学消防ポンプ自動車等の科学消防施設の整備

拡大を促進する。 

 

２ 救助工作車・資機材の整備 

災害時における救助活動の迅速化、的確化を図るため、救助工作車・資機材の整

備を促進する。 

 

３ 化学消火薬剤の備蓄 

危険物等の火災に備えて泡消化薬剤等の備蓄を促進する。 

 

４ 消防水利の確保 

消火栓の新設、増設、防火水槽及び耐震性貯水槽等の整備により、消防水利の確

保に努める。 
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第２節 水防施設整備計画 

 

実施担当 総務課 

 

第１ 計画方針 

洪水、津波又は高潮による災害に対処するため、県及び関係機関等と連携し、水防

施設の整備を図る。 

 

第２ 実施内容 

１ 水防倉庫及び資材等 

水防箇所ごとに想定される水防工法に応じた資機材の種類、数量及びそれらを収

納する倉庫を備えるものとし、緊急時に備え、定期的に整備点検、補充を行う。ま

た、長期の保管に適さない資材等の確保については、民間取扱業者と契約しておく

などの措置を講ずるよう努める。 

 

２ 雨量、水位等観測所 

雨量、水位等の情報を正確、迅速に把握するため、県及び関係機関等と連携し、

観測施設の整備・充実と情報伝達体制の整備を図る。 
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第３節 救助物資等確保計画 

 

実施担当 総務課 

 

第１ 計画方針 

災害応急対策を円滑に実施できることを目的として、災害時、応急対策活動を迅速

に行えるよう、救助物資及び資機材等の備蓄を図り、定期的な更新を行う。 

 

第２ 実施内容 

１ 救助物資の備蓄 

食料、飲料水、生活必需品等の救助物資の備蓄を行い、定期的に補充及び更新を

行う。食料、飲料水については、備蓄量の目標を定め、常に備蓄量が目標を下回ら

ないよう努める。なお、備蓄物資の在庫管理については、物資調達・輸送調整等支

援システムを活用するものとする。 

 

２ 資機材の点検 

備蓄している防災資機材を毎年定期的に点検し、災害時の使用に問題がないよう

維持、補充及び更新を行う。 

 

３ 備蓄倉庫の整備 

災害発生時に迅速に対処するため、備蓄倉庫の整備を図る。 

 

４ 民間との協力 

災害時に救助物資及び資機材等が不足することを考慮し、さらに災害応急対策の

円滑化を図るため、関連する民間関係団体等との救助物資及び資機材等の供給に関

する協定締結を積極的に推進するなど、民間との協力体制の構築に努める。 

 

５ 家庭、事業所等における備蓄の啓発 

家庭、事業所等において、「最低３日間、推奨１週間」分の食料、飲料水を備蓄

するよう啓発する。 
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第 21 章 防災行政無線整備計画 
 

実施担当 総務課 

 

第１ 計画方針 

災害時における被害情報収集をはじめ、防災関係機関相互の通知、要請、伝達等の

通信連絡を迅速かつ円滑に行うとともに、住民への的確な情報伝達が行えるよう、通

信施設の整備・点検等を図る。 

 

第２ 実施内容 

１ 和歌山県総合防災情報システムの活用 

大容量デジタル専用回線による有線回線と第２世代地域衛星通信ネットワークに

よる衛星系回線の２ルートで県、県出先機関、県内市町村及び防災関係機関が防災

行政無線によりネットワーク化され、大災害時にも途切れにくい通信基盤を有する

和歌山県総合防災情報システムの取扱いについて平常時より習熟し、災害時に活用

できるよう努める。 

 

２ 町防災行政無線の整備 

（１）移動系 

災害現場の情報を迅速かつ的確に収集し、応急対策を円滑に実施するため、車

載移動無線機や可搬型無線機の整備充実を図る。 

（２）同報系 

地域住民に情報を迅速かつ的確に伝達するため、同報系無線の整備充実を図

る。 
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第 22 章 防災訓練計画 
 

実施担当 総務課 

 

第１ 計画方針 

災害に備えて、防災関係業務に従事する職員の災害対応力強化、防災関係機関との

連携強化及び住民の防災意識の高揚を図るため、より実践的な訓練を積極的、継続的

に実施する。 

住民は、防災訓練に積極的に参加することにより、的確な防災対応を体得するよう

努めるものとする。 

 

第２ 実施内容 

１ 防災訓練の留意点 

訓練を行うに当たっては、訓練の目的や災害及び被害を具体的に設定した上で、

防災関係機関との発災時の連絡先、要請手続等の確認を行うとともに、あらかじめ

設定した訓練効果が得られるように訓練参加者、使用する機材及び実施時間等の訓

練環境等について具体的な設定を行い、参加者自身の判断も求められる内容を盛り

込むなど、実践的なものになるように工夫する。 

また、訓練後には訓練成果を取りまとめ、課題等を明らかにし、必要に応じ体制

等の改善を行うとともに、次回の訓練に反映させるように努める。 

 

２ 防災訓練の実施 

防災関係機関等と連携し、大規模な災害を想定して、毎年１回以上の防災訓練を

実施する。防災訓練を行うに当たっては、留意点を踏まえ、より実践的なものにな

るように工夫し、訓練結果を検証することで、年々、訓練内容が充実したものにな

るように努める。 

（１）訓練内容 

災害対策本部設置・運営、職員参集、通信・情報伝達、広報、初期消火、水

防、避難誘導、津波避難、救助・救出、応急救護、防疫、救助物資輸送配布、応

急給水、応急炊き出し、廃棄物処理、その他必要な訓練等を行う。 

（２）実施時期 

訓練の内容により、最も効果のある時期を選んで実施する。 

（３）実施場所 

訓練の内容により、災害の発生するおそれのある場所等、最も効果のある場所

を選んで実施する。 
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３ 総合防災訓練 

県及び防災関係機関等と連携し、各種防災訓練の内容を総合化して、防災関係機

関、地域住民、NPO・ボランティア団体等の参加する総合的な訓練を行う。 

 

４ 防災関係機関、事業所等の訓練 

防災関係機関、事業所及び施設は、個別に、又は共同して、図上又は実地に訓練を

実施し、各関係機関は相互に十分連絡をとり協力するものとする。 

学校、医療施設、社会福祉施設、宿泊施設等にあっては、収容者等の人命保護のた

め、特に避難についての施設を整備し、避難誘導、防災機器、器具、施設、設備の作

動操作等について、計画的に訓練を実施するよう努める。 
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第 23 章 防災知識普及計画 
 

実施担当 総務課 

 

第１ 計画方針 

関係職員に対して防災教育を実施するとともに、自治会、自主防災組織、社会福祉

協議会、民生委員、企業等の多様な主体の関わりの中で、防災知識の普及に努め、災

害予防及び防災体制の充実を図る。 

その際、障害者、高齢者、外国人、乳幼児、妊産婦等の要配慮者や男女のニーズの

違い等に十分配慮した防災教育、防災知識の普及に努めるものとする。 

 

第２ 実施内容 

１ 職員に対する防災教育 

防災業務に従事する職員に対し、災害時における適正な判断力を養い、防災活動

の円滑な推進を期するため、次によりあらゆる機会を利用して防災教育の普及徹底

を図る。 

（１）教育の内容 

① 町防災計画及びこれに伴う各機関の防災体制と各自の任務分担 

② 災害対策の現状と課題 

③ 災害の原因、対策等の科学的・専門的知識 

④ 過去の主な被害事例 

⑤ 防災関係法令の運用 

⑥ 土木、建築その他地震・津波対策に必要な技術 

（２）教育の方法 

① 講習会、研修会等の実施 

② 防災活動の手引き等印刷物の配布 

③ 見学、現地調査等の実施 

④ 防災士資格の取得促進 

 

２ 住民に対する防災知識の普及 

住民の防災意識の向上を図るため、防災関係機関と連携して、次により防災知識

の普及に努める。 

（１）普及の内容 

① 防災気象に関する事項 

② 過去の主な被害事例 

③ 町防災計画の概要 
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④ 火災予防、台風時における家屋の事前補修等の災害予防の概要 

⑤ 災害対策の現状 

⑥ 平常時の心得（準備） 

ア 食料、飲料水、携帯トイレ及びトイレットペーパー等の備蓄（家庭におい

ては消費しながらの備蓄（ところてん方式）を行い、最低３日間、推奨１週

間分程度とする） 

イ 非常持ち出し品の準備 

ウ 負傷の防止や避難路の確保の観点からの家具等の転倒防止対策、ブロック

塀等の転倒防止対策、ガラスの飛散防止対策 

エ 避難路及び避難場所の把握 

オ 災害時の家族内の連絡体制の確保 

カ 要配慮者の所在把握 

キ 石綿の吸引を防ぐ防じんマスクの備蓄及び正しい活用方法の習得 

ク 家庭動物との同行避難や避難所での飼養についての準備（犬の登録・狂犬

病予防注射接種等の法令遵守、しつけ、餌の備蓄等） 

ケ 正確な情報の入手方法（県の防災わかやまメール配信サービス、和歌山県

防災ナビ等） 

コ 地震保険・共済加入の検討 

サ 自動車へのこまめな満タン給油 

⑦災害時の心得 

ア 「自らの命は自らが守る」という意識を持ち自らの判断で避難行動をとる

こと 

イ 災害情報等の聴取方法 

ウ 停電時の処置 

エ 避難場所安全レベルについての考え方 

オ 避難に関する情報の意味（「安全な場所にいる人まで避難場所に行く必要

がないこと」、「避難先として安全な親戚・知人宅等も選択肢としてあるこ

と」、「警戒レベル４で『危険な場所から全員避難』すべきこと」）の理解 

⑧ 通信確保に関する事項 

通信の仕組みや代替通信手段の提供等について利用者への周知に努めるとと

もに、災害時における通信量の増加を抑制するため，災害時の不要不急な通信

は控えるよう周知に努める。 

（２）普及の方法 

各報道機関に協力を求めるほか、各種の広報媒体を活用して周知徹底を図るも

のとする。 

① ラジオ、テレビ及び新聞の利用 

② 町ウェブサイト、広報紙、広報車の利用 
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③ パンフレットの利用 

④ 映画、スライド等による普及 

⑤ 講習会、講演会等の開催及び訓練の実施 

⑥ 防災マップ、ハザードマップ、避難カード等の作成、住民への配布 

⑦ 地震体験車の利用 

⑧ 県災害対応シミュレーションゲームの利用 

⑨ その他 

 

３ 災害教訓の伝承 

過去に起こった大災害教訓や災害文化を確実に後世に伝えていくため、大災害に

関する調査分析結果や映像を含めた各種資料を広く収集・整理し、適切に保存する

とともに、広く一般に閲覧できるよう公開に努める。また、「世界津波の日」の由

来となった濱口梧陵の精神や災害に関する石碑・モニュメント等の持つ意味を正し

く後世に伝え、地震・津波防災意識の向上に努める。 

住民は、自ら災害教訓の伝承に努めるものとし、町は、住民が災害教訓を伝承す

る取組みを支援する。 

 

４ 学校での防災教育 

児童生徒が、自らが命を守る主体者となるため、次の取組みの実施に努める。 

（１）「和歌山県防災教育指導の手引き」を活用した防災学習 

（２）歴史資料等を活用した防災文化の形成 

（３）「津波避難３原則」、「津波てんでんこ」の浸透 

（４）気象とその変化に対する科学的な見方や考え方の育成 

（５）実践的な避難訓練や地域と連携した避難訓練 

（６）身近な安全対策（耐震化、家具固定等）を子どもから発信する減災運動 
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第 24 章 自主防災組織整備計画 
 

実施担当 総務課 

 

第１ 計画方針 

住民の隣保共同の精神に基づく自主防災組織の整備充実は、防災意識の高揚並びに

災害時における人命の安全確保を図る上で重要なことであり、これの育成強化につい

て、整備を行う。 

また、多数の者が出入りし、又は利用する施設、危険物を製造若しくは保有する工

場、事業場等においても、自主的な防災組織を編成し、大規模な災害、事故等に備え

る。 

さらに、災害時行動マニュアルの作成、防災体制の整備、防災訓練等の実施、地域

の防災訓練への積極的な参加及び地域住民と連携した防災活動等、企業の災害時にお

ける地域に果たす役割を十分認識し、防災活動の促進を図る。 

 

第２ 実施内容 

１ 住民による自主防災組織 

（１）自主防災組織の設置促進 

県によるパンフレット、ポスターの作成及び座談会、講習会等の開催等を積極

的に活用し、住民の自主防災活動について普及啓発し、自主防災組織の設置を促

進する。 

（２）自主防災組織の単位 

住民が自主的な防災活動を行う上で、区単位など、実情に応じた適正な規模の

地域を単位として組織の設置を図る。 

① 住民が連帯感に基づいて防災活動を行うことが期待される地域 

② 住民が基礎的な日常生活圏として一体性を有する地域 

（３）既存組織の活用 

現在住民が自主的に防災活動を行っている組織がある場合は、新しい自主防災

組織へ発展していくよう積極的に指導する。 

特に、自治会等の最も住民に密接な関係にある組織を有効に活用して、自主防

災組織の育成強化を図る。 

（４）規約及び活動計画の策定 

自主防災組織は、地域の規模、態様によりその内容が異なるものであるが、そ

れぞれの組織において規約及び活動計画を定めておくものとする。 

（５）自主防災組織の活動 

＜平常時＞ 
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① 防災に関する知識の普及 

② 防災訓練の実施 

③ 火気使用設備器具等の点検 

④ 防災資機材の備蓄 

⑤ 近隣の高齢者、障害者、外国人、乳幼児等の要配慮者の所在把握 

＜災害時＞ 

① 情報の収集伝達 

② 出火防止、初期消火及び消防機関への協力 

③ 責任者による避難誘導、救出、救護（特に要配慮者に配慮する。） 

（６）自主防災組織への指導、助言、支援等 

住民が自主防災組織をつくり、実際に活動していくために、自主防災計画の作

成、当該自主防災組織の運営、防災資機材及び防災訓練等に対する指導、助言、

支援等を行うとともに、組織の核となるリーダーへの研修を実施する。 

 

２ 施設、事業所等における自主的な防災組織 

災害が発生した場合、中高層建築物、学校、病院等多数の者が出入りし、又は利

用する施設及び石油、ガス等の危険物を製造若しくは保管する施設又は多人数が従

事する工場、事業所においては、火災の発生、危険物類の流出、爆発等により、大

規模な災害発生が予想されるため、これらの被害の防止と軽減を図るため、施設の

代表者や責任者に対して、自主的な防災組織を編成し、あらかじめ消防、防災計画

をたてておくよう促進する。 

また、災害時行動マニュアルの作成、防災体制の整備、防災訓練等の実施、地域

の防災訓練への積極的な参加及び地域住民と連携した防災活動等、企業の災害時に

おける地域に果たす役割を十分認識し、防災活動の推進を図るよう促進する。 

 

３ 地区防災計画の策定 

自主防災組織をはじめ、一定の地区内の住民及び当該地区に事業所を有する事業

者は、当該地区における防災力の向上を図るため、共同して、防災訓練の実施、物

資等の備蓄、高齢者等の避難支援体制の構築等の自発的な防災活動に関する計画を

作成し、これを地区防災計画の素案として町防災会議に提案することができる。 

町は、町防災計画に地区防災計画を位置づけるよう提案を受け、必要があると認

めるときは、町防災計画に地区防災計画を定めるものとする。 
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第 25 章 災害時救急医療体制確保計画 
 

実施担当 住民生活課（保健福祉班） 

 

第１ 計画方針 

災害発生時における救急医療の確保については県、日本赤十字社、医師会、看護協

会、その他医療関係機関の協力を得て、医療体制等の確保に努める。 

 

第２ 実施内容 

１ 救護体制の整備 

（１）救護所の設置 

次の救護所の設置予定場所について、災害発生の状況により、必要に応じて設

置できる体制を整備する。 

① 負傷者等が集中している地域 

② 学校等の保健室 

③ 指定避難所 

④ 公共施設 

⑤ その他救護所の設置が可能な場所 

（２）連絡体制の整備 

あらかじめ県、医療関係機関と相互の連絡体制の整備を図るとともに、医療機

関相互の連絡連携体制の整備を促進する。 

 

２ 医療関係機関等との連携 

県、日本赤十字社、医師会、看護協会、その他医療関係機関の協力を得て、災害

時における救急医療体制の確保に努める。 

 

３ 医薬品、衛生材料等の確保 

負傷者が多数に上る場合や輸送が途絶し、又は困難な場合を想定して、応急救護

用医薬品、衛生材料等の備蓄に努めるとともに、「和歌山県災害時医薬品等供給マ

ニュアル」に基づき、県への要請や卸業者からの調達等による確保・供給体制の整

備に努める。 
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第 26 章 避難行動要支援者対策計画 
 

実施担当 総務課、住民生活課（保健福祉班） 

 

第１ 計画方針 

各地域における乳幼児、身体障害者、知的障害者、精神障害者、病人、難病等の患

者・児、高齢者、妊産婦、外国人など、災害に際して必要な情報を得ることや迅速かつ

適正な防災行動をとることが困難な要配慮者に対し、迅速かつ的確な対応を図るための

体制を整備する。 

 

第２ 実施内容 

平時における各地域での住民相互の助け合いや適切なケアシステムの構築が、災害時

における避難行動要支援者対策にもつながることから、住民の自立と相互の助け合いを

基調とする福祉コミュニティづくりやこれを支える保健・医療・福祉サービスの連携・

供給拠点を、体系的に整備するよう努めることとする。 

 

１ 生活保護法（昭和25年法律第144号）の適用 

災害により生活に困窮し、生活保護法による保護の必要が生じた場合、民生委員

と連絡を密にし、協議の上、速やかに保護の申請につなげるものとする。 

なお、保護の決定に当たっては、特に、救助法による救助実施の期間及びその内

容について十分留意するものとする。 

 

２ 要配慮者の把握・情報伝達体制の整備 

（１）自治会、民生委員・児童委員、自主防災組織等の活動を通じ、平常時から要配

慮者の状況を把握しておく。 

（２）障害者に対し適切な情報を提供するために専門的技術を有する手話通訳者及び

手話ボランティア等の把握に努め、派遣・協力システムを整備し、その周知に努

める。 

（３）災害時において保育を必要とする児童があるとき又は保護者を死亡等により失

った児童があるときは、速やかに次により保護するものとする。 

① 保育を必要とする児童があるときは、保育所に入所させ保育するものとする。

ただし、保育所を設置しない地域にあっては、臨時保育所を開設できるものとす

る。 

② 保護者を失った児童があるときは、有田振興局健康福祉部又は児童相談所に連

絡して保護するものとする。 
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３ 避難行動要支援者名簿の作成等 

高齢者、障害者、乳幼児等の要配慮者のうち、災害が発生し、又は災害が発生する

おそれがある場合に自ら避難することが困難な者であって、その円滑かつ迅速な避難

の確保を図るため特に支援を要する者（以下「避難行動要支援者」という。）の把握

に努め、町防災計画の定めるところにより、避難行動要支援者について避難の支援、

安否の確認その他の避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するために必要

な措置（以下「避難支援等」という。）を実施するための基礎とする名簿（以下「避

難行動要支援者名簿」という。）を作成しなければならない。 

また、地域における避難行動要支援者の居住状況や避難支援を必要とする事由を適

切に反映したものとなるよう、避難行動要支援者名簿を定期的に更新するとともに、

庁舎の被災等の事態が生じた場合においても名簿の活用に支障が生じないよう、名簿

情報の適切な管理に努める。 

さらに、避難支援等の実施に携わる関係者（以下「避難支援等関係者」という。）

として町防災計画に定めた消防機関、警察、民生委員・児童委員、社会福祉協議会、

自主防災組織等に対し、避難行動要支援者本人の同意を得ることにより、又は、町の

条例の定めにより、あらかじめ避難行動要支援者名簿を提供するとともに、多様な主

体の協力を得ながら、避難行動要支援者に対する情報伝達体制の整備、避難支援・安

否確認体制の整備、避難訓練の実施等を一層図る。その際、名簿情報の漏えいの防止

等必要な措置を講ずる。 

なお、避難行動要支援者名簿の作成に関し、次の事項を定める。 

（１）避難支援等関係者となる者 

① 消防機関（湯浅広川消防組合・町消防団） 

② 県警察（湯浅警察署） 

③ 民生委員・児童委員 

④ 町社会福祉協議会 

⑤ 自治会・自主防災組織 

⑥ 社会福祉事業者 

⑦ その他地域住民等の日常から避難行動要支援者と関わる者 

（２）名簿に掲載する者の範囲 

本町における避難行動要支援者の範囲は、生活の基盤が自宅にある者のうち、

次の基準に該当する者とする。なお、要件から漏れた者についても、自らの命を

主体的に守るため、町に対し自ら名簿への掲載を求めることができるものとす

る。 

① ひとり暮らしの 65歳以上の高齢者 

② 65歳以上の高齢者のみの世帯の者 

③ 身体障害者手帳の交付を受けている者で、その等級が２級以上の者 

④ 知的障害（療育手帳 A等）のある者 
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⑤ 精神障害者保健福祉手帳（１級）の交付を受けている者 

⑥ 介護保険の要介護３以上の居宅で生活する者 

⑦ その他、町長が認める者 

（３）名簿作成に必要な個人情報及びその入手方法 

① 名簿に記載する事項 

ア 氏名 

イ 性別 

ウ 生年月日 

エ 年齢 

オ 住所 

カ 避難行動要支援者の区分（避難等を必要とする事由） 

キ 所属自治会 

ク 避難先となる指定避難所 

ケ 電話番号等（FAX、携帯電話を含む。） 

コ 個別避難計画策定の有無 

サ 危険地域の種別（津波、洪水、土砂災害） 

② 個人情報の入手方法 

町の関係課で把握している要介護高齢者や障害者等の情報を集約するととも

に、町で把握していない情報の取得が必要な場合、県やその他の関係機関に情

報提供を求める。 

（４）名簿の更新に関する事項 

１年に１回定期的に更新するものとし、名簿の内容変更に関する届出や情報提

供があった場合、随時更新を行う。また、新たに要介護認定や障害認定を受けた

など、新たに避難行動要支援者に該当することとなった者の掲載や、転出や死

亡、社会福祉施設等への長期間の入所等、掲載の要件に該当しなくなった場合の

避難行動要支援者名簿からの削除等、掲載された情報を可能な限り最新の状態に

保つよう留意する。 

（５）名簿情報の提供に際し情報漏えいを防止するために町が求める措置及び町が講

じる措置 

① 町が講ずる措置 

ア 避難行動要支援者名簿は、当該避難行動要支援者を担当する地域の避難支

援等関係者に限り提供する。 

イ 町内の一地区の自主防災組織に対して、町内全体の避難行動要支援者名簿

を提供しないなど、避難行動要支援者に関する個人情報が無用に共有、利用

されないよう指導する。 

ウ 基本法に基づき、避難支援等関係者個人に守秘義務が課せられていること

を十分に説明する。 



第２部 災害予防計画 

第 26 章 避難行動要支援者対策計画 

 

 

 
100 

 

  

② 避難行動要支援者名簿の提供先に求める措置 

ア 避難行動要支援者名簿の施錠可能な場所への保管 

イ 受け取った避難行動要支援者名簿の必要以上の複製の禁止 

ウ 避難行動要支援者名簿提供先団体内部での取扱者の限定 

エ 避難行動要支援者名簿情報の取扱状況の報告 

オ 平常時から避難行動要支援者名簿を保有しない者に対して災害時に提供す

る場合、使用後の名簿情報の廃棄・返却等 

（６）要配慮者が円滑に避難のための立退きを行うことができるための通知又は警告

の配慮 

災害発生時に避難行動要支援者が円滑かつ安全に避難を行うことができるよう

に次のことに留意し、複数の手段を有機的に組み合わせ、災害情報を伝達する。 

① 高齢者や障害者等に応じて必要な情報を選択するとともに、要配慮者にわかり

やすい言葉や表現、説明等により、一人ひとりに的確に伝わるようにする。 

② 同じ障害であっても、必要とする情報伝達の方法等が異なることに留意する。 

（７）避難支援等関係者の安全確保 

避難支援等関係者は、本人及びその家族等の生命及び身体の安全確保を最優先

に、地域の実情や災害の状況に応じて可能な範囲で避難支援等を実施することが

原則であるため、避難支援等関係者の被災状況によっては、避難支援等が行えな

い可能性があることについて、避難行動支援者の理解を得られるよう、平常時よ

り周知徹底する。 

 

４ 個別避難計画の作成等 

名簿情報に係る避難行動要支援者ごとに、当該避難行動要支援者の同意が得られな

い場合を除き、当該避難行動要支援者について避難支援等を実施するための計画（以

下「個別避難計画」という。）を作成するよう努める。 

なお、個別避難計画の作成に関し、次の事項を定める。 

（１）個別避難計画作成の優先度の高い避難行動要支援者の範囲及び作成目標期間、

作成の進め方 

① 優先度の高い避難行動要支援者の範囲 

町の限られた体制の中で、できるだけ早期に避難行動要支援者に対して個別

避難計画が作成されるよう、浸水想定区域及び土砂災害警戒区域等の地域にお

けるハザードの状況や当事者本人の心身の状況、情報取得や判断への支援が必

要な程度、独居等の居住実態、社会的孤立の状況等により個別避難計画作成の

優先度を判断し、優先度が高い者から個別避難計画を作成するものとする。 

② 作成目標期間 

個別避難計画作成の優先度が高い者については、地域の実情を踏まえなが

ら、令和３年に改正された基本法の施行からおおむね５年程度で個別避難計画
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を作成するよう努める。 

③ 作成の進め方 

自治会、民生委員・児童委員、自主防災組織等と協力して町が優先的に支援

する計画づくりと並行して、本人や家族、地域において防災活動を行う自主防

災組織等が記入した個別避難計画のうち、町が必要と定めた情報が記載されて

いるものについても、町が作成の主体となっている個別避難計画として取り扱

うものとする。 

（２）避難支援等関係者となる者 

「３ 避難行動要支援者名簿の作成等」の「（１）避難支援等関係者となる

者」に準じる。 

（３）個別避難計画作成に必要な個人情報及びその入手方法 

「３ 避難行動要支援者名簿の作成等」の「（３）個別避難計画作成に必要な

個人情報及びその入手方法」に準じる。 

なお、避難支援等を実施する上で配慮すべき心身に関する事項等について、避

難行動要支援者本人や家族、関係者（本人と関わりのある介護支援専門員や相談

支援専門員、かかりつけ医、民生委員等）から情報を把握するものとし、その

際、個別避難計画への避難を支援する者の記載等や外部への提供に関しては、避

難を支援する者の了解を得て行うことを基本とする。 

（４）個別避難計画の更新に関する事項 

「３ 避難行動要支援者名簿の作成等」の「（４）名簿の更新に関する事項」

に準じる。 

なお、医療・福祉関係者等と連携し、その心身の状況に応じて個別避難計画を

更新するよう努めるとともに、ハザードマップの見直しや更新、災害時の避難方

法に変更があった場合にも、適時適切に更新する。社会福祉施設や病院から在宅

に移ることにより、避難確保計画や非常災害対策計画による避難支援の対象から

外れることとなった避難行動要支援者については、速やかに個別避難計画を作成

するなど、避難支援に切れ目が生じないよう留意する。 

（５）個別避難計画に記載し、又は記載された情報の提供に際し情報漏えいを防止す

るために町が求める措置及び町が講じる措置 

「３ 避難行動要支援者名簿の作成等」の「（５）名簿情報の提供に際し情報

漏えいを防止するために町が求める措置及び町が講じる措置」に準じる。 

（６）要配慮者が円滑に避難のための立退きを行うことができるための通知又は警告

の配慮 

「３ 避難行動要支援者名簿の作成等」の「（６）要配慮者が円滑に避難のた

めの立退きを行うことができるための通知又は警告の配慮」に準じる。 

（７）避難支援等関係者の安全確保 

「３ 避難行動要支援者名簿の作成等」の「（７）避難支援等関係者の安全確
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保」に準じる。 

なお、個別避難計画については、計画に基づく避難支援等が必ず実施されるこ

とを保証するものではなく、計画策定の関係者や避難支援等関係者等に対し、そ

の結果について法的な責任や義務を負わせるものではなく、あくまで避難の円滑

化や避難行動への支援の可能性を高める性格のものとして周知する。 

 

５ 社会福祉施設等の整備 

（１）避難訓練の実施 

社会福祉施設等の管理者は、災害が発生したときの避難場所、避難誘導方法そ

の他細部にわたる計画を樹立し、常に災害に注意するとともに、特に重度障害

者、寝たきり高齢者等に対する避難についての訓練を実施しておく。 

（２）避難場所の選定 

社会福祉施設等の管理者は、災害の程度種別等に応じた避難場所を選定してお

き、災害が発生したときは、入所者等の保護に万全を期する。 

（３）社会福祉施設等の対応強化 

社会福祉施設等を利用する者が、災害時に独力で自身の安全を確保するのは困

難であることから、社会福祉施設等の管理者は、防災設備・資機材等の整備、防

災教育・防災訓練の充実等に努めるとともに、災害により職員が不足して充足を

図る必要があるときは、資格保有者名簿等により選定補充に努める。 

（４）社会福祉施設等整備の充実化 

社会福祉施設等の管理者は、管理する施設について、次の措置を講ずる。 

① 災害に備え、施設・設備等の点検と整備に努める。 

② 災害に備え、自家発電機等、災害時に必要なものの整備に努める。 

③ 社会福祉施設等入所者利用状況を把握し、緊急時の食料、水及び緊急ベッド等

の確保に努める。 

④ 災害に際し、町や地域住民の連携協力が得られるよう、地域に密接した施設づ

くりに努める。 

 

６ 外国人対策 

災害発生時に言語の不自由さで外国人が孤立せず、迅速かつ的確な対応ができるよ

う、地域に住む外国人に対し、災害予防対策の周知に努める。 

（１）在住外国人の把握 

県と連絡調整の上、各地域に住む外国人について把握するよう努める。 

（２）情報伝達体制の整備 

外国人に対し適切な情報を提供するために外国語通訳者及びボランティア等の

把握に努め、派遣・協力システムの整備に努める。 

（３）予防対策等 
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① 県が和歌山県国際交流センター等を拠点として開設する外国人に対する相談窓

口を紹介するなど、災害予防対策の相談体制を整備する。 

② 在住外国人や外国人を雇用する企業、外国人生徒が通う学校等に対して、災害

予防対策に関する情報発信を行う。 

③ 避難所等でのピクトグラムや災害時多言語情報シートの利用を図る。 

④ 外国人に対して、災害時の対応及び避難場所・避難路の周知に努める。 

 

７ 災害時に特に配慮すべき事項 

災害時に、次の事項について避難行動要支援者に十分配慮する。 

（１）各種広報媒体を活用した気象情報、災害情報、避難指示等の情報提供 

（２）自主防災組織、民生委員・児童委員等地域住民の協力による避難誘導 

（３）名簿等の活用による居宅に取り残された避難行動要支援者の迅速な発見 

（４）条件に適した避難所の提供や社会福祉施設等への緊急入所等、対象者に応じた

きめ細かな対応 

（５）避難所等における避難行動要支援者の把握とニーズ調査 

（６）生活必需品への配慮 

（７）食料の配慮（やわらかい食品等） 

（８）手話通訳者、要約筆記者、ガイドヘルパー、ボランティア等の協力による生活

支援 

（９）巡回健康相談、電話等による相談や栄養相談等の重点的実施 

（10）仮設住宅の構造、仕様についての配慮 

（11）仮設住宅への優先的入居 

（12）仮設住宅入居者等への相談、訪問、安否確認 

（13）ケースワーカー等の配置や継続的なこころのケア対策 

（14）インフルエンザ等感染症の防止 

（15）社会福祉施設等の被害状況調査 

（16）医療福祉相談窓口の設置 

 

８ 保険制度の事務処理対策 

県、国及び関係機関（病院、地域包括支援センター等）と連携し、被災により被保

険者証を紛失又は提示不可能となっていても、本人確認等により必要な医療又は介護

サービスを受けられる体制の整備を進める。 

 

９ 避難行動要支援者の安全確保対策 

避難行動要支援者が災害時に安全に避難できるよう「災害時要援護者避難支援計

画」を作成し、地域自治会、町社会福祉協議会、自主防災組織及び消防団と連携し、

避難行動要支援者の安全確保を行う。 
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同 意 書 

 

※同意いただいた場合、   の欄に障害名等を記載し、避難支援等関係者に提供しま

す。 

 

避難行動要支援者は，避難支援等関係者への情報提供に同意することにより、避難支援等関係者

（地域等）から災害発生時における避難行動の際の支援を受ける可能性が高まりますが、避難支援

等関係者自身や家族などの安全が前提のため、同意によって、災害時の避難行動の支援が必ずなさ

れることを保証するものではなく、また、避難支援等関係者は、法的な責任や義務を負うものでは

ありません。 

 

上記の内容を理解し、避難の支援、安否の確認、その他の生命または身体を災害から保護をうける

ために、上記内容（氏名、生年月日、性別、住所、障害種別等の内容、連絡先等）及び障害名や病

名等を、広川町地域防災計画に定める避難支援等関係者に提供することに、 
 

□ 同意します。 

□ 趣旨を十分理解した上で、同意しません。 

 

令和  年  月  日 

氏 名                   

 

※同意の意思について、変更の申出がない限り自動継続とします。  

※避難行動要支援者情報を作成するため、避難支援等関係者が訪問調査を行いますので、その際は御

協力ください。 

フリガナ  

氏名  

生年月日  性別 男 ・ 女 

住所  

避難支援等を 

必要とする事由 

□介護保険の認定を受けている     要介護状態区分： 

□手帳所持              障害名： 

                   等 級： 

□その他 

【特記事項】 

 

 

電話番号  FAX番号  

携帯電話番号  メールアドレス  
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第 27 章 ボランティア活動環境整備計画 
 

実施担当 総務課、社会福祉協議会 

 

第１ 計画方針 

災害時において、町、県をはじめ防災関係機関は、被災者の救助・救援活動、ライフ

ラインの復旧等の災害応急対策を実施し、住民は、地域社会の中でお互いに協力して自

主的な防災活動を行うことを要求される。しかし、行政や住民の対応を超える災害にお

いては、ボランティアの迅速かつきめ細やかな対応が必要とされる。 

そのため、町社会福祉協議会だけでなく日本赤十字社、NPO・ボランティア団体等と

の連携を図り、ボランティアコーディネーター等の育成等、災害時においてボランティ

ア活動が円滑に行われるよう、その活動環境の整備に努める。 

 

第２ 実施内容 

１ ボランティアの種別 

災害時におけるボランティアは、防災ボランティア、被災地生活支援 NPO 及び一般

ボランティアに区分される。 

（１）防災ボランティア 

アマチュア無線、外国語通訳、手話、介護等の専門的な知識及び技能を必要と

する災害救援活動に当たる「専門ボランティア」とリーダーの指揮のもとに統一

されたグループとして救援活動に当たる「救援ボランティアチーム」がある。 

（２）被災地生活支援 NPO 

専門性や柔軟性、チームワークなど NPO の有する特性を生かし、被災者の支援

活動等に当たるボランティアチームである。 

（３）一般ボランティア 

救援物資の仕分け、搬送、炊き出し、物資の配布、家屋内外の片付けや軽作

業、被災者の話し相手や応援・励まし等の専門的な知識、技能を必要としない活

動に当たるボランティアである。 

 

２ 平時の活動 

（１）防災ボランティア、被災地生活支援 NPOの募集・登録 

町社会福祉協議会、県と連携して、震災等の大規模な災害が発生した場合に災

害救援活動に当たる防災ボランティアや被災者への支援活動等に当たる被災地生

活支援 NPOをあらかじめ募集・登録する。 

（２）ボランティアコーディネーターの育成 

町社会福祉協議会と連携して、災害発生時に被災地内外から駆けつける一般ボ
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ランティアや防災ボランティアの活動を円滑にし、被災地のニーズとボランティ

アを効果的に結びつける役割を担うボランティアコーディネーターの育成に努め

る。 

（３）一般ボランティアの活動環境整備 

災害発生時に被災地内外から駆けつける一般ボランティアの円滑な受入れ、ボ

ランティア組織間の連携、その他の機能を担う災害ボランティアセンターの組織

化に努め、その事務局を町社会福祉協議会に設置するとともに、活動拠点の確保

等、必要な対策を講じる。 
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第 28 章 企業防災の促進に関する計画 
 

実施担当 総務課、産業建設課（産業班） 

 

第１ 計画方針 

経済の国際化が進み、企業活動の停止が世界的に影響を及ぼしかねない状況下では、

企業も災害時に事業を継続でき、かつ、重要業務の操業レベルを早急に災害前に近づけ

られるよう、事前の備えを行うことの重要性が一層高まっている。 

企業は、災害時の企業の果たす役割（生命の安全確保、二次災害の防止、事業の継

続、地域貢献・地域との共生）を十分に認識し、各企業において防災・減災の事前対策

として事業継続力強化計画を策定し、さらに、重要業務を継続するための事業継続計画

（BCP）を策定するように努めるとともに、災害時行動マニュアルの作成、防災体制の

整備、防災訓練等の実施、事業所の耐震化、予想被害からの復旧計画策定、各計画の点

検・見直し等の実施、地域の防災訓練への積極的な参加及び地域住民と連携した防災活

動等、防災活動の推進を図る必要がある。 

そのため、企業の防災活動に対する取組みに資する情報提供等を進めるとともに、商

工会等と連携し、防災・減災の事前対策として事業継続力強化計画策定の支援に努め

る。また、計画実行への取組みを通じて、企業のトップから一般職員に至る職員の防災

意識の高揚を図り、企業の防災力向上の促進を図るものとする。さらに、事業継続計画

（BCP）の普及啓発活動等を実施し、企業が実効性のある防災体制の整備等を行うよう

働きかける。 

 

第２ 実施内容 

企業が、防災・減災の事前対策として事業継続力強化計画を策定し、さらには実効性

のある防災体制の整備として事業継続計画（BCP）の策定を行うよう、商工会等を通じ

て普及啓発を実施する。また、企業が災害時における役割を十分に認識し、防災活動の

推進を図るよう働きかける。 
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第 29 章 廃棄物処理にかかる防災体制の整備 
 

実施担当 住民生活課（住民環境班） 

 

第１ 計画方針 

平常時より、大規模な災害等により大量に発生する災害廃棄物の処理に備えた防災体

制を整備する。 

 

第２ 実施内容 

１ 災害時応急体制の整備 

不測の事態に備え、大規模災害時の具体的な行動指針となる災害廃棄物処理計画

を策定するとともに、近隣市町村及び廃棄物関係団体等との災害時の総合協力体制

を整備する。また、災害廃棄物等の仮置場の候補地の選定、広域的な処理計画等に

ついて検討を進める。 

 

２ 一般廃棄物処理施設等の浸水等対策 

一般廃棄物処理施設等の浸水等対策を促進する。 
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第 30 章 業務継続体制確保計画 
 

実施担当 総務課 

 

第１ 計画方針 

災害発生時の災害応急対策等の実施や優先度の高い通常業務継続のため、災害時に必

要となる人員や資機材等を必要な場所に的確に投入するための事前の準備体制と事後の

対応力の強化を図る必要があることから、業務継続計画の策定等により業務継続性の確

保を図る。 

 

第２ 実施内容 

庁舎等が被災するなど、行政機能の低下を伴う大規模災害が発生した場合等の業務

遂行体制を確保するため、業務継続計画（BCP）を策定する。業務継続計画の策定等に

当たっては、少なくとも町長不在時の明確な代行順位及び職員の参集体制、本庁舎が

使用できなくなった場合の代替庁舎の特定、電気・水・食料等の確保、災害時にもつ

ながりやすい多様な通信手段の確保、重要な行政データのバックアップ並びに非常時

優先業務の整理について定めておく。 

また、実効性ある業務継続体制を確保するため、地域や想定される災害の特性等を

踏まえつつ、必要な資源の継続的な確保、定期的な教育・訓練・点検等の実施、訓

練・研修等を通じた経験の蓄積や状況の変化等に応じた体制の見直し、計画の評価・

検証等を踏まえた改訂などを行う。 
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第１章 防災組織計画 

第１節 組織計画 

 

実施担当 全職員 

 

第１ 計画方針 

災害が発生し、又は発生するおそれのある場合において、必要に応じ災害対策本部を

設置し、緊急な連絡、協力のもとに災害応急対策活動を実施する。 

 

第２ 実施内容 

１ 職員防災体制 

役職名 所属 

災害担当長 副町長 

災害副担当長 総務課長（防災担当課長） 

災害担当課長 住民生活課長、産業建設課長 

（１）災害担当長は、特に気象情報等に留意し、災害が予想される事態が発生した場

合は職員の配備体制について町長の指示を受け、所要の指令を発するとともに、

管外の各関係機関と連絡を密にしながら、管内の各関係機関に連絡し、災害対策

の万全を期する。 

（２）災害担当長は、状況判断によって、警戒体制、配備体制１・２号の担当課室等

の範囲及び人員を適宜増減することができる。 

（３）災害副担当長は、災害担当長を補佐する。 

（４）災害担当課長は、常に職員の非常招集に関する連絡体制を整えておく。 

 

２ 警戒・配備体制 

気象状況等により、災害の発生が予想されるとき及び町長が必要と認めるときは災

害対策本部設置以前の体制として、おおむね次の基準による警戒・配備体制を発令

し、気象・水防・火災等の情報収集及びその通報並びに被害状況等の取りまとめ、そ

の他災害対策に関する連絡調整の万全を期する。 
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【発令の基準】 

区分 基準 動員配備人員 

被害情報 

収集体制 

（１）大雨、洪水等の注意報が発表されたとき。 

（２）波浪警報等、警戒体制１・２号及び配備体制

１・２号の発令基準に該当しない警報が発表さ

れたとき。 

・総務課長 

・防災担当職員、週番職員 

警戒体制 

（１）暴風、大雨、洪水の各警報が発表されたと

き。 

（２）台風が本町に接近するおそれがあり、波浪警

報が発表されるなど厳重な警戒を要すると認め

られたとき。 

（３）水防配備体制第１号が発令されたとき。 

（４）大規模な事故（爆発・多数の者の遭難を伴う

船舶の沈没等）が発生したとき。 

・副町長、総務課長、住民生活

課長、産業建設課長 

・防災担当職員、週番職員 

※ 災害担当長の判断で、必要

に 応 じ 消 防 協 力 班 （ 総 務

課）、職員を招集できる。 

配備体制 

１号 

（１）暴風、大雨、洪水の各警報の複数又は高潮警

報が発表されたとき。 

（２）本町が台風の暴風域内に入るおそれがあり、

かつ重大な災害が起こるおそれがあると認めら

れるとき。 

（３）水防配備体制２号が発令されたとき。 

（４）町内に土砂災害、林野火災などの災害が発生

し、被害が広範囲に及ぶおそれがあると予想さ

れるとき。 

・副町長、教育長 

・総務課・住民生活課・産業建

設課の全職員 

・税務課長、企画政策課長、議

会事務局長、教育委員会次

長、会計管理者 

・週番職員、消防協力班 

※ 災害担当長の判断で、必要

に応じ職員を招集できる。 

配備体制 

２号 

（１）救助法の適用をしなければならないような災

害が予想されるとき。 

（２）災害対策本部を設置しなければならないよう

な規模の災害が発生するおそれがあるとき。 

（３）水防配備体制３号が発令されたとき。 

（４）和歌山県内に大雨、暴風、波浪、高潮の各特

別警報が発令されたとき。 

・職員全員 

 

３ 災害対策本部 

災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合において、防災の推進を図

るため必要があると認めるときは、基本法並びに広川町災害対策本部条例（昭和 38

年広川町条例第１号）及び広川町災害対策本部規則（昭和 39 年規則第２号）に基づ

き、町本部を設置する。 

（１）設置基準 

町本部は、次の基準により設置する。 

① 救助法の適用を必要とする災害が発生し、町長が必要と認めたとき。 

② 大規模災害の発生が予想され、その対策を要すると町長が認めたとき。 

③ 災害が発生し、その規模及び範囲からして、町本部を設置してその対策を要す

ると町長が認めたとき。 

（２）廃止基準 

町本部は、次の基準により廃止する。 

① 災害発生のおそれが解消したとき。 

② 災害応急対策がおおむね完了したとき。 
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③ その他町本部長が必要なしと認めたとき。 

（３）設置場所 

町本部は、原則として町役場庁舎内に設置する。町役場庁舎が被災し、使用で

きない場合は、南広小学校又はいなむらの杜に設置する。 

（４）設置又は廃止の伝達 

町本部を設置し、又は廃止したときは、総合調整室長（副町長）が本部連絡員

を通じて各班長（各所属長）に連絡し、各班長が各班員（各課員）に伝達すると

ともに、直ちに県（有田振興局）及び関係機関に通知する。 

（５）組織 

① 組織図 

 

② 指揮命令系統 

町長を町本部長とし、副町長、教育長を広川町災害対策本部副本部長（以下

「町副本部長」という。）とする。町本部長に事故があるときは、副町長、教

育長の順位により町副本部長が指揮をとる。 

③ 本部会議 

災害に関する応急対策の総合的な基本方針を決定するため、本部長、副本部

長及び本部員で構成する本部会議を置く。会議内容は、おおむね次のとおりと

する。 

ア 気象情報・災害情報、被害状況、各防災関係機関の配備体制、各班の措置

事項等についての報告事項 

イ 応急対策への指示、各班間の調整事項、応援要請・自衛隊等への災害派遣

要請等についての協議事項 

④ 総合調整室 

副町長を総合調整室長とし、町本部長の命を受けて各班の事務の掌理、連絡

調整に当たる。また、総合調整室に本部連絡員を置く。本部連絡員は、各班の

職員で各班長の指名する１名以上の者とし、各班の連絡事務を処理する。 

⑤ 各班 

各所属長を各班長とし、各班長は、町本部長の命を受けて各班に属する応急

対策を掌理し、所属の班員を指導監督する。 

（６）町本部の編成及び事務分掌 

① 総合調整室 

総合調整室 本部会議 

本部長 町長 

副本部長 
副町長 

教育長 

本部員 
各所属長 

消防団長 

・秘書室 

・連絡調整室 

（本部連絡員） 

・湯浅広川消防組

合職員 

各班 

・救助班    ・農林水産班 

・消防水防班  ・商工業班 

・罹災証明班  ・給水班 

・防疫班    ・学校教育班 

・土木建設班  ・社会教育班 

連絡 

調整 
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室名 室長 事務分掌 

秘書室 総務課長 

（ 議 会 事 務 局

長） 

ア 本部長の秘書的業務に関すること。 

イ 各種陳情の応援、被災地慰問に関すること。 

ウ 広報に関すること。 

エ 報道機関との連絡調整に関すること。 

オ その他必要なこと。 

連絡調整室 

（本部連絡員

を含む。） 

総務課長 

（ 企 画 政 策 課

長） 

（会計管理者） 

ア 本部の運営に関すること。 

イ 上級機関への報告、連絡に関すること。 

ウ 連絡調整及び被害状況の取りまとめに関すること。 

エ 町防災会議に関すること。 

オ 命令決定事項の伝達に関すること。 

カ 職員の動員に関すること。 

キ 財務に関すること。 

ク 無線、電話の管理及び公用自動車の配車に関すること。 

ケ 気象情報に関すること。 

コ 災害応急対策用物品等の購入に関すること。 

サ 県、他の自治体等への応援要請及び受入れに関するこ

と。 

シ 自衛隊の派遣要請及び受入れに関すること。 

ス 庁舎の管理に関すること。 

セ 義援金及び見舞金等の出納に関すること。 

ソ その他必要なこと。 

② 各班 

班名 班長 事務分掌 

救助班 住民生活課長 ア 災害救助の全般的な計画実施に関すること。 

イ 救助活動に必要な情報等の収集に関すること。 

ウ 災害援助資金の融資に関すること。 

エ 災害救助に必要な食料・飲料水等の確保に関すること。 

オ 災害救助物資の輸送に関すること。 

カ 災害救助に必要な物資、資機材等の確保に関すること。 

キ 総合調整室及び各班との連絡調整に関すること。 

ク その他必要なこと。 

消防水防班 総務課長 ア 消防・水防に関すること。 

イ 消防・水防活動に必要な情報等の収集並びに気象の予警

報及び情報の収集、伝達に関すること。 

ウ 総合調整室及び各班との連絡調整に関すること。 

エ その他必要なこと。 

罹災証明班 税務課長 ア 罹災証明書の発行等に関すること。 

イ 総合調整室及び各班との連絡調整に関すること。 

ウ その他必要なこと。 

防疫班 住民生活課長 ア 災害防疫の総括に関すること。 

イ 防疫活動に必要な情報等の収集に関すること。 

ウ 医療救護及び助産に関すること。 

エ 医療関係との連絡に関すること。 

オ 環境衛生に関すること。 

カ 汚物処理に関すること。 

キ 感染症予防に関すること。 

ク 防疫用薬品の確保に関すること。 

ケ 医薬品、衛生材料等の整備及び補給に関すること。 

コ 劇毒物による事故防止に関すること。 

サ 総合調整室及び各班との連絡調整に関すること。 

シ その他必要なこと。 
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班名 班長 事務分掌 

土木建設班 産業建設課長 ア 道路、橋梁等の被害状況調査及び災害応急対策に関する

こと。 

イ 河川、海岸、港湾の被害状況調査及び災害応急対策に関

すること。 

ウ 建物の被害状況調査及び災害応急対策に関すること。 

エ 応急仮設住宅の建設に関すること。 

オ 災害復旧に関すること。 

カ 総合調整室及び各班との連絡調整に関すること。 

キ その他必要なこと。 

農林水産班 産業建設課長 ア 農地等及び農林水産関係施設の被害状況調査及び災害応

急対策に関すること。 

イ 被災農家等の経営指導に関すること。 

ウ 船舶の確保に関すること。 

エ 農林水産関係災害対策の総合調整に関すること。 

オ 被災農林水産業者に対する資金の融資に関すること。 

カ 災害に伴う農業共済に関すること。 

キ 総合調整室及び各班との連絡調整に関すること。 

ク その他必要なこと。 

商工業班 産業建設課長 ア 経済関係の被害状況調査及び災害応急対策に関するこ

と。 

イ 被災中小企業者に対する融資に関すること。 

ウ 事業所等の被害状況調査に関すること。 

エ 観光施設の被害状況調査に関すること。 

オ 総合調整室及び各班との連絡調整に関すること。 

カ その他必要なこと。 

給水班 水道事務所長 ア 上水道・下水道施設の被害状況調査及び災害応急対策に

関すること。 

イ 飲料水の供給に関すること。 

ウ 上水道・下水道施設の復旧、資機材の確保に関するこ

と。 

エ 総合調整室及び各班との連絡調整に関すること。 

オ その他必要なこと。 

学校教育班 教育次長 

（なかよし子ど

も園長） 

（学校給食共同

調理場長） 

ア 教育関係の被害状況調査及び災害応急対策に関するこ

と。 

イ 幼児施設・学校施設の災害応急対策に関すること。 

ウ 職員の動員、派遣及び救援に関すること。 

エ 臨時の授業その他学校運営に関すること。 

オ 教科書調達に関すること。 

カ 学校給食及び炊き出し物資の管理及び分配に関するこ

と。 

キ 児童生徒の保健管理に関すること。 

ク 総合調整室及び各班との連絡調整に関すること。 

ケ その他必要なこと。 

社会教育班 教育次長 ア 社会教育施設及び社会体育施設の被害状況調査及び災害

応急対策に関すること。 

イ PTA、婦人会等、社会教育団体との連絡に関すること。 

ウ 文化財の被害状況調査及び災害応急対策に関すること。 

エ その他必要なこと。 
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第２節 動員計画 

 

実施担当 全職員 

 

第１ 計画方針 

災害の予防及び災害応急対策を迅速かつ的確に実施するため、町職員の動員について

定める。 

 

第２ 実施内容 

１ 動員の伝達 

警戒・配備体制の発令時及び町本部設置時について、「自主参集（登庁）」を原

則とするが、同時に次により動員の連絡を行う。 

（１）勤務時間内 

災害担当長（副町長）の指示に基づき、庁内放送等により全職員に伝達すると

ともに、必要に応じ、災害副担当長（総務課長）より各課長へ電話等で連絡す

る。 

（２）勤務時間外 

宿日直等の職員又は警備員等は、動員を行う必要があると思われる情報（津波

注意報又は各警報の発令等）を入手した場合、次の連絡系統図に基づき、直ちに

総務課長及び防災担当職員に連絡する。総務課長は、情報を確認の上、町長及び

副町長に報告して協議し、動員を行う必要がある場合は、各課長に連絡する。各

課長は、配備指令に基づき、所管する課の職員を非常招集する。 

なお、伝達は、電話又はメール等により行うものとし、通信回線に支障が生じ

ている場合は、防災行政無線等の活用を検討する。 

 

 

２ 職員の参集方法 

（１）参集場所 

本庁へ参集する。 

（２）参集手段 

特に指定しない。 

（３）服装・携帯品 

宿日直等 総務課長 

防災担当職員 

副町長 

各課長 

町長 

各課員 
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応急活動ができる服装（作業服等）で安全な靴、帽子や手袋を着装し、ヘルメ

ット、筆記具、タオル、着替え、懐中電灯、身分証明書（名刺等）等、各自で必

要なものを携帯する。 

 

３ 動員・参集における留意点 

動員・参集においては、次の点に留意する。 

（１）勤務時間内 

① 不急の行事、会議等は中止する。 

② 勤務場所を離れるときには、所属長と連絡をとり、常に所在を明確にしてお

く。 

③ 勤務時間が終了しても、所属長の指示があるまで退庁せず待機する。 

④ 住民に不安や誤解を与えないよう発言には細心の注意を払う。 

（２）勤務時間外 

① 災害が発生し、又は発生のおそれがあることを知ったときは、関係者からの連

絡及びテレビ・ラジオ等の報道に留意するとともに、自主的に登庁し、所定の事

務を遂行する。 

② 参集できない場合には、所属長に理由、連絡先、連絡方法を知らせ、指示を受

ける。参集できる状況になった場合、直ちに参集する。 

③ 参集途中時に、可能な限り、被害状況等の情報収集に努める。 
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第２章 情報計画 

第１節 気象警報等の伝達計画 

 

実施担当 総務課 

 

第１ 計画方針 

気象、地象（地震及び火山現象を除く。）、高潮、波浪、洪水及び水防に関する警報

等の周知徹底を図る。 

 

第２ 実施内容 

１ 警戒レベルを用いた防災気象情報 

（１）５段階の警戒レベル 

警戒レベルは、災害発生のおそれの高まりに応じて居住者等がとるべき行動を

５段階に分け、住民等がとるべき行動と当該行動を住民等に促す情報（避難情報

等）とを関連づけるものである。 

（２）警戒レベル相当情報 

避難指示等の発令基準に活用する防災気象情報は、警戒レベルとの関係が明確

になるよう、５段階の警戒レベル相当情報として区分され、その提供に当たっ

て、参考となる警戒レベルも併せて提供される。 

 

２ 特別警報、警報及び注意報（津波に関するものを除く。） 

（１）特別警報 

和歌山地方気象台が、気象業務法（昭和 27年法律第 165号）に基づき、暴風、

大雨、高潮、波浪等の予想される現象が特に異常であるため、重大な災害の発生

するおそれが著しく高まっている場合、最大限の警戒を呼びかけるために発表す

る。その種類、発表基準は、「気象等に関する特別警報の発表基準」のとおりで

ある。 

なお、大雨特別警報は災害が既に発生している可能性が極めて高い状況であ

り、命を守るための最善の行動をとる必要があることを示す警戒レベル５に、高

潮特別警報は避難が必要とされる警戒レベル４に、それぞれ相当する。 

（２）警報 

和歌山地方気象台が、気象業務法に基づき、暴風、大雨、高潮、波浪、洪水等

により重大な災害の発生が予想される場合、厳重な警戒を促すために発表する。

その種類、発表の基準は、「警報・注意報発表基準一覧表」のとおりである。 

なお、高潮警報は避難が必要とされる警戒レベル４に、大雨警報（土砂災害）
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及び洪水警報は高齢者等の避難が必要とされる警戒レベル３に、それぞれ相当す

る。 

（３）注意報 

和歌山地方気象台が気象業務法に基づき、気象現象等により災害の発生が予想

される場合、注意を喚起するために発表する。その種類、発表の基準は、「警

報・注意報発表基準一覧表」のとおりである。 

なお、大雨、洪水、高潮注意報は避難行動の確認が必要とされる警戒レベル２

に相当するが、警報に切り替える可能性が高い旨に言及されている高潮注意報、

夜間から翌日早朝に大雨警報（土砂災害）に切り替える可能性が高い大雨注意報

は、高齢者等の避難が必要とされる警戒レベル３に相当する。 

（４）和歌山県気象情報 

気象の予報等について、特別警報・警報・注意報に先立って注意を喚起する場

合、特別警報・警報・注意報が発表された後の経過や予想、防災上の注意を解説

する場合に発表される。 

（５）記録的短時間大雨情報 

大雨警報発表中に、県内で、数年に一度程度しか発生しないような猛烈な短時

間の大雨が観測（地上の雨量計による観測）又は解析（気象レーダーと地上の雨

量計を組み合わせた分析）されたときに、和歌山県気象情報の一種として発表さ

れる。 

（６）竜巻注意情報 

積乱雲の下で発生する竜巻、ダウンバースト等による激しい突風に対して注意

を呼びかける情報で、雷注意報が発表されている状況下において、竜巻等の激し

い突風の発生する可能性が高まったときに、一時細分区域を対象に発表される。

また、竜巻の目撃情報が得られた場合には、目撃情報があった地域（北部、南

部）を示し、その周辺でさらなる竜巻等の激しい突風が発生するおそれが非常に

高まっている旨を付加した情報が一時細分区域を対象に発表される。この情報の

有効期間は、発表から約１時間である。 

（７）大雨警報・洪水警報の危険度分布等 

① 大雨警報（土砂災害）の危険度分布 

大雨による土砂災害発生の危険度の高まりの予測を、地図上で１km 四方の領

域ごとに５段階に色分けして示す情報で、２時間先までの雨量分布及び土壌雨

量指数の予測を用いて常時 10 分ごとに更新されており、大雨警報（土砂災害）

や土砂災害警戒情報等が発表されたときに、どこで危険度が高まるかを面的に

確認することができる。 

なお、危険度の色分けで、「非常に危険」（うす紫）と「極めて危険」（濃

い紫）は避難が必要とされる警戒レベル４に、「警戒」（赤）は高齢者等の避

難が必要とされる警戒レベル３に、「注意」（黄）は避難行動の確認が必要と
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される警戒レベル２に、それぞれ相当する。 

② 大雨警報（浸水害）の危険度分布 

大雨警報（浸水害）を補足する情報で、短時間強雨による浸水害発生の危険

度の高まりの予測を示しており、大雨警報（浸水害）等が発表されたときに、

どこで危険度が高まるかを面的に確認することができる。１時間先までの表面

雨量指数の予測値が大雨警報（浸水害）等の基準値に到達したかどうかで、危

険度を５段階に判定し、色分け表示が行われる。 

③ 洪水警報の危険度分布 

洪水警報を補足する情報で、指定河川洪水予報の発表対象ではない中小河川

（水位周知河川及びその他河川）の洪水害発生の危険度の高まりの予測を示し

ており、洪水警報等が発表されたときに、どこで危険度が高まるかを面的に確

認することができる。３時間先までの流域雨量指数の予測値が洪水警報等の基

準値に到達したかどうかで、危険度を５段階に判定し、色分け表示が行われ

る。 

なお、危険度の色分けで、「非常に危険」（うす紫）は避難が必要とされる

警戒レベル４に、「警戒」（赤）は高齢者等の避難が必要とされる警戒レベル

３に、「注意」（黄）は避難行動の確認が必要とされる警戒レベル２に、それ

ぞれ相当する。 

④ 流域雨量指数の予測値 

水位周知河川及びその他河川の各河川を対象として、上流域での降雨によっ

て、下流の対象地点の洪水危険度がどれだけ高まるかを示した情報で、６時間

先までの雨量分布の予測（降水短時間予報等）を取り込んで、流域に降った雨

が河川に集まり流れ下る量を計算して指数化した「流域雨量指数」について、

洪水警報等の基準への到達状況に応じて危険度を色分けし時系列で表示したも

のを、常時 10分ごとに更新している。 

（８）早期注意情報（警報級の可能性） 

５日先までの警報級の現象の可能性が、［高］、[中］の２段階で発表され

る。当日から翌日にかけては、時間帯を区切って和歌山県北部と南部を対象に発

表される。２日先から５日先にかけては、日単位で和歌山県全域を対象に発表さ

れる。 

なお、大雨に関して［高］又は[中］が予想されている場合、災害への心構え

を高める必要がある警戒レベル１に相当する。 
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【気象等に関する特別警報の発表基準】 

現象の種類 基準 

大雨 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る場合 

暴風 
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 

高潮 高潮になると予想される場合 

波浪 高波になると予想される場合 

暴風雪 
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 

大雪 数十年に一度の降雪量となる大雪が予想される場合 

※ 発表に当たっては、降水量、積雪量、台風の中心気圧、最大風速等について過去の災害事例に照らし

て算出した客観的な指標を設け、これらの実況及び予想に基づいて判断される。 

※ 本町では、48 時間降水量 554mm、３時間降水量 165mm、土壌雨量指数 292mm が、大雨の「50 年に一度

の値」に該当する。 
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【警報・注意報発表基準一覧表】 

令和３年６月８日現在 

発表官署 和歌山地方気象台 

広川町 

府県予報区 和歌山県 

一時細分区域 北部 

市町村等をまとめた地域 紀中 

警報 

大雨 
（浸水害） 表面雨量指数基準 21 

（土砂災害） 土壌雨量指数基準 182 

洪水 

流域雨量指数基準 広川流域=20.4 

複合基準＊１ － 

指定河川洪水予報に

係る基準 
－ 

暴風 
平均風速 陸上 20m/s 

 海上 25m/s 

暴風雪 
平均風速 陸上 20m/s 雪を伴う 

 海上 25m/s 雪を伴う 

大雪 
降雪の深さ 平地 12 時間降雪の深さ 15cm 

 山地 12 時間降雪の深さ 30cm 

波浪 有義波高 6.0m 

高潮 潮位 1.8m 

注意報 

大雨 
表面雨量指数基準 12 

土壌雨量指数基準 129 

洪水 

流域雨量指数基準 広川流域=16.3 

複合基準＊１ 広川流域=(5, 15.5) 

指定河川洪水予報に

係る基準 
－ 

暴風 
平均風速 陸上 12m/s 

 海上 15m/s 

暴風雪 
平均風速 陸上 12m/s 雪を伴う 

 海上 15m/s 雪を伴う 

大雪 
降雪の深さ 平地 12 時間降雪の深さ 5cm 

 山地 12 時間降雪の深さ 15cm 

波浪 有義波高 3.0m 

高潮 潮位 1.3m 

雷 落雷等により被害が予想される場合 

融雪  

濃霧 視程 
陸上 100m 

海上 500m 

乾燥  

なだれ 最小湿度 35％で実効湿度 60％ 

低温 沿岸部で最低気温-4℃以下 

霜 3 月 20 日以降の晩霜 最低気温 3℃以下 

着氷  

着雪 
24 時間降雪の深さ：平地 20cm 以上、山地 40cm 以上 

気温：-2℃～2℃ 

記録的短時間大雨情報 １時間雨量 110mm 
＊１ （表面雨量指数，流域雨量指数）の組み合わせによる基準値を表している。 

※ 洪水の欄中、「広川流域=16.3」は、「広川流域の流域雨量指数 16.3 以上｣を意味する。 
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（５）特別警報・警報・注意報における細分区域 

和歌山地方気象台が特別警報・警報・注意報を発表する場合は、二次細分区域

単位で発表される。 

 

【気象警報・注意報や天気予報の発表区域の図】 

 
※ 太実線で囲まれた区域が一時細分区域を表し、囲み文字でその名称を記している。灰色の実線で囲ま

れた区域が二次細分区域を表し、影付き文字でその名称を記している。色分けされた区域が市町村等を

まとめた地域を表し、点線囲み文字でその名称を記している。 
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３ 火災気象通報 

消防法に基づいて和歌山地方気象台が、気象の状況から火災の危険があるとき

に、その状況を県知事に通報し、県から町に通報される。町長は、この通報を受け

た又は気象の状況が火災の予防上危険であると認めるときは、火災に関する警報を

発することができる。火災気象通報が行われる基準は、「乾燥注意報（最小湿度

35％以下で実行湿度 60％以下）」又は「強風注意報（平均風速 12m/s）以上」の基準

に該当すると予想された場合だが、降雨、降雪が予想される場合は、通報は行われ

ない。 

 

４ 水位周知河川の水位情報 

水位周知河川の水位とは、住民の避難等の目安となる水位であり、この水位への到

達情報の提供を受けることにより避難等の迅速な判断が可能になり、洪水被害の軽減

が図られる。本町では、広川が水位周知河川に指定されており、指定された推移に到

達した場合、県から水位情報が通知される。 

 

【水位発表区域等】 

河川名 区域 
対象 

量水標 
水位 観測者 堤防高 

広川 

河瀬橋下流 300m 地点 

（右岸）有田郡広川町河瀬 

（左岸）有田郡広川町井関 

から海まで 

新広橋 

氾濫危険水位  2.40 

避難判断水位  2.00 

氾濫注意水位  2.00 

水防団待機水位 1.70 

有田振興局 

建設部 

左岸 5.0 

右岸 5.0 

 

５ 土砂災害警戒情報等 

（１）土砂災害警戒情報 

土砂災害警戒情報は、気象業務法及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防

止対策の推進に関する法律（平成 12 年法律第 57 号。以下「土砂災害防止法」と

いう。）に基づき、和歌山県と和歌山地方気象台が共同で発表するもので、大雨

警報（土砂災害）発表中において、大雨による土砂災害発生の危険度がさらに高

まり、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、町の防災

活動や避難行動を支援するために市町村単位で発表される。また、土砂災害警戒

避難基準について、震度５強以上の地震を観測した場合に暫定基準が適用され、

その他、通常基準よりも少ない雨量により対象とする土砂災害の発生が想定され

る事象が発生した場合に暫定基準が適用される場合がある。 

なお、土砂災害警戒情報は避難が必要とされる警戒レベル４に相当する。 

（２）土砂災害緊急情報 

土砂災害防止法に基づき、河道閉塞による湛水を発生原因とする土石流又は河

道閉塞による湛水、地すべりによる重大な土砂災害の急迫している状況におい

て、国又は県が緊急調査を実施し、被害が想定される土地の区域及び時期に関す
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る情報を発表するものである。 

 

６ 警報等の伝達 

（１）気象警報等の伝達経路 

 

※ ＊１は、全国瞬時警報システム（J-ALERT）による。 

※ ＊２は、特別警報、警報のみ伝達する。 

※ ＊３は、防災わかやまメール配信サービス、エリアメール、緊急速報メールにより伝達する（エリア

メール、緊急速報メールについては、土砂災害緊急情報、指定河川洪水で緊急を要するとき。）。 

※ ＊４は、夜間等の代行により NHK 大阪放送局へ伝達する場合がある。 

※ 二重線で囲まれている機関は、気象業務法施行令（昭和 27 年政令第 471 号）第８条第１号の規定に

基づく法定伝達先 

※ 点線の経路は、特別警報が発表された際に、通知又は周知の措置が義務づけられている伝達経路 

 

 

気
象
庁
又
は
大
阪
管
区
気
象
台 

和
歌
山
地
方
気
象
台 

ア
デ
ス 

防
災
情
報
提
供
シ
ス
テ
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住
民
・
そ
の
他 

和歌山県（防災企画課） 

和歌山海上保安部（警備救難課） 

関西電力送配電和歌山支社 

陸上自衛隊信太山駐屯地第 37 普通科連隊 

県関係機関 

有田振興局（建設部） 

県庁内各課 

湯浅広川消防組合 

防災関係機関 

西日本電信電話株式会社＊２ 

消防庁 

＊１ 

広川町 

県地方機関＊３ 

水防管理団体 

NHK和歌山放送局（放送部）＊４ 

近畿地方整備局和歌山河川国道事務所 近畿地方整備局紀南河川国道事務所 

海南海上保安署 在港船舶 

和歌山県警察本部（警備課） 湯浅警察署 

和歌山放送 

テレビ和歌山 
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（２）土砂災害警戒情報伝達経路 

 

※ ＊は、夜間等の代行により NHK 大阪放送局へ伝達する場合がある。 

 

（３）町の措置 

① 県の機関又は警察の機関から警報等を受領した場合は、速やかにその内容に応

じた適切な措置を講ずるとともに、住民、町内の官公署、学校、団体等に対して

も必要な事項を周知させてその徹底を図る。周知方法は、おおむね次のとおりと

する。 

ア 広報車等による。 

イ 防災行政無線（戸別受信機を含む。）による。 

ウ 伝達組織を通じる。 

エ サイレン等による。 

② ①の周知徹底のため、あらかじめ関係者の間において警報等の受領、伝達、そ

の他の取扱いに関して必要な事項を協議しておくとともに、勤務時間外及び停電

時における受領、伝達についても支障のないよう措置しておく。 

③ 県の機関から警報等を受領した場合には、解除になるまでは放送局の放送によ

り、状況を聴取するよう努める。 

④ 災害の発生のおそれがあるような場合において異常な現象を認めたときは、警

報等の逆経路その他により、速やかに県の機関に対し必要な情報を通報する。 

⑤ 警報等の受領、伝達担当者の決定及び記録の整備に関して、県に準じた措置を

講じておく。 

 

７ 異常現象を発見した者の措置 

和歌山県総務部 

危機管理局災害対策課 
国土交通省 

和歌山河川国道事務所 

海上保安庁 

和歌山海上保安部 和歌山県警察本部 

関西電力送配電 

和歌山支社 

NHK 和歌山放送局＊ 
テレビ和歌山 

陸上自衛隊 

信太山駐屯地 

和歌山放送 

防災関係機関 

湯浅広川 

消防組合 

県関係機関 

広川町 

水防関係団体 住民 

和歌山県県土整備部 

河川・下水道局砂防課 
和歌山地方気象台 

有田振興局 

共同発表 
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災害が発生するおそれのある異常な現象を発見した者は、次の方法により関係機

関に通報する。 

（１）発見者の通報 

異常現象を発見した者は、町長、警察官又は海上保安官に通報する。 

（２）警察官等の通報 

異常現象を発見し、又は通報を受けた警察官又は海上保安官は、町長及び所轄

警察署長に通報する。 

（３）町長の通報 

（１）・（２）によって異常現象を承知した町長は、速やかに和歌山地方気象

台に、また、災害の予想される他の市町村長及び関係のある県の地方機関に対し

て通報する。なお、和歌山地方気象台に通報する異常現象は次に示すものとす

る。 

① 気象に関する事項、竜巻、強い降ひょう、豪雨等、著しく異常な気象現象 

② 水象に関する事項、異常潮位（津波を含む。）、異常波浪 

③ 地震に関する事項、群発地震（数日間以上にわたり、頻繁に感じるような地

震）と災害を伴う大地震 

（４）周知徹底 

異常現象を発見し、また通報を受けた場合、各関係機関は、その現象による災

害が予想される地域の住民及び関係機関に周知徹底を図る。 
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第２節 被害情報等収集計画 

 

実施担当 総務課 

 

第１ 計画方針 

災害時における被害情報等の収集は、災害応急対策を迅速かつ確実に実施する基礎と

なるものであり、町及び防災関係機関は、災害が発生した場合又は発生が予想される場

合は、速やかに管内の状況を把握して和歌山県総合防災情報システムに入力し県知事に

報告する。 

 

第２ 実施内容 

１ 被害情報の早期収集 

概括的被害情報、ライフライン被害の範囲、医療機関へ来ている負傷者の状況等、

被害の規模を推定するための関連情報や 119 番通報が殺到する状況等の情報を積極的

に収集する。 

また、職員は、参集途上において把握できた被災状況を参集途上又は参集後に、速

やかに所属長に報告する。 

 

２ 災害報告責任者 

災害時の被害状況の把握は、災害対策業務執行上極めて重要なものであることか

ら、災害担当長（副町長）を報告責任者と定める。 

 

３ 県への報告 

（１）報告すべき災害 

暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、その他異常な現象、大規模な火

事・事故・爆発、放射性物質の大量放出等、基本法第２条第１号に規定する原因

により生じる被害とする。 

（２）報告の基準 

① 救助法の適用基準に合致する場合 

② 町本部を設置した場合 

③ 災害による被害に対して国の特別の財政援助を要する場合 

④ 災害による被害が当初は軽微であっても、今後①～③の要件に該当する災害に

発展するおそれがある場合 

⑤ 地震が発生し、震度４以上を記録した場合 

⑥ その他災害の状況及びそれが及ぼす社会的影響等からみて報告する必要がある

と認められる場合 
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（３）災害報告の種類 

① 災害即報（消防庁指定第４号様式） 

② 被害状況報告（被害状況報告及び附表・明細表） 

（４）災害即報及び被害状況報告要領 

① 災害即報 

ア 災害即報は、災害の総合的な応急対策をたてる基礎となるものであり、人

及び家屋被害を優先して報告する。 

イ 災害即報は、次の系統によって迅速に行うものとする。ただし、通信途絶

等により被害状況等を県に報告できない場合は、基本法第 53 条第１項に基づ

き、内閣総理大臣（消防庁）に直接報告する。なお、県と連絡がとれるよう

になった後の報告については、原則に戻って県に対し行う。 

ウ 119番殺到状況については、県の他、直接国へも報告する。 

エ 町及び県機関並びに防災関係機関は、報告すべき災害の発生を覚知したと

きは、覚知後 30 分以内で可能な限り早く、わかる範囲で、国(消防庁)へその

一報を報告するものとし、以後、即報様式に定める事項について、判明した

もののうちから逐次報告する。 

オ 報告に当たっては、和歌山県総合防災情報システム、地域衛星通信ネット

ワークシステム、消防防災無線、加入電話等によって即報するもので、即報

が二報以上にわたるときは、先報との関連を十分保持するために一連番号を

付して報告現時を明らかにする。 

カ 災害即報事項は、湯浅警察署をはじめ関係機関と十分連絡を保った上で行

う。特に、町本部においては、防災担当課と被害区分に応じた関係課の連絡

を密にする。 
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【災害即報系統図】 

 

※ 通信途絶等により被害状況等を県に報告できない場合は、基本法第 53 条第１項に基づき、内閣総理

大臣（消防庁）に直接報告すること。なお、県と連絡がとれるようになった後の報告については、原則

に戻って県に対し行うものとする。 

 

通常時 

（消防庁応急対策室） 

地域衛星通信 

ネットワーク 

防災電話番号：7-048-500-90-49013 

防災 FAX 番号：7-048-500-90-49033 

NTT 回線 
電話番号：03-5253-7527 

FAX 番号：03-5253-7537 

夜間・休日等 

（消防庁宿直室） 

地域衛星通信 

ネットワーク 

防災電話番号：7-048-500-90-49102 

防災 FAX 番号：7-048-500-90-49036 

NTT 回線 
電話番号：03-5253-7777 

FAX 番号：03-5253-7553 

※ 消防機関への通報が殺到した場合、その状況を直ちに消防庁及び県に対し報告すること。 

※ 支部総務班を通じて本部総合統制室に被害状況等を報告するほか、状況によって本部総合統制室に直

接報告すること。 

※ 町本部が設置されない場合も上図に準じる。 

※ 点線は、連絡調整をする関係機関である。 

県防災会議 

県支部総務班 

（有田振興局地域振興部） 

県本部総合統制室 

（県総合防災課） 

広川町災害対策本部 

湯浅広川消防組合 

陸上自衛隊 

第 37 普通科連隊 

県警察本部警備課 

県支部関係班 

有田振興局各部主務課 

その他県地方機関 

県本部各部関係班 

（県各部主務課） 

県本部各部幹事班 

（県各部主管課） 

防災関係機関 

湯浅警察署 

内閣総理大臣 

（消防庁） 
中央防災会議 

通報 

報
告 
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【災害即報の様式】 

 

第４号様式（その１）

年 月 日 時 分

月 日 時 分

（災害概況即報） 報告日時

都道府県

消防庁受信者氏名
市町村

（消防本部名）

半壊 棟 床下浸水

災害名　　　　　　　　　　　　（第　　報） 報告者名

災
害

の
概
況

発生場所 発生日時

住家
被害

全壊 棟

被
害

の
状
況

人的
被害

死　者 人

119番通報の件数

棟

うち

災害関連死者 人

床上浸水

棟

軽傷 人
一部破損 棟 未分類 棟

重傷 人

自 衛 隊 派 遣
要 請 の 状 況

その他都道府県又は市町村が講じた応急対策

（注）　第１報については、迅速性を最優先とし可能な限り早く（原則として、覚知後30分以内）
　　　分かる範囲で記載して報告すること。（確認がとれていない事項については、確認がとれて
　　　いない旨（「未確認」等）を記入して報告すれば足りること。）
（注）　住家被害のうち、その程度が未確定のものについては、「未分類」の欄に計上すること。

不　明 人

設 置 状 況

応
急

対
策
の
状

況

災 害 対 策 本 部 等 の（都道府県） （市町村）

消 防 機 関 等 の
活  動  状  況

（地元消防本部、消防団、消防防災ヘリコプター、消防組織法第39条に基づく応援消防本部等に

ついて、その出動規模、活動状況等をわかる範囲で記入すること。）
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第４号様式（その１）　別紙
都道府県名

（避難指示等の発令状況）

発令日時 発令日時 発令日時

対象世帯数(※) 対象人数(※) 解除日時 対象世帯数(※) 対象人数(※) 解除日時 対象世帯数(※) 対象人数(※) 解除日時

※　対象世帯数等を確認中の場合は、空欄にせず「確認中」と記載すること。

（　　　　　　　　　　　）

市町村名
緊急安全確保 避難指示 高齢者等避難
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② 被害状況報告 

ア 被害状況報告は、災害応急対策及び災害復旧の基礎となり、正確な調査に

より報告を要するものだが、状況に応じて概況、中間、確定報告と段階的に

行う。 

イ 被害状況報告事項は、次の系統によって行う。 

ウ 被害確定報告は、災害応急対策を終了した後速やかに行う。なお、通信途

絶等により県に報告できない場合、内閣総理大臣（消防庁）に直接報告す

る。 

 

【被害状況報告系統図】 

 

※ 県本部が設置されない場合も上図に準じる。 

※ 点線は、連絡調整をする関係機関である。 

 

県支部関係班 

有田振興局各部主務課 

その他県地方機関 

県本部総合統制室 

（県災害対策課） 

内閣総理大臣 

（消防庁） 

県本部各部関係班 

（県各部主務課） 

県本部各部幹事班 

（県各部主管課） 

広川町 

災害対策本部 

県支部総務班 

（有田振興局地域振興部） 

和歌山県 

総合防災 

情報システム 
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【被害状況報告の様式】 
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【被害状況認定及び報告書記入の基準】 

被害の種類 報告番号 基準 

人

的

被

害 

死 者 １ 

当該災害が原因で死亡し、死体を確認したもの。又は死体を

確認することができないが、死亡したことが確実なものとす

る。 

行 方 不 明 ２ 
当該災害が原因で所在不明となり、かつ死亡の疑いのあるも

のとする。 

重 傷 者 ３ 
災害のため負傷し、医師の治療を受け、又は受ける必要のあ

るもののうち１月以上の治療を要する見込みのもの。 

軽 傷 者 ４ 
災害のため負傷し、医師の治療を受け、又は受ける必要のあ

るもののうち１月未満で治療できる見込みのもの。 

住

家

被

害 

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。 

世 帯  生計を一つにしている実際の生活単位をいう。 

住 家 全 壊 

（ 全 壊 ・ 流 失 ） 
５～７ 

住家が滅失したもので、具体的には住家の損壊若しくは流出

した部分の床面積が、その住家の延べ面積の 70%以上に達し

たもの又は住家の主要構造部の被害額が、その住家の時価の

50%以上に達した程度のものとする。 

住 家 半 壊 

（ 半 壊 ） 
８～10 

住家の損壊が甚だしいが、補修すれば元通りに使用できるも

ので、具体的には損壊部分が、その住家の延べ面積の 20%以

上 70%未満のもの又は住家の主要構造部の被害額が、その住

家の時価の 20％以上 50%未満のものとする。 

一 部 損 壊 11～13 

全壊及び半壊にいたらない程度の住家の破損で補修を必要と

する程度のものとする。ただし、ガラスが数枚破損した程度

のごく小さなものは除く。 

床 上 浸 水 14～16 

住家の床より上に浸水したもの及び全壊・半壊には該当しな

いが、土砂竹木の堆積により一時的に居住することができな

いものとする。 

床 下 浸 水 17～19 床上浸水にいたらない程度に浸水したものとする。 

り

災

者 

り 災 世 帯 20 

災害により被害を受け、通常の生活を維持することができな

くなった生計を一にしている世帯で、全壊・半壊、床上浸水

により被害を受けた世帯をいう。 

り 災 人 員 21 り災世帯の構成人員をいう。 

非

住

家 

非 住 家  

住家以外の建物で、この報告中他の被害箇所項目に属さない

ものとする。これらの施設に人が居住しているときは、当該

部分は、住家とする。 

公 共 建 物 22～26 公用又は公共の用に供する建物。 

そ の 他 27～29 
公共建物以外の倉庫、土蔵、車庫等の建物（全壊・半壊した

もののみ）をいう。 

文

教

施

設 

文 教 施 設 30～33 

小、中、高校、盲学校、ろう学校、支援学校、幼稚園におけ

る教育の用に供する施設。全壊・半壊は、住家の全壊・半壊

に準じるものとする。 

農

地 

田 畑 の 流 失 埋 没 34～37 

田の耕土が流失し、又は砂利等の堆積のため、耕作が不能に

なったものとする。畑については、田の例に準じて取り扱う

ものとする。 

田 畑 の 冠 水 34～37 

田については、稲の先端が見えなくなる程度に水につかった

ものとする。畑については、田の例に準じて取り扱うものと

する。 

畦 畔 38 田及び畑の畦畔をいう。 

一 般 林 地 39 
41林業用施設、44～50の土木施設に含まれるもの、87林産施

設以外のものとする。 
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被害の種類 報告番号 基準 

農 林 水 産 施 設 40～43 

農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する

法律（昭和 25 年法律第 169 号）の補助対象施設（農地、農業

用施設、林業用施設、漁業用施設、共同利用施設）とする。 

土 木 施 設 44～50 

公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法（昭和 26年法律第 97

号）による国庫負担の対象となる施設（河川、海岸、砂防設

備、林地、荒廃防止施設、地すべり防止施設、急傾斜地崩壊

防止施設、道路、港湾、漁港、下水道）とする。 

衛

生

関

係

施

設 

病 院 51 
公衆又は特定多数人のため、医業又は歯科医業をなす場所で

あって患者 20 人以上の収容施設を有するものをいう。 

水 道 52 
水道とは、上水道、簡易水道、飲料水供給施設であって公共

のものをいう。 

清 掃 関 係 施 設 53 
し尿処理施設、ごみ処理施設（焼却、破砕、圧縮等を含む。）

であって公共のものをいう。 

商 工 関 係 54 
建物以外の商工被害（工業原材料、商品、生産機械器具等）

をいう。 

交

通

通

信 

が け く ず れ 55 崩土等により通行止になった箇所（道路のみ）をいう。 

鉄 道 不 通 56 
汽車、電車等の運行が不能となったもの（異常気象による運

休を含む。）をいう。 

船 舶 被 害 57 ろ、かいのみをもって運転する以外の船をいう。 

通 信 被 害 58 通信不能となった電話回線数をいう。 

公 立 文 教 施 設 61 公立の文教施設をいう。 

農 林 水 産 業 施 設 62～67 34～38、40～43 に該当するものの被害額をいう。 

土 木 施 設 68～75 44～50 に該当するものの被害額をいう。 

そ

の

他

の

公

共

施

設 

病 院 76 51 に該当するもののうち公立病院の被害額をいう。 

水 道 77 52 に該当するものの被害額をいう。 

清 掃 施 設 78 53 に該当するものの被害額をいう。 

県（一般、公営企

業 、 公 社 ） 

市 町 村 

79～81 

文教施設、農林水産業施設、公共土木施設以外の公共施設の

被害額をいう。 

公共施設被害市町村数 85 公共施設に被害のあった市町村の数をいう。 

そ

の

他 

農 産 被 害 86 
農林水産業施設以外の農産（ビニールハウス、農作物等）の

被害額をいう。 

林 産 被 害 87 
農林水産業施設以外の林産（立木、苗木等）の被害額をい

う。 

畜 産 被 害 88 
農林水産業施設以外の畜産（家畜、畜舎等）の被害額をい

う。 

水 産 被 害 89 
農林水産業施設以外の水産（のり、魚介、漁船等）の被害額

をいう。 

商 工 被 害 90 54 に該当するものの被害額をいう。 

そ の 他 91 61～90 の各項に該当しないものをいう。 
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③ 被害種別系統 

被害区分 町から県への報告先 県本庁主務課 

人的被害及び住宅等一般 有田振興局健康福祉部 福祉保健総務課 

土木関係 有田振興局建設部等 県土整備部各課 

農業関係 有田振興局農業振興課 農林水産部各課 

耕地関係 有田振興局農地課 農業農村整備課 

林業関係 有田振興局林務課 
林業振興課 

森林整備課 

水産関係 有田振興局企画産業課 水産振興課 

漁港関係 有田振興局建設部等 港湾漁港整備課 

公共施設関係 
有 田 振 興 局 地 域 振 興

部・健康福祉部各課 
各部関係各課 

商工業関係 有田振興局企画産業課 商工観光労働部各課 

観光関係 有田振興局企画産業課 観光振興課 

自然公園関係 有田振興局健康福祉部 環境生活総務課 

衛生関係 湯浅保健所 

環境生活部 

福祉保健部 

関係各課 

その他 有田振興局地域振興部 
関係各課（室） 

災害対策課 

災害に対してとられた措置の概要 同上 同上 

 

４ 被害の収集及び調査要領 

（１）被害状況等の収集と調査は、関係機関、諸団体及び住民組織等の応援を求めて

実施する。初期の状況について、各地区の区長は、各地区の被害状況を取りまと

めて町長に報告する。 

（２）災害が発生したときは、各班の担当が直ちに被害状況等を調査する。 

（３）被害調査に当たっては、県の定める「被害状況認定及び報告書記入の基準」に

基づき判定する。 

（４）被害が甚大なため町における被害状況等の収集及び調査が不可能なとき又は調

査に専門的な技術を必要とするときは、県に応援を求めて実施する。 

（５）状況の収集、調査に当たっては、警察、県機関及びその他の関係機関と十分連

絡をとる。 

（６）最終的には、おおむね被害状況報告に準じた総括表にまとめておく。 
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第３節 災害通信計画 

 

実施担当 総務課、企画政策課 

 

第１ 計画方針 

気象注警報等の伝達や災害時における市町村の被害情報の収集をはじめ、町、県、防

災関係機関相互間の通知、要請、指示、通報、伝達等の通信連絡を迅速かつ円滑に行う

ためにその要領を定めるとともに、非常の場合における通信連絡を確保するため、公衆

電気通信設備の優先利用及び他機関との連携による非常通信の利用を図る。 

なお、災害時のあらゆる状況に対応し、また孤立する危険のある地域の被災者や帰宅

困難者等にも対応できるよう、移動系防災行政無線や衛星携帯電話等のあらゆる通信手

段を検討し、通信手段の多様化・複数化に努めることとする。 

 

第２ 実施内容 

１ 災害時における通信連絡の基本 

災害時の通信連絡は、有線電話、県防災電話、防災行政無線等のうち、最も迅速な

方法で実施するとともに、大容量デジタル専用回線による有線回線及び第２世代地域

衛星通信ネットワークによる衛星系回線を持つ和歌山県総合防災情報システムを活用

する。なお、災害に関する通信が緊急を要するものである場合は、基本法第 57 条に

基づき、電気通信事業者の電気通信設備の優先的利用、警察事務、消防事務、水防事

務等の有線電気通信設備及び無線設備の使用、放送事業者に放送を行うことを求める

ことができる。 

 

２ 災害時有線電話等 

（１）災害時有線電話 

災害時における非常通信・重要通信の迅速かつ円滑な実施を図り、かつ輻輳を

避けるため、災害時優先電話をあらかじめ登録し、重要通信の確保を図る。災害

時においては、災害時優先電話を平常業務に使用することを制限するとともに、

災害時優先電話に連絡責任者を配置し、迅速かつ円滑な通信連絡を確保する。 

（２）非常電報及び緊急電報 

天災、事故その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害

の予防若しくは救援、交通・通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のた

めに必要な事項を内容とする電報は非常電報として、非常電報以外の公共の利益

のため、緊急を要する事項を内容とする電報は緊急電報として、それぞれ他の電

報に優先して伝送及び配達される。非常電報及び緊急電報は、電報サービス取扱

所の窓口又は 115番に非常電報であることを告げて申し込むことができる。 
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３ 有線通信途絶時の措置等 

（１）県、他市町村等との通信 

県、県出先機関、県下市町村、各消防本部及び防災関係機関との通信は、和歌

山県総合防災情報システムを活用し、有線回線及び第２世代地域衛星通信ネット

ワークによる衛星系回線にて行う。なお、衛星系回線を利用すれば、全国の都道

府県、市町村、消防本部及び総務省等との通信が可能である。 

（２）庁内各班との連絡 

災害現場等に出動している各班との連絡は、町防災行政無線又は携帯電話によ

り行う。また、必要に応じ、災害現場等に伝令を派遣する。 

（３）非常通信 

災害等の非常の事態が発生した場合等において、有線通信の利用が不能又は著

しく困難な場合、電波法（昭和 25 年法律第 131 号）第 52 条の規定に基づき非常

通信を行うことができるため、無線通信施設の利用を他機関に依頼し、通信の確

保を図る。 

（４）災害時の伝言ダイヤルの運用 

西日本電信電話株式会社の運用する災害時伝言ダイヤル（171）の利用につい

て住民に周知し、電話回線の輻輳の回避に努める。 
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第４節 災害広報計画 

 

実施担当 総務課、企画政策課 

 

第１ 計画方針 

災害が発生し、又は発生するおそれのある場合は、住民に対して応急対策又は応急復

旧等に関する情報を周知し、民心の安定及び被害の拡大防止を図るため、迅速適切な広

報活動を行う。 

また、被災地外の地域の住民に対して、適切な被害情報を提供することにより、広域

的な応援体制の確立に資するよう努める。 

 

第２ 実施内容 

１ 広報担当者 

災害時における広報活動は、原則として総合調整室の秘書室を通じて行う。 

 

２ 広報資料の収集 

被害情報等の収集に加え、次のことに努める。 

（１）秘書室に写真担当を置き、状況に応じ現地に派遣して災害現場写真を撮影す

る。 

（２）町本部各班にて撮影した災害現場写真を収集する。 

（３）町本部各班は、住民への広報資料の提供を積極的に行う。 

 

３ 広報事項 

高齢者、障害者、外国人等の要配慮者に配慮し、簡潔にして要領を得たものとす

るよう留意し、おおむね次の事項について広報する。 

（１）被害の状況 

（２）気象予警報に関する情報 

（３）二次災害に関する情報 

（４）住民に対する高齢者等避難、避難指示、緊急安全確保の発令状況 

（５）医療救護所及び避難所の開設状況 

（６）被災者の安否に関する情報 

（７）町本部の設置及び応急対策実施状況 

（８）ライフラインの被害及び復旧見通し状況 

（９）主要道路状況 

（10）交通機関の運行状況及び交通規制の状況 

（11）住民の心得等民心の安定及び社会秩序保持のための必要事項 
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（12）その他生活情報等必要と認める情報 

 

４ 広報手段 

住民に対する広報手段は、状況に応じ、次の方法により実施する。 

（１）防災行政無線（戸別受信機を含む。）による広報 

（２）広報車による巡回広報 

（３）自治会・自主防災組織等の協力による広報 

（４）広報紙、チラシ、ポスター等による広報 

（５）ラジオ、テレビ、新聞等報道機関の協力による広報 

（６）町ウェブサイト、SNS 等による広報 

① ウェブサイト https://www.town.hirogawa.wakayama.jp/ 

② Facebook https://www.facebook.com/bousai.hirogawa/ 

③ Instagram https://www.instagram.com/hirogawa_town_wakayama/ 

（７）エリアメールによる広報 

NTT ドコモ、KDDI、ソフトバンク、楽天モバイルの４社と緊急速報メール・エ

リアメールサービスの契約を締結しており、緊急時に、住民だけでなく観光客等

に対しても災害情報を発信する。 

 

５ 報道機関に対する報道要請 

町が緊急警報放送の放送要請を行う場合は、原則として有田振興局を経由して県

知事あてに、放送要請の理由、放送事項、希望する放送日時等を明らかにして要請

する。ただし、県との通信途絶等特別の事情がある場合は、町から直接放送局に対

して要請できる。 

 

６ 住民からの問い合わせへの対応 

必要に応じ、発災後速やかに住民等からの問い合わせに対応する専用電話を備え

た窓口の設置、人員の配備等体制の整備を図る。 

また、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、安否情報の適切な提供のために

必要と認めるときは、関係地方公共団体、消防機関、県警察等と協力して、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

受けるおそれがある者等が含まれる場合は、その加害者等に居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よう努める。 
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第３章 消防計画 
 

実施担当 総務課、水道事務所 

 

第１ 計画方針 

消防機関は、防災関係機関と連携を保ちつつ、その全機能をあげて消火活動を実施す

るものとし、具体的な事項については、湯浅広川消防組合の防災計画によるものとす

る。 

また、消防団員の安全確保対策に向けた取組みの推進、消防団の装備・教育訓練の充

実を図るとともに、消防団組織の充実強化に努めるものとする。 

 

第２ 実施内容 

１ 町の消防力 

町における消防関係の人員及び施設は次のとおりである。 

 

整 備 状 況 区 分 現 況 

消 防 施 設 

防 火 水 槽 34 

消 火 栓 

広川 202 

湯浅 45 

滝原 5 

防 火 井 戸 3 

消 防 車 庫 14 

消 防 機 器 

ポ ン プ 自 動 車 2 

可 搬 式 小 型 動 力 ポ ン プ 13 

小 型 動 力 ポ ン プ 積 載 車 13 

消 防 機 器 
緊 急 輸 送 車 0 

水 槽 付 き ポ ン プ 自 動 車 0 

防 災 施 設 情 報 施 設 防 災 行 政 無 線 放 送 施 設 

消 防 関 係 人 員 
消 防 団 員 141 

役 場 消 防 協 力 班 19 

 

２ 消防団の組織 

 

 

第１分団（広地区） 

消防団 本部 第２分団（南広地区） 

第３分団（津木地区） 
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３ 警報等の取扱い 

火災気象通報を県より受けた場合は、速やかに住民に周知徹底を図る。 

通報を受けた町長は、その地域の条件を考慮し、必要に応じて火災警報を発する。 

 

４ 情報の収集等 

湯浅広川消防組合と連携をとり、住家及び人的被害状況、道路状況等、災害情報を

速やかに収集し、消火活動に必要な情報の収集・提供を行う。 

 

５ 火災警防 

（１）消防団の招集 

消防団員の招集は、防災行政無線等により総務課が行う。 

（２）消防団の出動 

消防団の出動は、伝達系統に基づき、団長の指示により行う。 

 

６ 消火活動 

消火活動は、湯浅広川消防組合の指示に基づき、連携を密にとりながら実施する。

また、強風下で火災が発生した場合には、飛び火による延焼の急速な拡大への対応や

消火活動を行う消防職団員の安全確保へも留意する。 

 

７ 応援要請 

自らの消防力では災害への対応が困難な場合には、広域的な市町村間の消防相互応

援協定に基づき他の市町村に応援を要請する。また、消防相互応援協定に基づく応援

をもってしても対処できない場合は、県に対して応援を求めることとする。 
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第４章 水防計画 
 

実施担当 産業建設課（建設班）、総務課 

 

第１ 計画方針 

洪水、津波又は高潮による被害を軽減し、公共の安全を保持するため、水防法に基

づき、町における水防事務の調整及びその円滑な実施のために必要な事項を定める。 

 

第２ 実施内容 

１ 水防の責務等 

（１）町の水防責任 

水防管理団体として、町の地域内における水防を十分果たすべき責任を有す

る。また、水防上必要があると認めるときは、水防団（消防団が水防団を兼ね

る。以下同じ。）及び消防機関を出動させ、又は出動の準備をしなければならな

い。 

（２）津波における留意事項 

津波は、発生地点から当該沿岸までの距離に応じて「遠地津波」と「近地津

波」に分類して考えられる。遠地津波の場合は、原因となる地震発生からある程

度時間が経過した後、津波が襲来するが、近地津波の場合は、原因となる地震発

生から短時間のうちに津波が襲来する。よって、水防活動及び水防団員自身の避

難に利用可能な時間は異なる。 

遠地津波で襲来まで時間がある場合は、正確な情報収集、水防活動、避難誘導

等が可能なことがあるが、近地津波で、かつ安全な避難場所までの所要時間がか

かる場合は、水防団員自身の避難以外の行動がとれないことが多い。そのため、

あくまでも水防団員自身の避難時間を確保した上で、避難誘導や水防活動を実施

しなければならない。 

（３）安全配慮 

洪水、津波又は高潮のいずれにおいても、水防団員自身の安全確保に留意して

水防活動を実施するものとする。避難誘導や水防作業の際も、水防団員自身の安

全は確保しなければならないため、次のような事項に配慮するものとする。 

① 水防活動時にはライフジャケットを着用する。 

② 水防活動時の安否確認を可能にするため、通常のものが不通の場合でも利用可

能な通信機器を携帯する。 

③ 水防活動時には、ラジオの携行等、最新の気象情報を入手可能な状態で実施す

る。 

④ 指揮者は、水防活動が長時間にわたるときは、疲労に起因する事故を防止する
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ため団員を随時交代させる。 

⑤ 水防活動を行う範囲に応じて監視員を適宜配置する。 

⑥ 指揮者又は監視員は、現場状況の把握に努め、水防団員の安全を確保するた

め、必要に応じ、速やかに退避を含む具体的な指示や注意を行う。 

⑦ 指揮者は、活動中の不測の事態に備え、退避方法、避難場所、避難を指示する

合図等を事前に徹底する。 

 

２ 水防組織 

（１）水防本部 

水防に関する組織及び水防に関する事務は、「第３部 第１章 第１節 組織計

画」に定めるところに準じ、必要に応じ水防本部を設置して水防に関する事務を

処理するものとし、水防事務の総括は総務課において行うものとする。 

なお、町本部が設置された場合、水防本部を町本部に統合し、町本部の事務分

掌によって水防事務を処理する。 

（２）水防協力団体 

水防法第 36条第１項の規定により、法人その他これに準ずるものとして国土交

通省令で定める団体で、次に定める業務を適正かつ確実に行うことができると認

められるものを、その申請により、水防協力団体として指定することができる。

なお、同条第２項の規定により、水防協力団体を指定したときは、当該水防協力

団体の名称、住所及び事務所の所在地を公示する。 

水防協力団体は、次の業務を行う。 

① 水防団又は消防機関が行う水防上必要な監視、警戒その他の水防活動に協力す

ること。 

② 水防に必要な器具、資材又は設備を保管し、及び提供すること。 

③ 水防に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。 

④ 水防に関する調査研究を行うこと。 

⑤ 水防に関する知識の普及及び啓発を行うこと。 

⑥ 上記①～⑤に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

（３）水防団との連携 

町消防団が水防団を兼ね、水防活動に当たるものとする。水防協力団体は、水

防法第 38 条の規定により、水防団及び水防を行う消防機関との密接に連携し、

（２）の業務を行う。 

 

３ 水防非常配備体制 

（１）町の非常配備体制 

常時勤務から水防非常配備体制への切替えを確実・迅速に行うとともに、長期

間にわたる非常勤務活動への完遂を期するため、交代要員を考慮した上で、次の
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要領による非常配備を行うものとする。 

洪水、津波又は高潮のおそれがあると認められるときから、その危険が解消さ

れるまでの間は、次の非常配備により水防事務を処理する。 

① 水防非常配備体制の種類と発令基準 

区分 発令基準（時期） 体制 動員配備人員 

水防配備 

体制１号 

今後の気象情報と水位情報に注意

し、警戒する必要があるが、具体的

な水防活動を必要とするに至るまで

には、まだかなりの時間的余裕があ

ると認められる場合。 

主として情報の収集及び

連絡に当たり、事態の推

移によって、直ちに招集

その他の活動ができる体

制 

「第３部 第１章 

第１節 組織計

画」の警戒体制

に準ずる。 

水防配備 

体制２号 

水防活動を必要とする事態の発生が

予想され、約２時間後には、水防活

動の開始があると認められるとき。 

水防活動の主要な事態が

発生すれば、そのままの

体制で水防活動が遅滞な

く遂行できる体制 

「第３部 第１章 

第１節 組織計

画」の配備体制

１号に準ずる。 

水防配備 

体制３号 

事態が切迫し、約１時間後には水防

活動の必要が予想されるとき、又

は、危険性が大で配備体制２号では

対処しかねると認められるとき。 

完全な水防体制 「第３部 第１章 

第１節 組織計

画」の配備体制

２号に準ずる。 

 

② 非常配備の発令及び解除 

非常配備を発令したときは、直ちに有田振興局建設部長に報告する。 

水位が下がり洪水の危険がなくなったとき、又は津波、高潮のおそれがなく

なったときは、水防非常配備体制を解除するものとし、その旨有田振興局建設

部長を通じて県水防本部へ報告する。 

（２）水防団の非常配備 

次表のほか、町の判断により必要と認める場合、又は、緊急にその必要がある

として県知事からの指示があった場合に発令する。 

種類 配備内容 発令時期 

待機 

水防団長は連絡員を本部に詰めさせ、そ

の後の情勢を把握することに努め、一般

団員は直ちに次の段階に移り得るような

状態に置くものとする。 

○河川の水位が水防団待機水位（通報水

位）に達し、なお上昇のおそれがあると

き。 

準備 

水防団長は、団員、班長等を、所定の詰

所に集合させ、資器材の整備点検、作業

人員の配備計画等に当たり、ダム、水閘

門、ため池等の水防上重要な工作物のあ

る箇所へ、また、水位観測、堤防監視の

ため、一部団員を出動させる。 

○河川の水位が水防団待機水位（通報水

位）を超え、氾濫注意水位（警戒水位）

に達するおそれがあるとき。 

○高潮の危険が予知されるとき。 

○地震により、堤防、護岸からの漏水、決

壊などの危険が予想されるとき。 

出動 

水防団長は、全員を指定の詰所に集合さ

せ、警戒に当たる。 

○河川の水位が氾濫注意水位（警戒水位）

を超え、なお上昇のおそれがあるとき。 

○潮位が満潮位を超え、異常に上昇のおそ

れがあるとき。 

○地震により、堤防・護岸等の漏水、決壊

などの被害が予想されるとき。 

 

４ 予警報等 

予警報や水位情報等については、「第３部 第２章 第１節 気象警報等の伝達計画」

による。 
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水防活動の利用に適合する（水防活動用）注意報及び警報は、一般の利用に適合す

る注意報、警報及び特別警報をもって代える。ただし、水防活動の利用に適合する特

別警報は設けられていない。 

また、水位周知河川である広川については、有田振興局建設部長より、水位到達情

報又は氾濫の発生に関する情報の通知を受ける。 

 

５ 雨量・水位・潮位の観測・通報 

有田振興局等と相互連絡を密にし、雨量・水位・潮位の観測状況の情報交換に努め

る。また、洪水又は高潮のおそれがあることを自ら察知したときは、その後の水位の

変動を監視し、水防団待機水位に達したときから有田振興局建設部長に量水標等の示

す水位の状況を通報するものとする。 

 

６ 水防上の注意箇所 

町内の重要水防箇所、防災重点ため池及び重要なダム・水門等については、「第２

部 第１章 河川等防災計画」、「第２部 第６章 ため池防災計画」及び「第２部 第

７章 海岸防災計画」による。 

重要水防箇所については、県等と連携し、現況把握に努めるとともに、水防対策を

確立しておく。ダム・水門等については、規模、能力等を熟知して緊急時に対応でき

る対策を確立しておくとともに、水防活動時においては、適正な操作を行い、水害の

軽減・防止に努める。 

 

７ 水防資器材の整備、輸送の確保 

（１）水防資器材の整備 

水防資器材は、水防箇所ごとに想定される水防工法に応じた資器材の種類・数

量を備えておくものとし、緊急時に備えて定期的に点検し、老朽・損傷等により

不足を生じたときは直ちに補充しておく。また、長期間の保管に適さない資材に

ついては民間取扱業者等と契約するなどの方法を講ずる。 

（２）輸送の確保 

非常の際の水防要員や水防資器材の輸送、県、有田振興局その他関係機関との

相互連絡を確保するため、経路等についてあらかじめ調査し、あらゆる事態を想

定して具体策を立案しておく。 
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【町内の主要備蓄資器材】 

番号 河川名 水防倉庫名 位置 
袋類 

（枚） 

むしろ 

（枚） 

なわ 

（巻） 

杭 

（本） 

鉄線 

（kg） 

掛矢 

（丁） 

ｽｺｯﾌﾟ 

（丁） 

もっこ 

（組） 

照明器 

（台） 

水防 

ﾏｯﾄ 

有-17 
広川・ 

広海岸 
広水防倉庫 広 1471 100  1    7  3  

有-18 江上川 上中野水防倉庫 上中野 1156-4 300  7 25   3  1  

有-19 唐尾海岸 唐尾水防倉庫 唐尾 1024-1       5  1  

有-20 西広海岸 西広水防倉庫 西広 1081-1 200 100  30   5  2  

有-21 広川 殿水防倉庫 殿 269-4 100 10 5 10  1 2  2  

有-22 広川 前田水防倉庫 前田 540-1  100 1   1 3  2  

有-23 広川 落合水防倉庫 上津木 27-1   3  1  2  3  

有-24 広川 岩淵水防倉庫 下津木 1983-3         1  

町独自 広川 東中水防倉庫 東中 218-1 先 100 100 3    5    

合計 800 310 20 65 1 2 32  15  

資料：県水防計画より 

 

８ 水防活動 

（１）巡視及び警戒 

① 平常時 

随時区域内の河川、海岸、堤防・津波防護施設等を巡視し、水防上危険であ

ると認められる箇所があるときは、直ちに当該河川、海岸、堤防・津波防護施

設等の管理者に連絡して必要な措置を求めるものとする。上記に係る連絡を受

けた管理者は、必要な措置を行うとともに、措置状況を水防管理者に報告す

る。 

河川、海岸、堤防・津波防護施設等の管理者が自ら行う巡視等において水防

上危険であると認められる箇所を発見した場合は、必要な措置を行うととも

に、措置状況を水防管理者に報告する。 

② 出水時 

非常配備を発令したときから河川、海岸等の監視及び警戒を厳重にし、過去

の被害箇所、特に注意を要する箇所を中心として巡視する。また、次の状態に

注意し、異常を発見したときは自身の安全及び避難を優先して水防作業を実施

するとともに、所定の報告を行う。 

ア 堤防から水があふれるおそれのある箇所の水位の上昇 

イ 堤防の上端の亀裂又は沈下 

ウ 川側堤防斜面で水当たりの強い場所の亀裂又は欠け崩れ 

エ 居住地側堤防斜面の漏水又は飽水による亀裂及び欠け崩れ 

オ 排・取水門の両軸又は底部よりの漏水と扉の締まり具合 

カ 橋梁その他の構造物と堤防との取り付け部分の異常 

③ 地震・津波発生時 

地震（津波）により堤防、護岸、水門、樋門など、河川・海岸・ため池等施

に被害が生じ、又は生じるおそれがあるときで、水防活動を行う必要がある場
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合は、次の措置をとる。 

ア 自らの判断で河川、海岸、ため池等の付近の住民などに危険を通知し、状

況によっては、住民などに対し安全な場所に避難するよう指示するととも

に、有田振興局へその旨連絡する。 

イ 管理する水門、防潮扉等の迅速な操作及び他の防潮扉等の管理者に対する

門扉操作の応援 

ウ 管内の監視・警戒を行うとともに、必要に応じ、堤防上に土のうを積むな

どの被害を未然に防止軽減する作業や水門等管理者への連絡・通報を行う。 

エ 水防活動に必要な資器材の点検整備 

オ 他市町村との相互協力及び応援 

（２）水防作業 

水防作業を必要とする異常事態が発生したときは、被害を未然に防止し、又は

被害の拡大を防ぐため、堤防の構造、流速、護岸、浸水域及び近接地域の状態等

を考慮して最も適切な工法を選択し実施する。 

その際、水防団員は自身の安全を確保できる場所までの避難完了に要する時

間、津波到達時刻等を考慮して、水防団員が自身の安全確保ができないと判断し

たときには、自身の避難を優先する。 

（３）警戒区域の指定 

水防上緊急の必要がある場所においては、水防団長、水防団員又は消防機関に

属する者は、警戒区域を設定し、水防関係者以外の者に対して、その区域への立

入りを禁止し、若しくは制限し、又はその区域からの退去を命ずることができ

る。 

また、水防団長、水防団員若しくは消防機関に属する者がいないとき、又はこ

れらの者の要求があったときは、警察官は、水防団長、水防団員又は消防機関に

属する者の職権を行うことができる。 

（４）避難のための立退き 

① 立退きの指示 

洪水、津波又は高潮等によって氾濫による生命等の著しい危険が切迫してい

ると認められるときは、避難のために立ち退くべきことを指示することができ

る。区域住民への周知徹底については、ラジオ、テレビ、水防信号、広報車等

適当な方法により行う。 

避難のための立退きを指示した場合は、湯浅警察署長にその旨を通知し、有

田振興局長にその状況を速やかに報告する。 

② 避難計画 

警察署長と協議の上、あらかじめ危険が予想される区域について避難計画を

作成し、避難場所、避難経路その他必要な事項を定め、住民に周知しておく。 

（５）決壊・漏水等の通報及びその後の措置 
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① 決壊・漏水等の通報 

水防に際し、堤防、ダムその他の施設が決壊したときは、直ちに有田振興局

長及び氾濫の及ぶおそれのある隣接水防管理者に通報する。 

② 決壊・漏水等の通報系統 

 

 

③ 決壊等後の措置 

堤防その他の施設が決壊したときにおいても、できる限り氾濫による被害が

拡大しないよう努めなければならない。 

 

９ 水防信号、水防標識 

（１）水防信号等 

① 水防信号 

水防法第 20条の規定により県知事が定める水防信号は次のとおりである。 

方法 

 

区分 

警鐘信号 サイレン信号 

第１ 

信号 
○休止 ○休止 ○休止 

○－ 

５秒 

休 

10 秒 

○－ 

５秒 

休 

10 秒 

○－ 

５秒 

第２ 

信号 
○－○－○ ○－○－○ ○－○－○ 

○－ 

５秒 

休 

５秒 

○－ 

５秒 

休 

５秒 

○－ 

５秒 

第３ 

信号 
○－○－○－○ ○－○－○－○ ○－○－○－○ 

○－ 

10 秒 

休 

５秒 

○－ 

10 秒 

休 

５秒 

○－ 

10 秒 

第４ 

信号 
乱打   

○－ 

１分 

休 

５秒 

○－ 

１分 

  

※ 第１信号：氾濫注意水位に達したことを知らせるもの 

第２信号：水防団員及び消防機関に属する者の全員が出動すべきことを知らせるもの 

第３信号：当該水防管理団体の区域内に居住する者が出動すべきことを知らせるもの 

第４信号：必要と認める区域内の居住者に避難のため立ち退くべきことを知らせるもの 

 

隣接する水防管理者 

有田振興局

長 

住民 

県水防本部 

湯浅警察署 

国土交通省事務所 

広川町長 

（水防管理者） 

湯浅広川消防組合 
自衛隊（信太山） 

報道関係 
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② 津波注意報・警報等の伝達にかかる信号 

標識の種類 警鐘信号 サイレン信号 

津波注意報標識 
（３点と２点との班打） 

●－●－● ●－● 

 （約 10 秒） 

 

 

     （約２秒） 

津波注意報及び 

津波警報解除標識 

（１点２個と２点との班打） 

● ● ●－● 

 （約 10 秒）     （約１分） 

 

 

     （約３秒） 

津波警報標識 
（２点） 

●－● ●－● ●－● 

（約５秒） 

 

 

   （約６秒） 

大津波警報標識 
（連点） 

●－●－●－● 

（約３秒）      （短声連点） 

 

 

  （約２秒） 

※ 鳴鐘又は吹鳴の反復は適宜とする。 

※ 沿岸市町においては、J-ALERT により自動起動機と接続された同報系防災無線でサイレン信号

が吹鳴される。 

 

（２）水防標識 

水防作業を正確迅速かつ規律正しい団体行動をとらせるため、次の標識を定め

る。 

① 水防要員：左腕に腕章をつける。 

② 水防屯所及び車馬：昼間は標旗、夜間は堤灯を掲げる。 

 

 

10 協力・応援等 

（１）水防管理団体相互の協力・応援 

水防のため緊急の必要があるときは、他の水防管理者又は市町村長若しくは消

防長に対して応援を求めることができる。応援を求められた者は、自らの水防に

支障がない限りその求めに応じるものとする。また、応援のため派遣された者

は、水防について応援を求めた水防管理者の所轄の下に行動するものとする。 

（２）警察官の出動要請 
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水防のため必要があると認めたときは、次の事項を明らかにし、湯浅警察署長

に対して、警察官の出動を要請するものとする。 

① 要請する理由 

② 出動希望人員 

③ 機動力の概数 

④ 希望する地区及び日時 

（３）自衛隊の出動要請 

自衛隊の派遣を必要とするときは、県災害対策課に通報し、県知事から要請す

る。 

自衛隊が装備する資器材以外の災害派遣に必要な資器材（消耗品を含む。）

は、町が準備・提供するものとする。また、派遣部隊の内部管理に必要な経費は

自衛隊負担とし、救援復旧用資材、消耗品等は町の負担とする。 

 

11 費用負担と公用負担 

（１）費用負担 

町域における水防に要する費用は、水防法に基づき、町が負担する。ただし、

他の水防管理団体に対する応援のために要する費用の額及び負担の方法は、相互

の団体が協議して定めるものとする。 

また、本町の水防活動により、他の市町村が著しく利益を受ける場合は、受益

市町村がその費用の一部を負担するものとする。 

（２）公用負担 

① 公用負担 

水防のため緊急の必要があるときは、水防法に基づき、水防の現場において

次の権限を行使することができる。 

ア 必要な土地の一時使用 

イ 土石、竹木その他の資材の使用又は収用 

ウ 車両その他の運搬用機器の使用 

エ 工作物その他の障害物の処分 

② 公用負担を命ずる権限を行使する者 

公用負担を命ずる権限を行使する者は、水防管理者、水防団長又は消防機関

の長にあっては、その身分を示す証明書を、その他これらの者の委任を受けた

者は、以下の公用負担命令権限証を携行し、必要がある場合は、これを提示し

なければならない。また、公用負担を命ずる権限を行使する者は、以下の公用

負担の証明を２通作成し、その１通を目的物の所有者、管理者又はこれに準ず

る者に交付するものとする。 

③ 損失補償 

公用負担の権限を行使することにより損失を受けた者に対し、時価によりそ
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の損失を補償する。 

 

 

12 水防報告 

（１）緊急報告 

次の事態が発生したときは、速やかに有田振興局建設部長に報告する。 

① 水防団を出動させたとき。 

② 他の水防管理者等に応援を要求したとき。 

③ 破堤、氾濫したとき。 

④ その他必要と認める事態が生じたとき。 

（２）水防実施状況報告 

水防活動が終了したときは、遅滞なく次の事項を様式に取りまとめ、有田振興

局建設部経由で県知事に報告するとともに、水防記録を作成してその写しを保管

するものとする。 

① 天候状況並びに警戒中の水位観測表 

② 水防活動をした河川名・海岸名及びその箇所 

③ 警戒出動及び解散命令の時刻 

④ 水防団員及び消防機関に属する者の出動時刻及び人員 

⑤ 水防作業の状況 

⑥ 堤防その他の施設等の異状の有無及びこれに対する処置とその効果 

⑦ 使用資材の種類及び員数とその消耗分及び回収分 

⑧ 水防法第 28 条の規定による収用又は使用の器具、資材の種類、員数及び使用

場所 
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⑨ 障害物を処分した場合のその数量及びその事由並びに除却の場所 

⑩ 土地を一時使用したときのその箇所及び所有者氏名並びにその事由 

⑪ 応援の状況 

⑫ 居住者の出動状況 

⑬ 警察の援助状況 

⑭ 現場指導の官公署氏名 

⑮ 立退きの状況及びこれを指示した理由 

⑯ 水防関係者の死傷 

⑰ 殊勲者及びその功績 

⑱ 再度の水防につき考慮を要する点、その他水防管理者の所見 

⑲ 堤防その他の施設で緊急工事を要するものが生じたときは、その場所及び損傷

状況 

⑳ その他必要な事項 

 

13 水防訓練 

水防法第 32 条の２の規定により、毎年、出水期までに１回以上、水防団、消防機

関及び水防協力団体の水防訓練を行い、水防技術の向上を図る。 

 

14 洪水浸水想定区域における円滑かつ迅速な避難を確保するための措置 

洪水浸水想定区域における円滑かつ迅速な避難を確保するための措置については、

「第２部 第１章 河川等防災計画」による。 
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第５章 罹災者救助保護計画 

第１節 災害救助法の適用計画 

 

実施担当 住民生活課 

 

第１ 計画方針 

災害時における罹災者の救助及び保護は、本計画による。この場合、救助法では、救

助の実施は県知事が行うこととされているが、災害時における救助活動の緊急性から、

その一部については町長に委任し、町長が行うものとする。 

なお、救助の基準等は、次のとおりである。 

 

第２ 実施内容 

１ 適用基準 

救助法による救助は、市町村単位でその適用地域を指定して実施される。同一災害

による町内の被害が次の基準のいずれかに該当する場合で、かつ被災者が現に救助を

要する状態にあるときに行われる。 

（１）全壊、全焼、流出等により住家の滅失した世帯（以下「被害世帯」という。）

の数が 40世帯以上に達したとき。 

（２）被害が相当広範囲な地域にわたり、県内の被害世帯数が 1,000 世帯以上の場合

で、町内の被害世帯数が 20世帯以上に達したとき。 

（３）被害が広範囲な地域にわたり、県内の被害世帯数が 5,000 世帯以上に達したと

き、又は災害が隔絶した地域に発生したものであるなど、被災者の救護を著しく

困難とする特別の事情がある場合であって、多数の世帯の住家が滅失したとき

（「特別の事情」とは、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、又は被災者の救出について特殊の技術を必要とす

ることをいう。）。 

（４）多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じた場合であっ

て、次の基準に該当したとき。 

① 災害が発生し、又は発生するおそ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。 

② 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、又は被災者の救出について特殊の技術を必要とすること。 

（５）住家が滅失した世帯（全壊、全焼、流出）の算定に当たっては、住家が半壊

し、又は半焼するなど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



第３部 災害応急対策計画 

第５章 罹災者救助保護計画 

 

 

 
159 

 

  

をもって、それぞれ住家が滅失した１世帯とみなす。 

 

２ 救助法の適用と救助の程度 

救助法を適用した場合における救助の程度及び期間は、災害救助法施行細則（昭和

61 年和歌山県規則第 29 号）の定めるところによるが、災害の種別、地域、条件、そ

の他の状況によって県知事が必要と認める範囲において実施される。 

 

３ 救助法による救助の種類 

（１）避難所の設置 

（２）応急仮設住宅の設置 

（３）炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供給 

（４）被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与 

（５）医療及び助産 

（６）被災者の救出 

（７）被災した住宅の応急修理 

（８）生業に必要な資金、器具又は資料の給与又は貸与 

（９）学生品の給与 

（10）埋葬 

（11）遺体の捜索 

（12）遺体の処理 

（13）障害物の除去 
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第２節 被災者生活再建支援法の適用計画 

 

実施担当 住民生活課、税務課 

 

第１ 計画方針 

災害時における被災者の生活再建に関する支援については、本計画による。支援金の

支給事務については、被災者生活再建支援法（平成 10 年法律第 66 号）に基づき、県か

ら被災者生活再建支援法人（公益財団法人都道府県センター）に全部委託、又は法人か

ら町へ一部委託し、実施するものとする。 

被災者生活再建支援法の適用基準等は、次のとおりである。 

 

第２ 実施内容 

１ 適用基準 

被災者生活再建支援法は、次のいずれかの区域に係る自然災害に適用される。（被

害については、火災・事故等人為的な原因により生じたものは含まれないが、当該起

因が自然現象によるものは対象となる。） 

（１）災害救助法施行令（昭和 22 年政令第 225 号）第１条第１項第１号又は第２号の

いずれかに該当する被害（同条第２項のみなし規定により該当することとなるも

のを含む。）が発生した市町村における自然災害 

（２）10世帯以上の住宅が全壊する被害が発生した市町村における自然災害 

（３）100世帯以上の住宅が全壊する被害が発生した都道府県における自然災害 

（４）（１）又は（２）の市町村を含む都道府県内にあって、５世帯以上の住宅が全

壊する被害が発生した他市町村（人口 10 万人未満のものに限る。）における自然

災害 

（５）（３）又は（４）に該当する都道府県に隣接する都道府県内にあって、

（１）、（２）又は（３）の区域に隣接し、５世帯以上の住宅が全壊する被害が

発生した市町村（人口 10万人未満のものに限る。）における自然災害 

（６）（１）若しくは（２）の市町村を含む都道府県又は（３）の都道府県が２以上

ある場合における市町村（人口 10 万人未満のものに限る。）で、５世帯（人口５

万人未満の市町村にあっては２世帯）以上の住宅が全壊する被害が発生したもの

における自然災害 

 

２ 対象世帯 

自然災害により、その居住する住宅が次の被害を受けたと認められる世帯が対象と

なる。 

（１）住宅が全壊した世帯 
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（２）住宅が半壊し、又は住宅の敷地に被害が生じ、倒壊防止等のやむを得ない事由

により住宅を解体した世帯 

（３）災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継続すること

が見込まれる世帯 

（４）住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯（大規

模半壊世帯） 

（５）住宅が半壊し、相当規模の補修を行わなければ居住することが困難な世帯（中

規模半壊世帯） 

 

３ 住宅の被害認定 

住家の被害認定については、県による平常時の町の調査体制整備のサポート、大規

模災害時の住家被害調査や罹災証明書交付に係る事務の説明会、住家被害認定士リー

ダーや住家被害認定士の派遣等の支援を受け、町が実施する。 

 

４ 支援金の支給額 

支給額は、住宅の被害程度に応じて支給する「基礎支援金」及び住宅の再建方法に

応じて支給する「加算支援金」の合計額となる。 

（１）基礎支援金 

住宅の被害程度 全壊 住宅解体 長期避難 大規模半壊 

複数（２人以上）の世帯 100 万円 100 万円 100 万円 50 万円 

単数世帯 75 万円 75 万円 75 万円 37 万５千円 

（２）加算支援金 

住宅再建の方法 建設・購入 補修 賃借（公営住宅を除く。） 

複数（２人以上）の世帯 200 万円 100 万円 50 万円 

単数世帯 150 万円 75 万円 37 万５千円 

※ 一旦住宅を賃借した後、自ら居住する住宅を建設・購入（又は補修）する場合は、合計で 200

万円（又は 100 万円）まで（単数世帯の場合は、各該当欄の金額の 1/2 の額）。 

※ 中規模半壊の場合は、加算支援金のみ支給（1/2 の額） 

 

５ 申請手続・提出書類 

被災者生活再建支援金の支給を受けようとする世帯の世帯主は、次の書類を町の担

当窓口へ提出することが必要となる（申請期間は、基礎支援金の場合は災害発生日か

ら 13か月以内、加算支援金の場合は災害発生日から 37か月以内となる）。 

（１）被災者生活再建支援金支給申請書 

（２）罹災証明書 

町が、世帯主（被災者）が居住する住宅の当該災害により受けた被災の程度を

確認して発行（解体として申請する場合には、解体証明書等が必要） 

（３）住民票 

被災時の世帯員全員及び続柄等の記載が必要 

（４）預金通帳の写し 
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銀行・支店名、預金種目、口座番号、世帯主（被災者）本人名義の記載がある

もの 

（５）住宅の建設・購入、補修又は賃借を確認できる契約書等の写し 

 

６ 支給事務の流れ 

各被災者からの申請を町で受け付け、県を経由して被災者生活再建支援法人として

指定されている公益財団法人都道府県センターに申請書を提出し、同法人で審査を行

ったのち、支給決定及び支援金支給が行われる。 

 

７ 町の実施事務 

（１）制度の周知（広報） 

（２）住宅の被害認定 

（３）罹災証明書等必要書類の発行 

（４）被災世帯の支給申請等に係る窓口業務 

（５）支給申請書の受付・確認等 

（６）支給申請書等の取りまとめ及び県への送付 

（７）支援金の返還に係る請求書の交付（委託を受けて行う事務） 

（８）加算金の納付に係る請求書の交付（委託を受けて行う事務） 

（９）延滞金の納付に係る請求書の交付（委託を受けて行う事務） 

（10）返還される支援金、加算金及び延滞金の受領並びに法人への送金（委託を受け

て行う事務） 

（11）その他上記に係る附帯事務 
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第３節 避難計画 

 

実施担当 全職員 

 

第１ 計画方針 

災害のため現に被害を受け、又は受けるおそれのある者の避難のための指示等及び避

難所の開設並びに収容保護は、本計画による。 

 

第２ 実施内容 

１ 実施者 

避難のための高齢者等避難、避難指示及び緊急安全確保の発令、高所への移動、近

隣の堅固な建物への退避、屋内の屋外に面する開口部から離れた場所での待避その他

の緊急に安全を確保するための措置（以下「緊急安全確保措置」という。）の指示、

警戒区域の設定及び避難所の開設並びに避難所への収容保護は次の者が行う。 

（１）高齢者等避難（警戒レベル３）の発令 

町長（基本法第 56条） 

（２）避難指示（警戒レベル４）の発令 

① 洪水について 

県知事又はその命を受けた職員（水防法第 29 条）、水防管理者（水防法第 29

条） 

② 地すべりについて 

県知事又はその命を受けた職員（地すべり等防止法（昭和 33年法律第 30号）

第 25条） 

③ 災害全般について 

町長（基本法第 60条第１項）、県知事（基本法第 60条第６項）、警察官（警

察官職務執行法（昭和 23年法律第 136号）第４条・基本法第 61条第１項）、自

衛官（災害派遣）（自衛隊法（昭和 29年法律第 165号）第 94条）、海上保安官

（基本法第 61条第１項） 

（３）緊急安全確保（警戒レベル５）の発令 

町長（基本法第 60条第３項）、県知事（基本法第 60条第６項） 

（４）緊急安全確保措置の指示 

町長（基本法第 60 条第３項）、県知事（基本法第 60 条第６項）、警察官（警

察官職務執行法第４条・基本法第 61条第１項）、自衛官（災害派遣）（自衛隊法

第 94条）、海上保安官（基本法第 61 条第１項） 

（５）警戒区域の設定 

① 災害全般について 
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町長又はその委任を受けて町長の職権を行う町職員（基本法第 63 条第１

項）、警察官（基本法第 63条第２項）、海上保安官（基本法第 63条第２項）、

自衛官（災害派遣）（基本法第 63条第３項）、県知事（基本法第 73条） 

② 火災について 

消防吏員・消防団員（消防法第 28 条第１項）、警察官（消防法第 28 条第２

項） 

③ 水災について 

水防団長・水防団員（水防法第 21 条第１項）、消防吏員・消防団員（水防法

第 21条第１項）、警察官（水防法第 21条第２項） 

④ 火災・水災以外について 

消防吏員・消防団員（消防法第 36 条第８項）、警察官（消防法第 36 条第８

項） 

（６）避難所の開設、収容 

町長 

 

２ 避難指示等と居住者等がとるべき行動 

「行動を促す情報」である避難指示等と「居住者等（「居住者、滞在者その他の

者」をいう。以下同じ。）がとるべき行動」を次のとおり整理する。 

 

避難情報等 居住者等がとるべき行動等 

【警戒レベル５】 

緊急安全確保 

●発令される状況：災害発生又は切迫（必ず発令される情報ではない） 

●居住者等がとるべき行動：命の危険 直ちに安全確保！ 

・指定緊急避難場所等への立退き避難することがかえって危険である場合、

緊急安全確保する。 

ただし、災害発生・切迫の状況で、本行動を安全にとることができるとは限

らず、また本行動をとったとしても身の安全を確保できるとは限らない。 

【警戒レベル４】 

避難指示 

●発令される状況：災害のおそれ高い 

●居住者等がとるべき行動：危険な場所から全員避難 

・危険な場所から全員避難（立退き避難又は屋内安全確保）する。 

【警戒レベル３】 

高齢者等避難 

●発令される状況：災害のおそれあり 

●居住者等がとるべき行動：危険な場所から高齢者等は避難 

・高齢者等（避難を完了させるのに時間を要する在宅又は施設利用者の高齢

者及び障害のある人等、及びその人の避難を支援する者）は危険な場所か

ら避難（立退き避難又は屋内安全確保）する。 

・高齢者等以外の人も必要に応じ、出勤等の外出を控えるなど普段の行動を

見合わせはじめたり、避難の準備をしたり、自主的に避難するタイミング

である。例えば、地域の状況に応じ、早めの避難が望ましい場所の居住者

等は、このタイミングで自主的に避難することが望ましい。 

 

３ 避難指示等の基準 

（１）町長 

① 災害が発生するおそれがある場合においては、避難行動要支援者等、特に避難

行動に時間を要する者に対して、その避難行動支援対策に対応しつつ、早めの段



第３部 災害応急対策計画 

第５章 罹災者救助保護計画 

 

 

 
165 

 

  

階で避難行動を開始することを求めるとともに、高齢者等以外の者に対して、必

要に応じて普段の行動を見合わせはじめることや、自主的な避難を呼びかける高

齢者等避難を発令することとする。 

② 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、人の生命又は身体を

災害から保護し、その他災害の拡大を防止するため特に必要があるときは、必要

と認める地域の必要と認める居住者等に対し、避難のための立退きを指示するこ

ととする。 

③ 災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、避難のための

立退きを行うことによりかえって人の生命又は身体に危険が及ぶおそれがあり、

かつ、事態に照らし緊急を要すると認めるときは、必要と認める地域の必要と認

める居住者等に対し、緊急安全確保措置を指示することとする。 

④ 避難のための立退きを指示し、若しくは立退き先を指示し、又は緊急安全確保

措置を指示したときは、速やかにその旨を県知事に報告することとする。 

⑤ 避難のための立退きを指示し、又は緊急安全確保措置を指示しようとする場合

において、必要があると認めるときは、指定行政機関の長若しくは指定地方行政

機関の長又は県知事に対し、当該指示に関する事項について、助言を求めること

ができる。 

⑥ 避難指示等は、次の基準を参考に、今後の気象予測や巡視等からの報告を含め

て総合的に判断して発令する。 
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ア 水害（広川破堤・越水氾濫（水位周知河川）） 
河川区分 水位周知河川 河川の性格 洪水により相当規模以上の損害が発生する河川で、洪水予測が困難な河川 

河川名 広川 水位観測所 新広橋 

対象地区 

広地区 湊浜町、西浜町、湊中町、西中町、天皇区、中之町、本町、田町、昭和通北、昭和通中、昭和通南、みどり

区、東之町、西之町、南之町、北之町、熊之町、学園町、旭町 

南広地区 南金屋、殿、東中、名島、柳瀬、井関 

判断の 

タイミング 

日中の発令 夜間になることを考慮した発令 

実況情報等に基づく

場合 

３時間後の予測情報

に基づく場合 

実況情報等に基づく

場合 

３時間後の予測情報

に基づく場合 

おおむね 12時間後の予測

情報に基づく場合 

高齢者等 

避難 

（警戒 

レベル３） 

 

【水位・雨量情報】 

①避難判断水位に到

達したとき又は氾濫

警戒情報が発表され

たとき 

②水防団待機水位を

超えた状態で、流域

雨量指数の値が基準

Ⅱに到達すると予想

されているとき 

新広橋水位：2.00m 

【現地情報】 

①河川管理施設の異

常（軽微な漏水・侵

食等）を確認したと

き 

【水位・雨量情報】 

①水防団待機水位を

超えた状態で、流域

雨量指数の値が基準

Ⅰに到達し、３時間

後までに基準Ⅱに到

達すると予想されて

いるとき 

【水位・雨量情報】 

①避難判断水位に到

達したとき又は氾濫

警戒情報が発表され

たとき 

②水防団待機水位を

超えた状態で、流域

雨量指数の値が基準

Ⅱに到達すると予想

されているとき 

新広橋水位：2.00m 

【現地情報】 

①河川管理施設の異

常（軽微な漏水・侵

食等）を確認したと

き 

【水位・雨量情報】 

①水防団待機水位を

超えた状態で、流域

雨量指数の値が基準

Ⅰに到達し、３時間

後までに基準Ⅱに上

昇すると予想されて

いるとき 

【雨量情報】 

①現在の水位情報を確認

し、長期的な雨量予測

（SYNFOS-3D 降水予測、

府県気象情報、気象台ホ

ットライン）をもとに氾

濫危険水位に到達すると

見込まれるとき 

 

※現在までの雨量（多い

ところ）及び 12時間先ま

での降水予測（SYNFOS-

3D 降水予報等）から当該

河川で過去に「氾濫危険

水位」を越えたときの雨

量（最大値）に近づく可

能性があるときを参考に

する。 

避難指示 

（警戒 

レベル４） 

 

【水位・雨量情報】 

①氾濫危険水位に到

達したとき又は氾濫

危険情報が発表され

たとき 

②氾濫注意水位を超

えた状態で、流域雨

量指数の値が基準Ⅲ

に到達すると予測さ

れているとき 

新広橋水位：2.40m 

 

【現地情報】 

①河川管理施設の異

常（漏水等破堤につ

ながるおそれのある

被災等）を確認した

とき 

【水位・雨量情報】 

①氾濫注意水位を超

えた状態で、流域雨

量指数の値が基準Ⅱ

に到達し、３時間後

までに基準Ⅲに到達

すると予測されてい

るとき 

【水位・雨量情報】 

①氾濫危険水位に到

達したとき又は氾濫

危険情報が発表され

たとき 

②氾濫注意水位を超

えた状態で、流域雨

量指数の値が基準Ⅲ

に到達すると予測さ

れているとき 

新広橋水位：2.40m 

 

【現地情報】 

①河川管理施設の異

常（漏水等破堤につ

ながるおそれのある

被災等）を確認した

とき 

【水位・雨量情報】 

①氾濫注意水位を超

えた状態で、流域雨

量指数の値が基準Ⅱ

に到達し、３時間後

までに基準Ⅲに到達

すると予測されてい

るとき 

【雨量情報】 

①現在の水位情報を確認

し、長期的な雨量予測

（SYNFOS-3D 降水予測、

府県気象情報、気象台ホ

ットライン）をもとに

「氾濫」が発生すると見

込まれるとき 

 

※台風や前線などの影響

で今後の降雨が同じよう

な場所で継続することが

見込まれるような状況に

おいて、現在までの雨量

（多いところ）及び 12時

間 先 ま で の 降 水 予 測

（ SYNTOS-3D 降 水 予 測

等）から当該で過去に

「氾濫」が発生したとき

の雨量（最大値）に近づ

く可能性があるときを参

考にする。 

注）発令時点の現況水位

が「氾濫注意水位」を超

過していないなどの場合

においては、気象状況等

を考慮して慎重に判断す

ること。 

緊急 

安全確保 

（警戒 

レベル５） 

①堤防の決壊や堤防

からの越水、掘込河

川からの溢水を確認

したとき（水防団等

からの報告により把

握できた場合） 

 ①堤防の決壊や堤防

からの越水、掘込河

川からの溢水を確認

したとき（水防団等

からの報告により把

握できた場合） 

  

※ 「おおむね 12 時間後の予測情報に基づく場合」の発令は、夜間に警報級が予想された洪水注意報が

発表されているか、洪水警報が発表されていることを前提とする。 

※ 過去に「氾濫危険水位に達したときの雨量」や「氾濫したときの雨量」を活用する場合は、その後の

河川改修等の状況を考慮して規定すること。 

※ 流域雨量指数の値は気象庁の防災情報提供システムで確認できる。 
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イ 水害（江上川破堤・越水氾濫（中小河川「その他河川」）） 
河川区分 上記以外の中小河川「その他河川」 河川の性格 上記以外の河川で、リアルタイムの水位観測ができない中小河川 

河川名 江上川 水位観測所 江上水門、江上橋、新江上橋、半田橋など 

対象地区 
広地区 西浜町、本町、天皇区 

南広地区 山本 

判断の 

タイミング 

日中の発令 夜間になることを考慮した発令 

実況情報等に基づく

場合 

３時間後の予測情報

に基づく場合 

実況情報等に基づく

場合 

３時間後の予測情報

に基づく場合 

おおむね 12時間後の予測

情報に基づく場合 

高齢者 

等避難 

（警戒 

レベル３） 

 

【現場情報】 

①洪水警報や大雨警

報が発表され、短時

間の気象予測や河川

等の巡視の報告など

から、避難行動要支

援者の避難に必要な

時間の経過後に浸水

被害が発生する危険

があると判断される

とき 

【水位・雨量情報】 

①河川流域の雨量が

今後１～３時間後で

70mm/h 超（SYNFOS-3D

降水予測等）となっ

ているとき 

【現場情報】 

①洪水警報や大雨警

報が発表され、短時

間の気象予測や河川

等の巡視の報告など

から、避難行動要支

援者の避難に必要な

時間の経過後に浸水

被害が発生する危険

があると判断される

とき 

【水位・雨量情報】 

①河川流域の雨量が

今後１～３時間後で

70㎜/h超（SYNFOS-3D

降水予測等）となっ

ているとき 

【水位・雨量情報】 

①河川流域の雨量が今後

４～12 時間後で 70 ㎜/h

超 と な る 洪 水 予 測

（ SYNFOS-3D 降 水 予 測

等）があり、今後水位の

上昇が見込まれるとき 

避難指示 

（警戒 

レベル４） 

 

【現場情報】 

①河川管理施設の異

常（漏水等破堤につ

ながるおそれのある

被災等）を確認した

とき 

②洪水警報や大雨警

報が発表され、向こ

う短時間の気象予測

や河川等の巡視の報

告などから、住民の

避難に必要な時間経

過後に浸水被害が発

生する危険があると

判断されるとき 

【水位・雨量情報】 

①河川流域の雨量が

今後１～３時間後で

100 ㎜/h 超（SYNFOS-

3D 降水予測等）とな

っているとき 

【現場情報】 

①河川管理施設の異

常（漏水等破堤につ

ながるおそれのある

被災等）を確認した

とき 

②洪水警報や大雨警

報が発表され、向こ

う短時間の気象予測

や河川等の巡視の報

告などから、住民の

避難に必要な時間経

過後に浸水被害が発

生する危険があると

判断されるとき 

【水位・雨量情報】 

①河川流域の雨量が

今後１～３時間後で

100 ㎜/h 超（SYNFOS-

3D 降水予測等）とな

っているとき 

【雨量情報】 

①台風や前線などの影響

で今後の降雨が同じよう

な場所で継続することが

見込まれるような状況に

おいて、現在までの雨量

（多いところ）及び 12時

間 先 ま で の 降 水 予 測

（ SYNFOS-3D 降 水 予 測

等）から当該河川で過去

に氾濫が発生したときの

雨量（最大値）に近づく

可能性があるとき 

 

注）台風や前線が長期に

わたり影響するなど気象

状況を考慮して慎重に判

断すること。 

緊急 

安全確保 

（警戒 

レベル５） 

①堤防の決壊や堤防

からの越水、掘込河

川からの溢水を確認

したとき（水防団等

からの報告により把

握できた場合） 

 ①堤防の決壊や堤防

からの越水、掘込河

川からの溢水を確認

したとき（水防団等

からの報告により把

握できた場合） 

  

※ 雨量情報に基づく発令は、警報級が予想された洪水注意報が発表されているか、洪水警報が発表され

ていることを前提とする。 

※ 過去に「氾濫したときの雨量」を活用する場合は、その後の河川改修等の状況を考慮して規定するこ

と。 

※ 流域雨量指数の値は気象庁の防災情報提供システムで確認できる。 
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ウ 土砂災害 

区分 土砂災害 

対象地区 

広地区 天皇区 

南広地区 唐尾、西広、池ノ上、山本、上中野、南金屋、殿、名島、柳瀬、井関、河瀬 

津木地区 前田、猿川、寺杣、滝原、岩淵、落合、中村、猪谷 

判断の 

タイミング 

日中の発令 夜間になることを考慮した発令 

実況情報等に基づく

場合 

３時間後の予測情報

に基づく場合 

実況情報等に基づく

場合 

３時間後の予測情報

に基づく場合 

おおむね 12時間後の予測

情報に基づく場合 

高齢者 

等避難 

（警戒 

レベル３） 

 

【前兆現象等】 

①大雨警報が発表さ

れ、土砂災害の前兆

現象（軽微なもの）

が認められるとき 

② 近 隣 で 前 兆 現 象

（湧水・地下水の濁

りや量の変化）の発

見されるとき 

 【前兆現象等】 

①大雨警報が発表さ

れ、土砂災害の前兆

現象（軽微なもの）

が認められるとき 

② 近 隣 で 前 兆 現 象

（湧水・地下水の濁

りや量の変化）の発

見されるとき 

【雨量情報】 

①24 時間雨量で 200

㎜以上の降雨が予想

されるとき 

 

【雨量情報】 

① 長 期 的 な 雨 量 予 測

（SYNFOS-3D 降水予測、

府県情報・気象台ホット

ライン）により現在まで

の雨量及び 12時間先まで

の降水予測から 400mm を

超過すると見込まれると

き 

避難指示 

（警戒 

レベル４） 

 

【 土 砂 災 害 警 戒 情

報】 

①土砂災害警戒避難

判定図においてスネ

ークラインが土砂災

害警戒避難基準を超

えているとき 

②土砂災害警戒情報

が発表されていると

き 

【前兆現象等】 

①土砂災害の前兆現

象が認められるとき

（住民の通報、職員

による覚知） 

② 近 隣 で 前 兆 現 象

（渓流付近で斜面崩

壊、斜面のはらみ、

擁壁・道路等にクラ

ック発生）が発見さ

れたとき 

【 土 砂 災 害 警 戒 情

報】 

①土砂災害警戒避難

判定図において１～

２時間後にスネーク

ラインが土砂災害警

戒避難基準を超える

見込みであるとき 

【 土 砂 災 害 警 戒 情

報】 

①土砂災害警戒避難

判定図においてスネ

ークラインが土砂災

害警戒避難基準を超

えているとき 

②土砂災害警戒情報

が発表されていると

き 

【前兆現象等】 

①土砂災害の前兆現

象が認められるとき

（住民の通報、職員

による覚知） 

② 近 隣 で 前 兆 現 象

（渓流付近で斜面崩

壊、斜面のはらみ、

擁壁・道路等にクラ

ック発生）が発見さ

れたとき 

【雨量情報】 

①累積雨量も含め、

今後、雨量が 400mmを

超過することが予想

されるとき 

【 土 砂 災 害 警 戒 情

報】 

①土砂災害警戒避難

判定図において１～

２時間後にスネーク

ラインが土砂災害警

戒避難基準を超える

見込みであるとき 

【雨量情報】 

①台風や前線などの影響

で今後も降雨が同じよう

な場所で継続することが

見込まれるような状況に

おいて現在までの雨量

（多いところ）及び 12時

間先までの降水予測、過

去に土砂災害が発生した

ときの雨量（最大値）に

近づく可能性があるとき 

 

注）台風や前線が長期に

わたり影響するなど気象

状況を考慮して慎重に判

断すること。場合によっ

ては、高齢者等避難の発

令とすること 

緊急 

安全確保 

（警戒 

レベル５） 

①近隣で土砂災害が

発生したとき 

 ①近隣で土砂災害が

発生したとき 

  

※ 雨量情報に基づく発令は大雨警報（土砂災害）が発表されていることを前提とする。 

※ 累積雨量とは、警報が発表され解除されるまでの現象に係る降りはじめからの雨量とする。 
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エ 高潮 

区分 高潮 

対象地区 
広地区 湊浜町、西浜町、天皇区、本町、昭和通北、みどり区、東之町、熊之町 

南広地区 唐尾、西広、山本 

判断の 

タイミング 

日中の発令 夜間になることを考慮した発令 

実況情報等に基づく

場合 

３時間後の予測情報

に基づく場合 

実況情報等に基づく

場合 

３時間後の予測情報

に基づく場合 

おおむね 12時間後の予測

情報に基づく場合 

高齢者 

等避難 

（警戒 

レベル３） 

 

 【潮位情報】 

①３時間後に基準港

潮位（湯浅広港、唐

尾 港 ） が 危 険 潮 位

（３m）に到達すると

予測されるとき 

 【潮位情報】 

①１～３時間後に基

準 港 潮 位 （ 湯 浅 広

港、唐尾港）が危険

潮位（３m）に到達す

ると予測されるとき 

【潮位情報】 

①４～12 時間後に基準港

潮位（湯浅広港、唐尾

港）が危険潮位（３m）

に到達すると予測される

とき 

避難指示 

（警戒 

レベル４） 

 

【潮位情報】 

①基準港潮位（湯浅

広港、唐尾港）が危

険潮位（３ m）から

0.5m 手前に到達した

とき 

【潮位情報】 

①３時間後に基準港

潮位（湯浅広港、唐

尾 港 ） が 危 険 潮 位

（３m）に到達すると

予測されるとき 

【潮位情報】 

①基準港潮位（湯浅

広港、唐尾港）が危

険潮位（３ m）から

0.5m 手前に到達した

とき 

【潮位情報】 

①１～３時間後に基

準 港 潮 位 （ 湯 浅 広

港、唐尾港）が危険

潮位（３m）に到達す

ると予測されるとき 

②高潮警報が発表さ

れ、高潮による潮位

が１～３時間後に危

険潮位を超過するこ

とが予想されるとき 

 

緊急 

安全確保 

（警戒 

レベル５） 

①高潮防災施設から

の越流及び越流によ

る背後地への浸水が

確認されたとき 

②高潮防災施設の倒

壊が確認されたとき 

 ①高潮防災施設から

の越流及び越流によ

る背後地への浸水が

確認されたとき 

②高潮防災施設の倒

壊が確認されたとき 

  

※ 潮位情報に基づく発令については高潮警報が発表されていることを前提とする。また、おおむね 12

時間後の予測情報に基づく場合には、警報発表の可能性に言及した注意報により検討する。 

※ 高潮の特別警報が発表された場合においては、町内の潮位測定値、現地情報等を総合的に判断し、避

難指示等を発令 

 

オ 津波 

区分 津波 

対象地区 

【津波避難対象地域】 

広地区 湊浜町、西浜町、湊中町、西中町、天皇区、中之町、本町、田町、昭和通北、昭和通中、昭和通南、みどり

区、東之町、西之町、南之町、北之町、熊之町、学園町、旭町 

南広地区 唐尾、西広、池ノ上、山本、南金屋、殿、東中、名島、柳瀬、井関 

 

【津波避難対象地域外】 

南広地区 上中野、河瀬 

津木地区 前田、猿川、寺杣、滝原、岩淵、落合、中村、猪谷 
 

避難指示 

【津波避難対象地域】 

①強い地震（震度４程度以上）若しくは長時間のゆっくりとした揺れを感じて避難の必要を認めるとき 

②津波警報を覚知したとき（東海・東南海・南海３連動地震による浸水想定区域） 

 

【津波避難対象地域外】 

①大津波警報を覚知したとき（南海トラフ巨大地震による浸水想定区域） 
 

津波一時

避難場所 

たちばな支援学校第２駐車場（☆☆☆） 

広川町役場３階大会議室（☆） 

津波防災教育センター３階（☆） 

広八幡避難施設（☆☆☆） 

花王ありだ研修所グラウンド（☆☆☆） 

善照寺（☆☆） 

広川ビーチ駅前広場（☆☆） 

山本集会所（☆☆☆） 

池ノ上集会所（☆☆☆） 

男山焼会館（☆☆☆） 

広小学校３階（☆） 

南広小学校（☆☆☆） 

広川町風力発電所（☆☆☆） 

唐尾避難施設（☆☆☆） 

広東避難施設（☆☆） 

東中避難タワー（☆） 

名島避難施設（☆☆☆） 
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（２）県知事 

災害が発生した場合において、当該災害の発生により町長が、避難のための立

退きの指示及び緊急安全確保措置の指示を行うことができなくなったときは、町

長に代わって実施するものとする。 

（３）警察官又は海上保安官 

① 町長が避難のための立退き若しくは緊急安全確保措置を指示することができな

いと認めるとき、又は町長から要求があったときは、必要と認める地域の必要と

認める居住者等に対して避難のための立退き又は緊急安全確保措置を指示するこ

ととする。この場合、直ちに避難のための立退き又は緊急安全確保措置を指示し

た旨を町長に通知することとする。 

② 警察官は、災害により危険な事態が発生し、特に急を要する場合は、危害を受

けるおそれのある者を避難させるものとする。 

（４）災害派遣を命じられた自衛官 

災害により危険な事態が発生し、警察官がその場にいないときで特に急を要す

る場合は、危害を受けるおそれのある者を避難させるものとする。 

 

４ 避難の方法  

（１）災害が事前に予測されるときは、あらかじめ高齢者、障害者、病弱者、乳幼

児、女性を事前避難させるものとする。 

（２）災害が発生した場合又は事前避難のいとまがない場合は、緊急避難を行うもの

とする。緊急避難の場合は、避難指示及び緊急安全確保の発せられたとき、又は

自主的な判断により行うものとする。 

（３）避難は、原則として避難者各自が行うものとし、自主的判断により縁故関係先

又は指定避難所に避難するよう周知させ、必要に応じて関係機関の車両、船舶等

を利用する。 

（４）避難の際の心得を平常時からリ－フレット等により一般に周知徹底を図る。 

（５）避難に際しては、関係警察機関とも密接な連絡をとって行うものとし、避難後

の警備についても万全を期する。 

（６）避難指示等の伝達方法は、防災行政無線、エリアメール・緊急速報メール、町

ウェブサイト、SNS、L アラート又はスピーカーにより住民に周知徹底を図るもの

とする。 

 

５ 避難誘導 

住民等の避難誘導は、町職員、警察官、消防職団員等が実施するが、誘導に当たっ

ては、避難経路の安全を確認しつつ、できるだけ自治会、職場、学校等を単位とした

集団避難を行うものとする。 

また、自主防災組織については、責任者による自主的な避難誘導を行うものとす
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る。 

 

６ 収容者 

避難所へは次の者を収容する。 

（１）避難指示及び緊急安全確保が発せられた者又は緊急に避難することが必要であ

る者 

（２）住家が災害により全壊（焼）、流失、半壊（焼）、床上浸水（破壊、消防によ

る全壊、半壊を含む。）の被害を受け日常起居する居住の場所を失った者 

 

７ 避難所の開設及び開設の方法 

避難所の開設及び収容並びに罹災者の保護は、救助法による救助が適用された場合

は、同法に基づき町本部長が実施する。同法が適用されない災害又は同法が適用され

るまでの間は、町独自の応急対策として町本部長が開設し実施する。 

なお、本計画は救助法を適用する災害時の基準であるが、町単独の場合についても

本計画に準ずるものとする。 

（１）危険区域と避難立退き先の指定 

町長は、それぞれの地区の実情、災害の種類等を十分検討の上、危険区域と危

険度を想定し、関係機関と協議の上、避難所等をあらかじめ選定しておく。ま

た、避難所の安全性についても十分考慮し、構造上問題のあると思われる施設の

強化、改修を促進する。 

（２）避難場所及び避難施設 

地区 名称 所在地 

緊急避難場所 避
難
所
（
福
祉
避
難
所
は
●
） 

標高 

（m） 

収容 

人数 

（人） 

災害区分 
安全 

レベル 

津波時の 

指定場所 洪
水 

土
砂 

高
潮 

内
水 

地
震 

津
波 

大
規
模
火
事 

風
水
害 

津
波 

広 

たちばな支援学校（第２駐車場） 大字和田 18-0 ○  ○ ○ ○ ○  1 3   10.9 650 

広東避難施設 大字広 159-1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 3 2 ３階以上 ○ 19.1 500 

津波防災教育センター3 階 大字広 671-0 ○ ○ ○   ○ ○ 2 1  ○ 4 165 

耐久中学校 大字広 1123-0 ○ ○   ○  ○ 1   ○ 3 995 

西・北集会所 大字広 241-1  ○   ○  ○ 1   ○ 3 27 

広川町老人憩いの家 大字広 1467-0  ○     ○ 1   ○ 3 90 

広川町役場３階 大字広 1500-0      ○ ○  1  ○ 3 606 

広川町民体育館 大字広 1469-0  ○   ○  ○ 2   ○ 3 479 

広川町民会館 大字広 572-0 ○ ○   ○  ○ 2   ○ 5 210 

広川町なごみ交流センター 大字広 369-0     ○  ○ 1   ○ 6 263 

広川なかよし子ども園 大字広 583-0     ○  ○ 2   ○ 7 496 

広川町 B&G 海洋センター 大字広 1121-3  ○   ○  ○ 2   ○ 3 395 

広小学校３階 大字広 631-0 ○ ○   ○ ○ ○ 3 1 ３階以上 ○ 5 812 

広公民館 大字広 538-1  ○   ○  ○ 2   ○ 6 50 

熊之町集会所 大字広 66-2  ○     ○ 2   ○ 3 30 

旭・学園集会所 大字広 441-0  ○     ○ 2   ○ 5 50 

たちばな支援学校 大字和田 21-0 ○ ○   ○ ○ ○ 1   ○ 9 450 

広文化会館 大字広 167-0  ○   ○  ○ 2   ○ 6 180 
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地区 名称 所在地 

緊急避難場所 避
難
所
（
福
祉
避
難
所
は
●
） 

標高 

（m） 

収容 

人数 

（人） 

災害区分 
安全 

レベル 

津波時の 

指定場所 洪
水 

土
砂 

高
潮 

内
水 

地
震 

津
波 

大
規
模
火
事 

風
水
害 

津
波 

南広 

東中避難タワー 大字東中 128-1 ○ ○   ○ ○  2 1     100 

柳瀬公民館 大字柳瀬 253-0  ○   ○  ○ 1   ○ 20 30 

名島集会場 大字名島 405-0  ○     ○ 1   ○ 7 40 

南広小学校西広分校 大字西広 15-0 ○ ○   ○  ○ 3   ○ 5 127 

南広小学校井関分校 大字井関 1053-0 ○ ○   ○  ○ 3   ○ 41 87 

南広小学校 大字上中野 1175-0 ○ ○   ○ ○ ○ 3 3  ○ 33 501 

南広公民館 大字南金屋 244-2 ○ ○   ○  ○ 3   ○ 20 30 

南金屋公民館 大字南金屋 243-0 ○      ○ 1   ○ 20 70 

東中集会場 大字東中 203-1  ○   ○  ○ 1   ○ 11 30 

唐尾公民館 大字唐尾 1573-0     ○  ○ 3   ○ 4 30 

殿集会所 大字殿 305-0 ○ ○   ○  ○ 3   ○ 19 30 

善照寺 大字唐尾 255-0      ○   2   9 215 

広川ビーチ駅前広場 大字山本 969-0      ○  1 2   19 600 

花王有田研修所グラウンド 大字山本 1724-10      ○   3   19.1 4350 

名島避難施設 大字名島 292-1  ○  ○ ○ ○ ○  3  ○   50 

唐尾避難施設 大字唐尾 1024-1 ○  ○ ○ ○  ○ 3 3  ○   70 

池ノ上区集会場 大字山本 924-17 ○ ○   ○ ○ ○ 3 3  ○ 24 30 

男山焼会館 大字上中野 88-2     ○ ○ ○  3  ○   30 

西広公民館 大字西広 628-1 ○ ○   ○  ○ 3   ○ 4 30 

山本区集会所 大字山本 510-6 ○ ○   ○ ○ ○ 3 3  ○ 24 30 

広八幡避難施設 大字上中野 206-1 ○    ○ ○ ○ 2 3  ○ 11.8 150 

広川町風力発電所（広川明神山風力

発電所西空き地） 
大字山本 1959-2      ○ ○  3  ○ 82 1000 

河瀬集会所 大字河瀬 172-0 ○      ○ 1   ○ 35 30 

井関農業会館 大字井関 676-1 ○ ○     ○ 1   ○   35 

津木 

ひろの里 大字下津木 1105-5           ●   10 

なつあけの里 ささゆり苑 大字上津木 1464-4           ●   10 

落合公民館 大字上津木 448-1  ○   ○  ○ 1   ○ 88 30 

津木中学校 大字下津木 716-0  ○   ○  ○ 2   ○ 70 220 

津木小学校 大字上津木 431-0 ○    ○  ○ 1   ○ 109 166 

津木公民館 大字下津木 743-0     ○  ○ 1   ○ 62 30 

猪谷集会所 大字上津木 1791-1 ○      ○ 1   ○ 215 30 

中村区民センター 大字上津木 805-0 ○ ○   ○  ○ 3   ○ 106 30 

滝原公民館 大字下津木 1573-4 ○      ○ 1   ○ 115 30 

前田集会場 大字前田 540-0  ○     ○ 1   ○ 72 30 

寺杣集会所 大字下津木 743-0     ○  ○ 1   ○ 63 30 

広川町青少年の家 大字下津木 2088-0 ○ ○   ○  ○ 1   ○ 211 32 

岩淵集会所 大字下津木 1897-0 ○ ○   ○  ○ 1   ○ 355 30 

猿川ふれあいセンター 大字下津木 107-0 ○ ○   ○  ○ 1   ○ 144 30 

 

（３）避難所の設置報告及び収容状況報告 

町本部は、避難所を設置した場合、直ちに避難所開設状況を県本部（総合統制

室）に報告する。報告事項は、おおむね次のとおりである。 

① 避難所開設の日時及び場所 

② 箇所数及び収容人員（避難所別） 

③ 開設期間 

避難所開設状況は公表するものとする。なお、各避難所には、維持管理のた

め、それぞれ責任者となる町職員を定めておく。 

（４）収容期間 

災害発生の日から７日以内とする。ただし、災害が落ち着くに従い収容人員が
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次第に減少するときは、町本部長は避難所を逐次整備縮小し、その都度その旨を

県本部長に連絡する。なお、大災害の場合等で、どうしても期間内に避難所を閉

鎖することが困難な場合は、町本部長は県支部を経由して事前に県本部長に開設

期間の延長を要請し、県本部長が延長の必要を認めた場合は内閣総理大臣に協議

し、その同意を得た上で、期間を定めることができる。協議は次の事項を明示し

て行う（救助法に基づく救助に関する期間延長については、すべての項目につい

て共通する。）。 

① 実施期間内により難い理由 

② 必要とする救助の実施期間 

③ 期間延長を必要とする地域、救助対策者数 

④ その他 

（５）避難所設置のための費用 

① 避難所設置費 

国庫負担の対象となる経費は、おおむね次のとおりである。 

区分 例示 

賃金職員等雇上費 応急的補修、改造、畳その他の資材の運搬等、避難所の設置、維

持及び管理のために雇い上げた労務者の賃金 

備品費 避難所設置の長期化により必要となるストーブ、扇風機、畳、カ

ーペット、パーテーション等に要する経費。なお、一時的避難と

いう避難所の性格から、リースを原則とすべきである。 

消耗器材費 懐中電灯、乾電池、ポリ袋、掃除用具等、直接被災者の処遇に必

要な経費 

建物器物等使用謝金 

借上料・購入費 

避難所として使用した建物の借上料又は避難所設置のために使用

した器物等の使用謝金、借上費及び購入費 

光熱水費 採暖及び湯茶をわかすための経費（ガス、電気、灯油等） 

仮設の炊事場、便所 

及び風呂の設置費等 

仮設の炊事場、便所及び避難所設置が長期化した場合に必要とさ

れる仮設風呂の設置のために必要とする経費。その他臨時電灯設

備費等を支出することも差し支えない。 

衛生管理費 衛生管理としての経費（手洗い用クレゾール、石けん等） 

福祉避難所 高齢者、障害者等であって、避難所での生活において特別な配慮

を必要とする者を収容する避難所設置のために支出する費用 

 

② 所要物資の確保 

避難所開設及び収容保護のため所要物資は、町本部において確保する。ま

た、現場において確保できない場合は、県本部に物資確保について要請する。 

 

８ 避難所の運営 

（１）広川町避難所運営マニュアルに基づき、避難所を運営する。また、避難所ごと

の担当職員を居住地に配慮して定めるなど、発災後の迅速な人員配置に努めると

ともに、自主防災組織等とも連携して、円滑な運営に努める。 

（２）避難所の運営に際しては、自主防災組織等と協力するとともに、役割分担を定

め、避難者の自主的な秩序ある避難生活を確保する。 

（３）避難所の運営について管理責任者の権限を明確にする。 
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（４）避難所を開設した場合は、速やかに避難者数の確認、避難者名簿の作成等によ

り、その実態を把握し、避難生活に必要な物品の確保や食料、飲料水等の提供、

炊き出し等を行う。また、女性向け物資の配布については、女性が担当するなど

配慮する。 

（５）必要により、警察と十分連携を図りながら、パトロール隊による巡回活動を実

施する。 

（６）避難所における生活環境に注意を払い、避難の長期化等必要に応じてプライバ

シーの確保、男女のニーズの違い等、男女双方の視点等に配慮する。 

（７）新型コロナウイルス感染症の発生を踏まえ、避難所における避難者の過密抑制

など感染症対策を推進する。 

（８）平時から防災担当部局、保健福祉担当部局が保健所と連携して、感染症患者が

発生した場合や健康観察中の濃厚接触者が避難所に避難する場合などの対応につ

いて協議し、適切な避難所運営に努める。 

 

９ その他必要とする事項 

各避難所の維持管理のために責任者を定め、次の関係書類を整理保存する。 

（１）避難者名簿 

（２）救助実施記録日計票 

（３）避難所収容日誌（台帳） 

避難所収容日誌（台帳） 

広川町 

責 任 者 

認 印 
月  日 収 容 人 員 

物 品 使 用 状 況 
記 事 備 考 

品 名 数 量 

 

 

 

 

計 

 人 

 

 

 

 

    

 

■ 「収容人員」欄は、当日の最高人員数を記入し、収容人員数の増減経過は、「記事」欄に記入するこ

と。 
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（４）避難所用物品費受払簿 

避難所用品受払簿 

                                                       広川町    地区 

品名  単位・呼称     

年  月  日 摘要 受 払 残 備考 

 

 

 

 

計 

     

 

■ 「摘要」欄に購入又は受入先及び払出先を記入すること。 

「備考」欄に購入単価及び購入金額を記入しておくこと。 

最終行欄に受払残の計及びそれぞれの金額を明らかにしておくこと。 

 

（５）避難所設置及び避難生活状況 

物品の使用状況は、開設期間中に使用した品目別、使用数量を記入すること。

他の市町村の住民を収容したときは、その住所、氏名及び収容期間を「備考」欄

に記入すること。 

避難所設置及び収容状況 

避難所

の名称 
種別 

開設 

期間 
実人員 延人員 

物品使用状況 実支 

出額 
備考 

品名 数量 

  月日～月日       

         

         

         

         

         

計         
 

■ 「種別」欄は、既存建物、野外仮設、天幕の別に記入すること。 

 

（６）避難所設置に要した支払証拠書類 

避難所設置に要した物品購入等に係った領収書等については、まとめて整理し

ておくこと。 

（７）避難所設置に要した物品受払証拠書類 

 

10 広域避難 

災害の規模、被災者数等から、町外への広域的な避難、指定避難所及び指定緊急避
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難場所の提供が必要であると判断した場合において、県内の他の市町村への受入れに

ついては当該市町村に直接協議し、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ほか、事態に照らし緊急を要すると認めると

きは、県知事に報告した上で、自ら他の都道府県内の市町村に協議することができ

る。 

 

11 広域一時滞在 

災害の規模、被災者の避難状況、避難の長期化等から、町外への広域的な避難及び

指定避難所、応急仮設住宅等の提供が必要であると判断した場合において、県内の他

の市町村への受入れについては当該市町村に直接協議し、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ことができる。 
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第４節 食料供給計画 

 

実施担当 住民生活課、給食センター、産業建設課（産業班） 

 

第１ 計画方針 

災害時における罹災者に対する応急用食料等の調達・供給は、県、農林水産省その他

関係機関の協力のもと、本計画により実施する。 

 

第２ 実施内容 

１ 炊き出しの実施及び食品の給与 

（１）実施者 

炊き出し及び食品の給与は、町長が実施する。 

（２）実施の場所 

炊き出しは、広川町立学校給食共同調理場において実施する。ただし、災害の

状況、施設の状況により、その他の施設を使用することがある。 

（３）炊き出しの方法 

炊き出しは、町本部が広川町立学校給食共同調理場職員及び奉仕団体等の協力

により実施する。 

（４）食料の調達 

① 炊き出しその他食品給与のため必要な原材料等の調達は、町本部において行

う。町本部は、災害時の米穀及びその他の食料の確保について、事前に町内外の

浸水想定区域外にある米穀販売店や農業協同組合等と協定を締結しておくものと

する。 

② ①による方法で炊き出しのために必要な米穀の供給が不可能な場合、町本部長

は、災害発生状況又は給食を必要とする事情及びこれに伴う給食に必要な米穀

（以下「応急用米穀」という。）の数量を知事に申請する。 

また、救助法が発動された場合は、米穀の買入れ・販売等に関する基本要領

（平成 21 年５月 29 日付 21 総食第 113 号総合食料局長通知）に基づき、農林水

産省政策統括官に要請を行い、災害救助用米穀の緊急引渡しを受けることがで

きる。やむを得ない理由により町本部長が農林水産省政策統括官直接要請した

場合は、必ず県知事に連絡するとともに、要請書の写しを送付する。 

③ 食料の調達や輸送等については、国、県、他市町村の災害対策本部との間で

必要な情報の共有等を行うための物資調達・輸送調整等支援システムを活用す

る。 

（５）供給品目及び基準量等 

通常の流通経路を通じないで供給する場合の応急用米穀は精米とし、１人当た
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りの給食並びに供給基準は、１食当たり精米 200 グラムとする。ただし、消費の

実情に応じて乾パン等の供給を行う（乾パンの１食分は 100グラムとする。）。 

 

２ 救助法の救助基準 

（１）炊き出し及び食品給与対象者 

① 避難所に収容された者 

② 住家の被害が全壊、全焼、流出、半壊、半焼又は床上浸水等であって炊事ので

きない者 

③ 旅館等の宿泊人、一般家庭の来訪者等 

（２）実施期間 

災害発生の日から７日以内とする。ただし、被災者が一時縁故地等へ避難する

場合はこの期間内に３日以内を現物により支給することができる。 

（３）費用の基準 

① 主食、副食、燃料、雑費一切の費用を含む。 

② １人１日とは、大人、小人にかかわりなく３食分とする。 

（４）その他 

炊き出し等を実施する場合には、町本部長は、その責任者を選定するととも

に、現場の実施責任者を定め、炊き出しに必要な次の帳簿を整理し、保管しなけ

ればならない。 

① 救助実施記録日計票 

② 炊き出し給与状況 

③ 炊き出しその他による食品給与物品受払簿 

④ 炊き出しその他による食品給与のための食糧購入代金等支払証拠書類 

⑤ 炊き出しその他による食品給与のための物品受払証拠書類 

 

【炊き出し給与状況】 

炊出し給与状況 

                                             広川町（      ）炊出し場 

                                             実施責任者氏名（         ） 

世 帯 主 

氏 名 

家

族

数 

月  日 
７ 日 間 

小 計 

８ 日 以 降 

小 計 合 計 実 支 出 額 備考 

朝 昼 夜 朝 昼 夜 朝 昼 夜 

            円  

              

              
 

■ 「備考」欄には、給食内容を記入すること。 
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＜参 考＞ 

炊出し食料品目別使用量集計簿 

                                                   広川町     地区 

品名 単位・呼称 目的使用量 合計 備考 

     

 

 

 
 

 

＜参 考＞ 

食料品現品給与簿 

広川町      地区 

給与年

月日 

給与 

人員 
食数 

給与物品内訳 受領書 

備
考 米 

パ
ン 

缶
詰 

 住所 世帯主 
家
族
数 

受
領
印 

避難先 

住所氏名 

             
 

 

炊出しその他による食品給与物品受払簿 

品名  単位・呼称     

年  月  日 摘要 受 払 残 備考 

 

 

 

 

 

     

 

■ 「摘要」欄に購入又は受入先及び払出先を記入すること。 

「備考」欄に購入単価及び購入金額を記入すること。 

最終行欄には、受、払、残の計及びそれぞれの金額を明らかにすること。 
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第５節 給水計画 

 

実施担当 水道事務所、住民生活課、総務課 

 

第１ 計画方針 

災害発生により飲料水が確保できない、又は飲用に適する水を得ることができない者

に対する飲料水の供給体制の確保を図る。１人１日最低必要量３リットルの水の確保に

努め、実施できないときは、隣接市町、関係団体又は県に速やかに応援要請する体制の

確保を図る。 

 

第２ 実施内容 

１ 実施者 

町本部長が行うものとし、１人１日最低必要量３リットルの水の確保に努め、さら

に風呂、便所及び炊事等に必要な生活用水の確保にも努める。ただし、町において実

施できないときは、日本水道協会和歌山県支部水道災害相互応援対策要綱に基づく協

定により、隣接市町の応援又は協力を得て実施する。 

 

２ 対象者 

災害のため、現に飲料水を得ることができない者とする。 

 

３ 供給方法 

飲料水等は、おおむね次の方法により供給する。 

（１）給水車又は容器等による運搬供給 

浄水場や被災地に近い水道又は井戸から取水し、給水車又は容器等により飲料

水・生活用水を運搬供給する。この場合、特に病院、避難所等緊急度の高い施設

を優先する。 

（２）ろ過器等による供給 

飲料水が防疫その他衛生上浄化の必要があるときは、ろ過器等を設置して飲料

水を確保する。 

（３）家庭用井戸水等による供給 

家庭用井戸について、水質検査の結果、飲用水として適当と認めた場合には、

その付近の罹災者のための飲料水として供給する。なお、飲料に適さない場合に

は、生活用水又はろ過・消毒等により飲料水として確保する。 

 

４ 飲料水供給要請の手続 

町本部長は、飲料水の供給計画に基づく応急対策又は飲料水の供給ができないとき
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の隣接市町等への応援、協力の要請を実施したときは、湯浅保健所経由で県食品・生

活衛生課へ報告する。なお、要請等に当たっては、次の事項を示す。 

（１）給水拠点 

（２）必要水量（何人分・何立方メートル） 

（３）給水方法（ろ過器・給水車・その他） 

（４）給水期間 

（５）水道又は井戸の名称 

（６）その他 

 

５ 救助法による基準 

（１）飲料水の供給期間 

災害発生の日から７日以内 

（２）飲料水供給のための費用のうち補助対象となる経費 

① 水の購入費 

② 給水に必要な機械器具の借上費、修繕費及び燃料費 

③ 浄水用の薬品及び資材費 

（３）帳簿等の作成 

飲料水の供給を行うときは、その責任者を定め、次の帳簿等を作成し、整理保

管する。 

① 救助実施記録日計票 

② 給水用機械器具燃料及び浄水用薬品資材受払簿 

③ 飲料水供給簿 

④ 飲料水供給のための支払証拠書類 

 

【飲料水供給簿】 

飲料水供給簿 

                                                             広 川 町 

供
給
月
日 

対象 

人員 

給水用機械器具 実
支
出
額 

名称 

借上 修繕 

燃料費 
数量 所有者 金額 

修繕 

月日 
修繕費 

故障 

概要 

 

 

 

 

計 

          

 

 

６ 水道の対策 
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町本部長は、災害による水道事故に対処するため、災害の発生が予想されるとき

は、給水班長に対し、水道技術管理者及び各要員を待機させるとともに、復旧資材の

整備に努め、事故が発生したときは、次の方法により対策を講ずる。 

（１）施設を巡回して事故発生の有無を確認する。 

（２）施設の損壊、断水等を認めたときは、応急措置を講ずるとともに、湯浅保健所

を経由して県食品・生活衛生課に被害内容、被害金額及び給水状況等を速やかに

電話等にて報告する。 

（３）水道が断水のため、町のみで飲料水の供給ができなくなったときは、湯浅保健

所を経由して県食品・生活衛生課に連絡するとともに、相互応援協定等に基づく

支援の要請や県食品・生活衛生課を通じて他の府県水道事業体等に対する広域的

な支援の要請を行う。 

（４）水道の復旧に当たっては、復旧行動指針・復旧計画等に添って行うものとする

が、特に浄水場から主要配水池に至る送水管の復旧及び基幹配水管の復旧を優先

的に行う。その後避難所、病院等への給水が早急に行われるよう考慮しながら、

配水支管等の復旧を行い、断水区域の解消に努める。 

（５）水道の復旧に当たって支援が必要と判断したときは、湯浅保健所を経由して県

食品・生活衛生課に連絡するとともに、相互応援協定等に基づく支援の要請、県

食品・生活衛生課を通じて他の府県水道事業体や和歌山県管工事業協同組合連合

会等による広域的な支援の要請を行う。 

（６）復旧後の施設の使用開始に当たって、水質の保全に留意し管内の消毒等を十分

行う。 

（７）国庫補助対象となるような規模の施設災害が発生した場合には、「上水道施設

災害復旧費及び簡易水道施設災害復旧費補助金交付要綱」、「災害復旧事業の事

務に関する手引」及び「厚生労働省所管水道施設災害復旧費調査要領」等により

所定の手続等を行う。 

 

７ その他 

町本部長は、家庭用井戸の位置の把握に努めておく。また、給水の実施に当たっ

て、給水場所や時間等の内容を迅速かつ的確に広報できるよう努める。 
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第６節 物資供給計画 

 

実施担当 住民生活課 

 

第１ 計画方針 

救助法による罹災者に対する被服、寝具、その他生活必需品の給与又は貸与は、本計

画による。 

 

第２ 実施内容 

１ 実施者 

被服、寝具、その他生活必需品の給与又は貸与は、町本部長が行う。 

 

２ 対象者 

災害により住家が全壊（焼）、流失、埋没、半壊（焼）及び床上浸水以上の被害を

受け、被服、寝具、その他日用品等を喪失又は毀損し、直ちに最小限の日常生活を営

むことが困難な者に対して行う。 

 

３ 給与又は貸与の品目・方法 

（１）支給費目 

被害の実情に応じ、次の品目の範囲内において、現物をもって行う。 

① 寝具（就寝に必要なタオルケット、毛布、布団等） 

② 外衣（洋服、作業衣、子ども服等） 

③ 肌着（シャツ、パンツ等の下着） 

④ 身の回り品（タオル、靴下、サンダル、傘等） 

⑤ 炊事道具（炊飯器、鍋、包丁、ガス器具等） 

⑥ 食器（茶碗、皿、箸等） 

⑦ 日用品（石けん、歯みがき、バケツ、トイレットペーパー等） 

⑧ 光熱材料（マッチ、プロパンガス等） 

（２）物資の調達 

物資の調達については、町本部が町内の量販店と災害時の物資確保について協

定を締結しておき、非常時に備える。町本部による調達が不可能なときは、県に

要請して調達する。なお、町本部は、県、国との間で、物資の調達や輸送等に必

要な情報の共有等を行うための物資調達・輸送調整等支援システムを活用する。 

（３）救助物資の集積場所 

調達した物資又は県等からの救助物資の集積場所は、被害の程度に応じて救助

班長が本部長の指示により定めておく。 
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４ 給与又は貸与の基準 

（１）給与又は貸与の期間 

災害発生の日から 10日以内とする。 

（２）給与又は貸与の限度額 

「第７部 第２章 第１節 災害救助基準」による。 

 

５ 書類の整備保管 

物資を供給する場合は、給付段階ごとにそれぞれ責任者を定め、記録及び受領書等

を次のとおり整備する。 

（１）救助実施記録日計票 

（２）物資受払簿 

（３）物資の給与状況表 

（４）物資購入関係支払証拠書類 

（５）備蓄物資払出証拠書類 

 

【物資の給与状況表】 

物資の給与状況表 

広川町 

住家被害

程度区分 

世帯主 

氏名 

世帯 

人員 

給与 

年月日 

給与の品目 
実支出額 

備

考     

          

          

計 
全壊          

半壊          

 

災害物資として上記のとおり給与したことに相違ありません。 

            年  月  日 

                                        給与責任者氏名                    印 

■ 住家の被害程度に、全壊（焼）、流失、または、半壊（焼）、床上浸水の別を記入すること。 

給与月日にその世帯に対して給与された物資の給与月日を記入すること。 

物資給与の品名欄に数量を記入すること。 

 

６ 個人備蓄の促進 

災害直後に最低限必要となる被服等の生活必需品の各家庭における備蓄を促進する

ものとする。 
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第７節 住宅・宅地対策計画 

 

実施担当 産業建設課（建設班） 

 

第１ 計画方針 

災害により住宅に被害を受けた者で、自己の資力では住宅を得ることのできない者に

対する応急仮設住宅の建設及び応急修理の実施並びに既存公営住宅等の活用等により、

被災住民の住居の確保を図る。 

 

第２ 実施内容 

１ 実施者 

応急仮設住宅の建設及び住宅の応急修理の計画の樹立と実施は、県知事から委託を

受けて町が行うものとするが、実施が困難な場合は、県が行うことができる。なお、

救助法が適用された場合、県が応急仮設住宅の建設を行う。 

 

２ 救助法による応急仮設住宅の建設の基準 

建築基準法第 85 条の建築の緩和の告示後実施するものとする。 

（１）規模並びに費用の限度 

「第７部 第２章 第１節 災害救助基準」による。 

（２）建設期間 

災害発生の日から 20日以内に着工し、できる限り速やかに完成する。 

（３）入居基準 

① 住家が全焼、全壊又は流出した者であること。 

② 居住する住家がない者であること。 

③ 自己の資力では住宅を確保することができない者であること。 

 

３ 救助法による住家の応急修理の基準 

（１）規模及び費用の限度 

① 居室、炊事場、便所等、日常生活に必要最小限度の部分に対し、現物をもって

行う。 

② 費用の限度は、「第７部 第２章 第１節 災害救助基準」による。 

（２）応急修理の期間 

災害発生の日から１か月以内に完了する。 

（３）対象者 

居住者が自己の資力をもって応急修理ができない者 
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４ 応急仮設住宅の管理 

応急仮設住宅は、町長が県知事から委託を受けて管理する。 

（１）家賃及び維持管理 

① 家賃は無料とする。 

② 維持修理は、入居者において負担する。 

③ 地代を必要とするときは、入居者の負担とする。 

（２）応急仮設住宅台帳の作成 

入居予定者が仮設住宅に入居したときは、応急仮設住宅台帳を作成し、入居契

約書とともに整理保管し、県知事に台帳の写しを提出する。 

（３）供与期間 

完成の日から２年以内とする。 

 

５ 公営住宅法（昭和26年法律第193号）による災害公営住宅 

（１）災害公営住宅は、大規模な災害が発生し、住宅の被害が次の各号の１以上に達

した場合に低所得者被災世帯のため国庫から補助（割当）を受けて建設し、入居

させるものとする。 

① 地震、暴風雨、洪水、高潮その他の異常な天然現象による災害の場合 

ア 被災地全域の滅失戸数が 500戸以上のとき 

イ 町域内の滅失戸数が 200戸以上のとき 

ウ 滅失戸数がその区域内住宅戸数の 10％以上のとき 

② 火災による場合（同一期に同一場所で発生したとき） 

ア 被災地域の滅失戸数が 500戸以上のとき 

イ 滅失戸数が町域内住宅戸数の 10％以上のとき 

（２）建設及び管理者 

災害公営住宅は、原則として町が建設し、管理する。ただし、町の財政事情等

から建設が著しく困難な場合は、県が町に代わって建設管理するものとする。 

災害公営住宅の建設及びその管理は、おおむね次の基準による。 

① 入居者の条件 

次の各号の条件に適合する世帯 

ア 当該災害により住宅を滅失した世帯であること。 

イ その他入居収入基準等は町の条例によるものとする。 

② 建設戸数 

ア 被災滅失住宅戸数の 30％以内 

イ ただし、他市町で余分があるときは 30％を超えることができる。 

ウ 県において、県下市町村の建設戸数の合計が県内滅失戸数の 30％以下の場

合、30％に達することがある。 

③ 規格 
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住宅１戸の床面積の合計が 25㎡以上 

④ 費用 

標準建設費の 2/3国庫補助（激甚災害の場合は 3/4） 

⑤ 家賃 

管理者が入居者の収入に応じて決定する額 

⑥ 建設年度 

原則として当該年度、やむを得ない場合翌年度 

 

６ 公営住宅法による既設公営住宅復旧事業 

既設公営住宅の復旧は、災害（火災にあっては、地震による火災に限る。）によ

り公営住宅又は共同施設が滅失し、又は著しく損傷した場合において、事業主体が

国庫から補助を受けて復旧するものとする。 

（１）国庫補助適用の基準 

１戸当たりの復旧費が 11 万円以上のものを対象としてそれらの一事業主体内

での合計が 190 万円以上になった場合 

① 再建設の場合 

公営住宅の構造については、再度の災害対象、合理的な土地利用等を配慮し

て定めるものとする。 

② 補修の場合 

補修費は、通常必要な費用を基準として国土交通大臣が定める。 

③ 宅地の復旧の場合 

ア 滅失した公営住宅を再建設する場合、従前地の場合の造成費は国庫補助対

象、別の敷地の場合は起債対象 

イ 既設公営住宅団地の宅地のみが被害を受けた場合は起債対象 

（２）国庫補助率 

1/2（激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律（昭和 37 年法

律第 150 号。以下「激甚法」という。）の適用を受けた場合は、補助率のかさ上

げがある。） 

 

７ 罹災に対する住宅建設資金等の融資 

災害が発生した場合、災害の罹災者に対する罹災住宅の復興に必要な資金は、住

宅金融支援機構の行う次の種類の融資制度を積極的に活用して、早急に罹災住宅の

復旧を図るものとする。 

 

８ 公営住宅の空き部屋情報連絡体制 

被災者に対する空き部屋提供を計画的に実施するため、空き部屋情報を一元的に

把握できる体制整備を行う。 
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９ 書類の整備保管 

整備しなければならない書類は、次のとおりである。 

（１）応急仮設住宅 

① 救助実施記録日計票 

② 応急仮設住宅台帳 

③ 応急仮設住宅用敷地貸借契約書 

④ 応急仮設住宅使用貸借契約書 

⑤ 応急仮設住宅建築のための原材料購入契約書、工事契約書、その他設計書、仕

様書等 

⑥ 応急仮設住宅建築のための工事代金等支払証拠書類 

⑦ 直営工事によって建築した場合においては、この他に工事材料受払簿、大

工、作業員等の出納簿、輸送簿等 

（２）応急修理 

① 救助実施記録日計票 

② 住宅応急修理記録簿 

③ 工事契約書、仕様書等 

④ 応急修理支払証拠書類 
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【応急仮設住宅台帳】 

応急仮設住宅台帳 

広川町 

住宅 

番号 

世帯主 

氏名 

家
族
数 

所在地 
構造 

区分 
面積 

敷地 

区分 

着工 

月日 

竣工 

月日 

入居 

月日 

実支 

出額 
備
考 

 

 

 

 

 

 

計 

 

 

 

 

 

 

世帯 

人          

 

■ 「住宅番号」欄は、応急仮設住宅に付した番号とし、設置場所を明らかにした簡単な図面を作成し、

添付すること。 

「家族数」欄は、入居時における世帯主を含めて人員数を記入すること。 

「所在地」欄は、応急仮設住宅を建設した住所を記入すること。 

「構造区分」欄は、木造住宅、プレハブ住宅、パイプ式組立住宅の別に記入すること。 

「備考」欄には、入居後における経過を明らかにしておくこと。 

 

【住宅応急修理記録簿】 

住宅応急修理記録簿 

広川町 

世帯主 修理箇所概要 完了年月日 実支出額 備考 

     

     

     

     

計     
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第８節 住家等被害認定調査計画 

 

実施担当 税務課 

 

第１ 計画方針 

各種被災者支援措置には罹災証明書を要するものが多いことから、被災者への各種支

援措置を早期に実施するため、発災後迅速に被災家屋等の調査、被害認定を実施する。 

 

第２ 実施内容 

１ 住家被害認定作業における留意事項 

（１）チームづくり 

産業建設課及び住民生活課（住民環境班）以外の全職員により、チームをつく

る。このとき、必ず和歌山県等から派遣される建築士１名をチームごとに配置

し、かつ、事前に和歌山県が主催する和歌山県住家被害認定士養成研修等を受け

た者が１チームに１人いるようにチーム分けを行い、１チームを最低３名以上と

する。 

（２）住家被害認定作業 

住家被害認定作業は、「住家被害認定調査票」に家屋の部位の破損状態等をみ

ながら記入し、判定していくが、基本的には建築士に従って行動する。 

（３）必要資機材 

住家被害認定作業に必要な資機材として、最低でも次の３つを用意する。 

① メジャー 

② デジタルカメラ 

③ 家屋傾斜を判定する器具 

（４）被災住家の撮影 

被災住家全体（外部から撮影できるすべての面）の写真を撮影しておくことと

する。 

 

２ 住家被害認定作業の流れ（地震等による被害） 

内閣府防災担当の「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」等に基づき実施す

る。 

 

３ 住家被害認定調査票 

住家被害認定作業に使用する調査票は、内閣府のウェブサイトより入手できる。 
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第９節 医療助産計画 

 

実施担当 住民生活課（保健福祉班） 

 

第１ 計画方針 

災害のため地域の医療の機能がなくなり、又は著しく不足し、若しくは医療機関が混

乱した場合における医療及び助産の実施については、本計画による。 

 

第２ 実施内容 

１ 実施責任者 

町長の要請により、県知事が救護班を現地に派遣して実施する。ただし、救護班が

現地に到着するまでの間及び知事が実施しない小災害にあっては、町長において実施

する。なお、県知事が必要があると認めるとき、その職権の一部を町長に委任し、町

長がこれを行う。 

 

２ 実施体制 

必要に応じ、町本部長は「災害時の医療救護に関する協定書」に基づき一般社団

法人有田医師会に救護班の編成及び派遣を要請し、医療救護に当たる。また、災害

の状況に応じ、県知事に救護班の派遣を要請する。 

（１）医療の範囲 

① 診察 

② 医薬品、衛生材料等の支給 

③ 処置、手術、その他の治療及び施術 

④ 病院又は診療所への収容 

⑤ 看護 

（２）助産の範囲 

① 分べんの介助 

② 分べん前、分べん後の処置 

③ 脱脂綿、ガーゼその他の衛生材料の支給 

 

３ 救助法による基準 

救助法による対象者、期間、費用の限度額は、おおむね次の基準による。 

（１）医療 

① 対象者 

医療の途を災害により失った者 

② 期間 
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災害発生の日から 14日以内とする。 

③ 費用の限度額 

ア 救護班による場合は、使用した薬剤、治療材料、破損した医療器具等の修

繕費等の実費 

イ 病院又は診療所による場合は、国民健康保険の診療報酬の額以内 

ウ 施術者による場合は、協定料金の額以内 

（２）助産 

① 対象者 

災害発生の日以前又は以後７日以内に分べんした者であって、災害のため助

産の途を失った者 

② 期間 

災害発生の日から７日以内とする。 

③ 費用の限度額 

ア 救護班による場合は、使用した衛生材料等の実費 

イ 助産師による場合は、慣行料金の 100分の 80以内の額 

 

４ 実施方法 

（１）被災地において医療助産の必要がある場合、現地に救護班を派遣し、避難所と

なる公共施設等に救護所を設置する。 

（２）救護班を編成して医療助産に当たるいとまがない場合は、最寄りの医療施設で

治療させるなどの措置を講ずる。 

（３）重傷患者等で、救護班では医療を実施できない場合は、病院又は診療所に移送

して治療する。 

（４）被災地において、医療助産の実施が不可能又は困難なときは、県知事にその旨

を連絡する。ただし、緊急を要し、かつ、県知事への連絡が困難なときは、隣接

市町村長又は医療機関に対して応援を要請する。 

 

５ 医薬品、衛生材料等の確保 

医療助産救護の活動に必要な医薬品、衛生材料等については、救護班が携行するも

ののほか、町本部にて調達するものとし、町での調達が困難な場合は、県に調達を要

請する。防疫班は、必要な医薬品、衛生材料等をあらかじめ調達し、救急鞄に用意

しておく。 

 

６ 書類の整備保管 

医療助産を実施した場合、次の書類を整備して保管する。 

（１）医療 

① 診療記録簿 
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② 医薬品、衛生材料等使用簿 

③ 救護班の編制及び活動記録簿 

④ 医薬品、衛生材料等受払簿 

⑤ 病院、診療所医療実施状況及び診療報酬に関する書類 

⑥ 医薬品、衛生材料等購入関係支払証拠書類 

⑦ 救助実施記録日計票 

（２）助産 

① 助産台帳 

② 助産関係支出証拠書類 

 

【救護班診療記録簿】 

救護班診療記録簿 

                                                  広川町（     ）救護班 

                                                  班長医師名（       ）印 

年月日 地区名 患者名 年齢 病名 処置概要 備考 
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【救護班医薬品、衛生材料等使用簿】 

救護班医薬品、衛生材料等使用簿 

                                                  広川町（     ）救護班 

                                                  班長医師名（       ）印 

医薬品名 

衛生材料名 
単位呼称 単価 摘要 受 払 残 備考 

        

        

        

        

        

        
 

■ 本簿は、医療業務従事期間中における品目ごとの使用状況を明らかにするものであること。 

「摘要」欄に受入先を記入すること。 

「備考」欄に払高、数量（使用数量）に対する金額を記入しておくこと。 

 

【救護班の編成及び活動記録簿】 

救護班の編成及び活動記録簿 

広川町 

期間 地区名 
診 療 

患者数 

死 体 

検索数 
班の編成 班長職氏名 備考 

       

       

       

       
 

■ 「診療患者数」欄は、延人員数を記入すること。 

「班の編成」欄は、職種ごとの人員数を記入すること。 

 



第３部 災害応急対策計画 

第５章 罹災者救助保護計画 

 

 

 
195 

 

  

【医薬品、衛生材料等受払簿】 

医薬品、衛生材料等受払簿 

広川町 

品名  単位・呼称     

年  月  日 摘要 受 払 残 備考 

      

      

      

      

      

      
 

■ 「摘要」欄に購入先、または、受入先及び払出先を記入すること。 

「備考」欄には、購入単価及び購入金額を記入しておくこと。 

最終行欄に受払先、残の計及びそれぞれの金額を明らかにしておくこと。 

 

【病院・診療所・医療実施状況】 

病院・診療所・医療実施状況 

広川町 

地区名 診療機関名 診療期間 
診療人員 

診療報酬点数 金額 備考 
入院 通院 

        

        

        
 

■ 「診療人員」欄は、延人員を記入すること。 

 

【助産台帳】 

助 産 台 帳 

広川町 

分娩者 分娩時間 

場  所 

助 産 

機関名 
期間 金額 備考 

住所 氏名 年齢 
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第 10節 罹災者救出計画 

 

実施担当 住民生活課、湯浅広川消防組合、湯浅警察署 

 

第１ 計画方針 

災害のため、現に生命、身体が危険な状態にある者、生死不明の状態にある者の捜索

又は救出保護は、本計画による。 

 

第２ 実施内容 

１ 実施者 

罹災者の救出は、町本部長が消防機関、警察、自衛隊、海上保安官、消防団及び奉

仕団体等の協力により、舟艇その他必要な器具を借り上げて実施する。 

 

２ 対象者 

（１）罹災者の救出は、災害のため現に救出を要する状態に置かれている者で、おお

むね次のような状態にある者 

① 火災の際に火中に取り残された場合 

② 災害の際、倒壊家屋等の下敷きになった場合 

③ 水害、津波等により流失家屋とともに流されたり、孤立した地点に取り残され

た場合又は山津波により生き埋めになった場合 

④ 登山者の遭難の場合 

⑤ 海上における船舶が災害に遭遇した場合又は陸上から海上に流された場合 

（２）災害のため、生死不明の状態にある者で社会通念上、生死のいまだ判明しない

者、行方不明であるが死亡の明らかでない者 

 

３ 災害救助の基準等 

救助法による罹災者救出の実施基準その他は次のとおりとする。 

（１）費用の範囲 

① 借上費 

救出のための必要な機械器具の借上費 

② 購入費 

救出のため必要とした機械器具の購入費 

③ 修繕費 

救出のため必要とした機械器具の修繕費 

④ 燃料費 

機械器具の使用に必要な燃料費 
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（２）救助の期間 

災害の発生した日から３日以内とする。 

 

４ 書類の整備保管 

整備しなければならない書類は次のとおりである。 

（１）救助実施記録日計票 

（２）被災者救出用機械器具燃料受払簿 

（３）被災者救出状況記録簿 

（４）被災者救出関係支払証拠書類 

 

【被災者救出状況記録簿】 

被災者救出状況記録簿 

広川町 

年月日 
救助 

人員 

救 出 用 機 関 器 具 

実 支 

出 額 

備

考 
名

称 

借 上 日 修 繕 費 

燃 料費 
数 量 

所有 管

理 者 

金額 

円 

修 繕 

月 日 
修 繕 費 

修繕 

概 要 

            

            
 

■ 他の市町村に及んだ場合は、備考欄にその市町村名を記入する。 

借上費については、有償無償を問わず記入するものとし、有償による場合にのみ、借上費を「金額」

に記入すること。 
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第 11節 住居等の障害物除去計画 

 

実施担当 総務課、産業建設課（建設班） 

 

第１ 計画方針 

災害により住居に流れ込んだ土石、竹木等により日常生活に著しい障害を及ぼしてい

るものの除去については、本計画による。 

 

第２ 実施内容 

１ 実施者 

被災地の障害物の除去の計画樹立及び実施は、町本部長が行う。 

 

２ 救助法による障害物の除去の計画 

（１）対象者 

① 自己の資力で障害物の除去ができない者 

② 居室、炊事場等生活に欠くことのできない場所、また、玄関等に障害物が運び

込まれているため、一時的に居住できない状態にある者 

（２）除去の期間 

災害の発生の日から 10日以内とする。 

（３）費用の限度 

１世帯当たり 137,900円以内とする。 

 

３ 書類の整備保管 

整備しなければならない書類等は、次のとおりである。 

（１）救助実施記録日計票 

（２）障害物除去の状況記録簿 

（３）障害物除去費関係証拠書類 
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【障害物除去の状況記録簿】 

障害物除去の状況記録 

広川町 

被害限度区分 氏 名 
除 去 に 要 

し た 期 間 
実 支 出 額 

除去を要する

状 態 の 概 要 
備 考 

  月 日～月 日 円   

      

      

      

計 
半 壊 世帯     

床上浸水 世帯     
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第 12節 災害弔慰金等支給及び援護資金等貸付計画 

 

実施担当 住民生活課（保健福祉班） 

 

第１ 計画方針 

災害により被害を受けた者に対し、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給並びに低所

得者に対して災害援護資金の融資を行い、罹災者の早期立ち直りを図り、併せて生活の

安定化を促進する。 

 

第２ 実施内容 

１ 災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給並びに災害援護資金の貸付け 

（１）実施者 

町長は、災害弔慰金の支給に関する法律（昭和 48 年法律第 82 号）に基づく条

例の定めるところにより、一定規模以上の自然災害により被災した住民の遺族、

世帯主に対して弔慰金及び障害見舞金の支給並びに援護資金の貸付けを行う。 

（２）実施基準等 

災害弔慰金・災害障害見舞金の支給及び災害援護資金の貸付けの基準並びに方

法は、町の条例に定めるところによる。 

 

２ 生活福祉資金（福祉資金）の貸付け 

（１）実施主体 

県社会福祉協議会が、「生活福祉資金貸付制度要綱」に基づき、被災した低所

得世帯等に対し、災害を受けたことにより臨時に必要となった資金を貸し付ける

ものとする。 

ただし、前項の災害弔慰金の支給等に関する法律に基づく災害援護資金の貸付

対象となる世帯を除く。 
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第 13節 遺体捜索処理計画 

 

実施担当 住民生活課（住民環境班） 

 

第１ 計画方針 

災害の混乱期に死亡し埋葬を行うことが困難な場合における応急的な埋葬及び災害に

より現に行方不明の状態にあり、周囲の事情により既に死亡していると推定される者の

捜索並びに災害の際に死亡した者の遺体処理については、本計画による。 

 

第２ 実施内容 

１ 遺体の捜索 

（１）実施者 

町本部長が警察官、海上保安官等の協力を得て実施する。 

（２）対象者 

災害により現に行方不明の状態にあり、かつ、周囲の事情により既に死亡して

いると推定されている者。 

（３）捜索の方法 

必要に応じて捜索班を編成して、警察署、海上保安署等の関係機関と密接な連

絡をとり、遺体捜索を行う。なお、捜索班の編制については、民間労働者の雇用

等を別に計画しておくこととする。 

（４）費用の限度及び期間 

救助法の適用を受けた場合の捜索費用の限度と期間は、次のとおり。 

① 費用 

舟艇その他捜索のための機械器具等の借上費、購入費、修繕費、使用のため

の燃料費、照明の灯油代とし、通常の実費とする。 

② 捜索の期間 

災害発生の日より 10日以内とする。 

（５）書類の整備保管 

捜索を実施した本部長は、次の書類を整備して保管しておかなければならな

い。 

① 救助実施記録日計票 

② 捜索用機械器具燃料受払簿 

③ 遺体捜索状況記録簿 

④ 遺体捜索用関係支払証拠書類 

 

２ 遺体の処理 
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災害の際死亡した者について、社会混乱のため遺体の処理（埋葬を除く。）を行う

ことができない場合において、町本部長が遺族等に代わって処理を行う。 

（１）処理の内容 

① 遺体の洗浄、縫合、消毒等の処理 

② 遺体の一時保存 

③ 検案 

（２）遺体処理の方法 

防疫班が、救護班、警察官等と協力して実施する。 

遺体検視場所及び遺体処理までの一時保存場所については、津木中学校とする

ものとし、町施設で準備困難な場合は、和歌山県遺体処理に係る支援事務処理要

領第２条に基づき、湯浅保健所を通じて県に場所の提供の支援を要請する。 

（３）遺体処理の費用 

① 死体の洗浄、消毒等１体当たり 3,500 円以内 

② 死体の一時保存・施設利用時は通常の実費・施設利用できない場合、１体当た

り 5,400円以内 

③ 救護班以外の検案は慣行料金 

（４）処理の期間 

災害発生の日から 10日以内とする。 

（５）書類の整備保管 

① 救助実施記録日計票 

② 遺体処理台帳 

③ 遺体処理関係支出証拠書類 

 

３ 埋葬 

災害の際死亡した者で、災害のため社会が一時混乱している場合であって遺族自

らが埋葬を行うことが困難な場合又は死亡した者の遺族がない場合、町本部長が実

施するものとする。 

なお、町本部長は、火葬場、棺等関連する情報を広域的かつ速やかに収集し、棺

の調達、遺体の搬送の手配等を実施するものとし、必要に応じ、湯浅保健所を経由

して県食品・生活衛生課に連絡し、葬祭業者等との災害時応援協定に基づく支援を

要請するほか、他市町村等による広域的な火葬を要請し、速やかな埋葬に努める。 

（１）埋葬の方法 

棺、骨つぼ等、埋葬に必要な物資の支給及び火葬、土葬又は納骨等の役務提供 

（２）埋葬の費用（救助法による基準） 

１体当たり大人（12 歳以上）215,200 円以内、小人（12 歳未満）172,000 円以

内 

（３）埋葬の期間 
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災害発生の日から 10日以内とする。 

（４）書類の整備保管 

埋葬を実施し、又は埋葬に要する現品若しくは経費を支給した場合、次の書類

を保存し、整備しなければならない。 

① 救助実施記録日計票 

② 埋葬台帳 

③ 埋葬費支出関係証拠書類 

 

【遺体捜索状況記録】 

遺体捜索状況記録 

広川町 

年 月 日 捜索地区 捜索遺体 
捜 索 用 機 械 器 具 

金 額 備 考 
名 称 数 量 所有者氏名 

        

        

        

        
 

■ 捜索用機械器具は、借上費の有無償の別を問わず記入するものとし、有償による場合のみに、その借

上費を「金額」欄に記入すること。 

 

【遺体処理台帳】 

遺体処理台帳 

広川町 

処 理 

年 月 日 

遺体発見

の日時場

所 

死 亡 者 

氏 名 

遺 族 洗 浄 等 の 処 理 
遺体の

一時保

存 料 

検

案

料 

実

支

出

額 

氏

名 

続

柄 
品 名 

数

量 
金 額 

           

           

           

計  人         
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【埋葬台帳】 

埋葬台帳 

広 川町 

死 亡 年

月 日 

埋 葬 年

月 日 

死 亡 者 埋 葬 実 施 者 埋 葬 費 

備考 
氏名 年 齢 

死亡者

の関係 
氏 名 

棺付属

品を含 
骨箱 

埋葬料 

火災料 
計 

           

           

           
 

■ 埋葬を行った者が町長であるときは、遺族の氏名を「備考」欄に記入しておく。 

町長が、棺、骨箱等を現物で給与したときは、その旨「備考」欄に明らかにしておくこと。 

埋葬を行った者に埋葬費を支給したときは、その旨及び金額を「備考」欄に記入しておくこと。 
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第 14節 災害義援金品配分計画 

 

実施担当 住民生活課、総務課 

 

第１ 計画方針 

罹災者、罹災施設その他に対する義援金品の配分等は、本計画による。 

 

第２ 実施内容 

１ 義援品の配分 

引継ぎを受けた義援品は、次の方法によって配分する。 

（１）配分の基準 

配分の基準は特に定めず、そのときの実情を十分考慮して、それぞれの目的に

沿い、効果的な配分を個々に検討して行う。県における配分の方法を参考に、民

生委員その他関係者の意見を聞き、実情に即して配分するものとする。 

（２）配分の時期 

配分は、できる限り受付又は引継ぎを受けた都度行うことを原則とするが、義

援品が少量時は、世帯別の配分が困難で、輸送・労力等の経費の浪費となるの

で、一定量に達したとき行うなど、配分の時期に十分留意して行う。ただし、腐

敗変質のおそれがある物資については、速やかに適宜の処理をするよう配慮する

ものとする。 

（３）配分の処理 

配分を済ませ、必要がないと認められる物資については、適宜処分する。 

 

２ 義援金の管理・配分 

義援金は、次の方法により管理・配分する。 

（１）金銭の管理 

義援金の受付に当たって、義援金受払簿を備え付け、受付から配分までの状況

を記録する。 

現金は、銀行預金等確実な方法で保管管理するとともに、現金出納簿を備え付

け、出納の状況を記録し、経理する。なお、預金に伴う利子収入は、義援金に含

めて扱うものとする。 

（２）配分 

総合調整室を中心に、関係機関等と配分委員会を組織して調整の上、実情に即

して適正に義援金の配分を行う。 
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第 15節 罹災証明書発行計画 

 

実施担当 税務課 

 

第１ 計画方針 

罹災証明書の発行は、本計画による。 

 

第２ 実施内容 

１ 罹災証明書 

罹災証明書は、被災者に対し救助法による各種施策、税の減免等を実施するために

必要なもので、被災した住家等の状況について町が証明するものである。 

 

２ 罹災証明の対象 

罹災証明書の証明の範囲は、基本法第２条第１項に規定する災害により、被害を受

けた家屋とし、次の項目について証明を行う。なお、家屋以外のものが被災した場合

において、必要があるときは、これに準じて行う。 

（１）全壊、流失、大規模半壊、半壊、床上浸水、準半壊、床下浸水、準半壊に至ら

ない（一部損壊） 

（２）火災による全焼、半焼、水損 

 

３ 罹災証明書の発行 

罹災証明書の発行は町長が行うものとし、災害発生後に行われる被害調査結果に基

づいて作成された罹災台帳を用い、申請があった罹災者に対し、遅滞なく、罹災証明

書を発行する。ただし、火災による罹災証明書の発行は湯浅広川消防組合消防長が行

う。罹災証明の判定結果に不服があった場合及び災害発生後の被害調査ができなかっ

た家屋については、再調査を実施する。 
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第６章 保健衛生計画 

第１節 防疫計画 

 

実施担当 住民生活課（保健福祉班） 

 

第１ 計画方針 

災害発生時における被災地の防疫は、本計画に定めるところにより迅速に実施し、感

染症の発生と流行の未然防止に万全を期する 

 

第２ 実施内容 

１ 防疫体制の確立 

防疫計画に基づき当該災害に即応した対策を樹立するとともに、体制の確立を図

り、適切な措置を講ずる。 

 

２ 実施主体 

災害時の防疫は、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（平成

10 年法律第 114 号。以下この節において「法」という。）及び予防接種法（昭和 23

年法律第 68号）に基づく県知事の指示により実施する。 

 

３ 組織 

防疫班を中心として、防疫実施のための活動を行う。 

 

４ 災害防疫の実施 

（１）防疫処置の強化 

災害の規模に応じた防疫組織を設け、対策の推進を図る。 

（２）広報活動の実施 

パンフレット、リーフレット等の方法により地区組織を通じ広報活動の強化に

努めるとともに、地区住民の社会不安の防止に留意する。 

（３）消毒の実施 

法第 27 条第２項の規定による消毒は、県知事（湯浅保健所長）の指示に基づ

き、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施行規則（平成 10

年厚生省令第 99 号）第 14 条に定めるところによって実施するものとし、使用す

る薬剤及び器具等については、速やかに整備拡充を図る。 

（４）ねずみ族、昆虫等の駆除 

法第 28条第２項の規定により県知事が定めた地域内で県知事（湯浅保健所長）
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の指示に基づき、ねずみ族、昆虫等の駆除を実施する。 

（５）物件に係る措置 

法第 29条第２項の規定による県知事（湯浅保健所長）の指示に基づき、感染症

の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある飲食物、衣類、寝具、その他の

物件についての消毒を実施する。 

（６）生活の用に供される水の供給 

法第 31条第１項の規定により感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑い

がある生活の用に供される水の使用等の制限又は禁止を県知事が命じた場合、法

第 31条第２項の規定による県知事（湯浅保健所長）の指示に基づき、速やかに生

活の用に供される水の供給をする。実施に当たっては、「第３部 第３章 第５節 

給水計画」に定める方法によって行うものとする。 

（７）臨時予防接種 

予防接種法第６条の規定による県知事（湯浅保健所長）の指示に基づき、臨時

予防接種による予防措置を講ずる。 

（８）避難所 

避難所を開設したときは、防疫関係職員の指導を得て、衛生の徹底を期するも

のとする。 

 

５ 報告 

警察、消防等諸機関、地区の衛生組織その他関係団体の緊密な協力のもとに、次の

事項について所定の様式（災害防疫事務要領）により湯浅保健所を経由して、県知事

に報告（電話、書類）する。 

（１）被害の状況 

（２）防疫活動状況 

（３）災害防疫所要見込額 

（４）その他 

 

６ 記録の整理 

（１）災害状況報告書 

（２）防疫活動状況報告書 

（３）災害防疫経費所要額調及び関係書類 

（４）清潔方法に関する書類 

（５）消毒に関する書類 

（６）ねずみ族、昆虫等の駆除に関する書類 

（７）生活の用に供される水の供給に関する書類 

（８）患者台帳 

（９）防疫作業日誌 
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（10）防疫経費所要額調及び関係書類 

 

【被害状況報告書】 

被害状況報告書 

広川町 

受 信 者 名  受 信 日 時  

送 信 者 名  所 属  

報 告 番 号 第     号 報 告 機 関 名 広川町 

発 生 年 月 日   年  月  日 災 害 の 原 因  
 

 

【被害の概要・発生患者数】 

被害の概要・発生患者数 

広川町 

１ 区 分 被 害 の 概 要 ・ 発 生 患 者 数 等 

全 戸 数      

全 壊      

半 壊      

流 失      

床 上 浸 水      

床 下 浸 水      

計      

被 害 率      

そ 族 昆 虫 駆 除 の 地 域 特 定 の 要 否      

災 害 救 助 法 の 有 無      

代 執 行 の 必 要 性 の 有 無      

発 生 患 者 数 患 者      

疑 似      

保 菌 者      

計      

死 者      

２ 災 害 防 疫 所 要 経 費 の 概 算 額      

３ 伝 染 病 、 隔 離 病 棟 の 被 害 の 概 略      

４ そ の 他 参 考 と な る 事 項      
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【災害防疫経費所要額調】 

 

災害防疫経費所要額調 

報告機関名    広川町 

事項 区分 員数 単価 金額 備考 

予防委員に対する諸費 
委 員 手 当 

委 員 旅 費 
    

町において施行する清

潔方法及び消毒方法に

要する諸費 

清潔方法に要する

諸 費 

消毒方法に要する

諸 費 

    

予防給治のため雇入れ

た医師その他人員及び

予防上必要な器具薬品 

その他の物件に関する

諸費 

人 員 雇 入 れ 費 

医師または薬剤師 

看 護 士 

そ の 他 の 職 員 

器 具 費 

薬 剤 費 

その他の物件費 

    

臨時隔離病舎 

諸費 

処 置 費 

医 療 費 

人 件 費 

そ の 他 の 経 費 

    

予防給治に従事した者

に給すべき手当治療費

及びその遺族に給すべ

き救助料 

特 殊 勤 務 手 当 

治 療 料 

救 助 料 

葬 祭 料 

    

交通遮断隔離に関する

諸費及び業を失ったた

め交通遮断のため、ま

たは一時営の自活不能

者の生活費 

交通遮断及び隔離 

に 要 す る 諸 費 

生 活 補 給 費 

    

町内において発見した

伝染病患者及び死者に

関する諸費 

伝 染 病 患 者 

生 活 補 給 費 

死 体 消 毒 費 

埋 火 葬 費 

    

町内において施行するそ族昆虫などの駆除及

びその施設に関する諸費 
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【清潔方法に要する経費内訳】 

清潔方法に要する経費内訳 

広川町 

科目 員数 単価 金額 備考 

賃 金    

実施戸数      戸 

消 耗 品    

薬 品 費    

運 搬 費    

    

    
 

 

【消毒方法に要する経費内訳】 

消毒方法に要する経費内訳 

広川町 

科目 品名 員数 単価 金額 備考 

賃 金     実施戸数                 戸 

（備品内訳               ） 

備品内訳 員数 単価 金額 

    

    

    

    

    

    
 

備 品 費     

消 耗 品     

薬 品 費     

借料及損料     

運 搬 費     

修 繕 費     

     

     

     
 

 



第３部 災害応急対策計画 

第６章 保健衛生計画 

 

 

 
212 

 

  

【そ族昆虫駆除費内訳】 

そ族昆虫駆除費内訳 

広川町 

科目 品名 員数 単価 金額 備考 

賃 金     実施戸数                 戸 

（備品内訳               ） 

備品内訳 員数 単価 金額 

    

    

    

    

    
 

備 品 費     

消 耗 品     

薬 品 費     

借料及損料     

運 搬 費     

修 繕 費     

     

     
 

■ 被害の全貌判明時に作成する分についての所要経費は、災害状況等を十分検討の上、見込額をもって

計上することができる。また、各事項の区分等に添付すべき内訳書についても、これを省略して差し支

えない。 

災害の経費に充てるため、特別に予算措置をしたときは、その予算の写しを添付すること。 

 

【作業日誌】 

作業日誌 

広川町 

作業の種類 作業量 作業員数 実施地域 実施期日 備考 
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【防災防疫業務完了報告書】 

 

防災防疫業務完了報告書 

広川町 

災害発生年月日 概要 

災 害 の 原 因  

被 害 の 概 要  

県 の と っ た 措 置 の 概 要  

災 害 防 疫 本 部 の 活 動 
防 疫 実 施 の 方 針  

主 要 作 業 日 誌  

災 害 救 助 活 動 
医 療 救 護  

給 水 作 業  

災 害 防 疫 活 動 

予 防 宣 伝  

調 査 指 導  

検 疫 調 査  

患 者 処 理  

飲料水の確保・井戸の消毒  

家屋の消毒・消毒薬の使用方法  

そ 族 昆 虫 駆 除 の 実 施 方 法  

し 尿 処 理 の 指 導  

泥土、堆積物の処理・清潔方法  

そ の 他 特 記 す べ き 事 項  

伝 染 病 の 発 生 状 況  

予 防 接 種  

伝染病隔離病舎の被害状況  

予 算 の 概 要  
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第２節 清掃計画 

 

実施担当 住民生活課（住民環境班） 

 

第１ 計画方針 

災害発生により、ごみ、汚泥及びし尿等（以下「廃棄物」という。）により生活環境

が著しく汚染された場合、これらを早急に処理し衛生的な生活環境を確保するため、災

害時における廃棄物対策は、本計画による。 

 

第２ 実施内容 

１ 実施者 

被災地における廃棄物収集処分の応急対策計画の策定及びその実施は、防疫班が担

当するものとし、必要に応じて、ごみ処理班、し尿処理班を編成する。被害が甚大で

町のみでの応急対策の実施が不可能な場合は、他の市町村の応援を得る。なお、次の

点について配慮するものとする。 

（１）避難所等の避難人員及び場所を確認し、当該避難所等における生活ごみや災害

によって生じた廃棄物（がれき）の処理の必要性や収集・処分見込みを把握し、

必要に応じ仮置場を設置するよう努める。 

（２）避難所等の避難人員及び場所を確認し、水道の復旧状況を勘案の上、当該避難

所等の仮設トイレの必要数やし尿の収集・処分見込みを把握し、必要に応じ設置

するよう努める。 

 

２ ごみ処理 

（１）避難所をはじめ、被災地域における生活ごみや災害によって生じた廃棄物（が

れき）の処理の必要性や収集・処分見込みを把握する。また、ごみ処理施設の被

害状況と復旧見込みを把握する。 

（２）必要に応じて仮置場を設置するとともに、住民へ位置及び仮置場における収集

期間を伝達する。 

（３）被災地域の生活に支障をきたさないよう、被災地域をそれぞれ区分・分担し、

適切なごみの収集処理を行う。 

（４）環境衛生上、早期の収集が必要な生活ごみを迅速に収集処理するとともに、仮

置場における衛生状態を保つ。 

（５）可燃物の焼却処理については、近隣市町のごみ焼却施設の協力を要請する。 

（６）大規模災害の発生時における廃棄物の処理等に関して協力が必要な場合は、県

と一般社団法人和歌山県産業資源循環協会、一般社団法人和歌山県清掃連合会、

一般社団法人和歌山県一般廃棄物協会が締結している「大規模災害における災害
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廃棄物の処理等に関する協定」に基づき、県を通じ同法人に協力を要請するもの

とする。 

 

３ し尿処理 

（１）災害時におけるし尿の収集については、災害による浸水地域等では収集量が増

加することが予想されるため、的確に把握して、し尿処理許可業者の協力を得て

実施する。また、避難所等で緊急汲み取りを必要とする地域から実施する。 

（２）避難所に、又はトイレ使用不能等により、仮設トイレを設置するときは、立地

条件を考慮し、地下に浸透しない措置を講ずる。 

（３）浸水時に、汲み取り便所の便槽の水没や槽内への雨水・土砂等の流入も想定さ

れるため、公衆衛生上の観点から被災後速やかに汲み取り、清掃、周辺の消毒を

行う。 

（４）し尿処理は、し尿処理施設で行うことを原則とする。汲み取りし尿が多量等の

ため、応急的に貯留槽の設置が必要である場合は、環境衛生上支障のない場所と

し、漏えいにより地下水又は河川等を汚染しないよう注意する。 

（５）し尿処理等の収集運搬の協力支援が必要であると判断したときは、県と一般社

団法人和歌山県清掃連合会及び一般社団法人和歌山県一般廃棄物協会が締結して

いる「災害時におけるし尿等の収集運搬に関する協定書」に基づき、県を通じ両

法人に協力を要請する。 

 

４ 事務処理 

（１）災害等により廃棄物が発生したとき及び廃棄物処理施設（ごみ処理施設・し尿

処理施設）に被害があったときは、速やかに、その発生量、被害状況等を湯浅保

健所を経由して、県環境生活部循環型社会推進課へ報告する。 

（２）報告は、「災害関係業務事務処理マニュアル（平成 26年６月環境省）」におい

て定められた「災害等廃棄物処理事業及び廃棄物処理施設被災状況について」に

より行うものとし、必要に応じて事前に電話等で被害の概況等を報告したのち、

被災状況の写真等を添付して報告する。 

 

５ その他 

堆積土砂と災害清掃事業の関係について、堆積土砂の排除は、清掃作業とはみなさ

れない。 
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【被害状況報告書】 

被害状況報告書 

                                                 広災第              号 

                                                 令和  年  月  日 

 

和歌山県環境生活部長 宛 

 

                                         広川町長名                      印 

 

被 害 状 況 報 告 書 

 

  清掃事業について、下記のとおり被害状況を報告します。 

 

記 

 

１ 全般的な被害状況                               別表のとおり 

 

２ 清掃施設等の被害                               別表のとおり 

 

３ 災害のため特に必要となった清掃事業調           別表のとおり 

 

 
 

 

 

【全般的な被害状況の概要】 

全般的な被害状況の概要 

広川町 

人的被害 住宅被害 

死者 行方不明 負傷者 全壊 流失 半壊 床上浸水 床下浸水 
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【清掃施設等の被害状況】 

清掃施設等の被害状況 

広川町 

施設名 被害の額 復旧に要する費用 備考 

    

    

    

    
 

 

【災害のため特に必要となった清掃事業調】 

災害のため特に必要となった清掃事業調 

広川町 

区分 員数 単価 金額 備考 

し 尿 処 理 費    汲取戸数    戸実施 

賃 金     

借 上 料    浸水期間 

器具容費（桶・その他）    清掃期間 

燃料費（ガソリン・オイル）    自動車      台分 

そ の 他     

ご み 処 理 費     

賃 金     

借 上 料    処理費 

器具容費（スコップ他）    清掃期間 

そ の 他     

     

計     
 

■ 作業日数等詳細な内容書を添付のこと。 
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第３節 食品衛生計画 

 

実施担当 住民生活課（保健福祉班） 

 

第１ 計画方針 

被災地営業施設及び臨時給食施設（避難所その他炊き出し施設）の実態を把握し、適

切な措置を講ずることによって被災者に対して安全で衛生的な食品を供給する。 

 

第２ 実施内容 

１ 臨時給食施設 

関係機関と密接な連携をとって施設の実態を把握し、食品衛生監視員、保健所職員

による現地指導の徹底によって事故の発生を防止する。 

（１）重点指導事項 

① 手洗い消毒の励行 

② 食器器具の消毒 

③ 給食従事者の健康 

④ 原材料、食品の検査 

⑤ 浸水、断水による飲料水の供給については、特に衛生的に取り扱うようにす

る。 

 

２ 営業施設 

営業施設の監視を強化するとともに、保存又は製造されている食品の検査を実施し

て、不良食品の供給を排除する。 

（１）重点監視指導事項 

① 浸水地区は、浸水期間中営業を自粛休業させ、水が引いた後、施設、設備を完

全消毒の上、食品衛生指導員の検査を受けて営業を再開するよう指導する。 

② その他の地区においては、臨時給食施設と同様であるが、特に従事者の健康に

ついて指導する。また、汚水により汚染された食品及び停電により腐敗、変質し

た食品が供給されることがないようにする。 

 

３ その他 

災害の規模によっては、食品衛生指導員、保健所職員のみでは、十分な監視指導が

できない場合もあると考えられるので、状況により被災地区の食品衛生指導員を指揮

して指導に当たらせるよう配慮する。 

 



第３部 災害応急対策計画 

第６章 保健衛生計画 

 

 

 
219 

 

  

第４節 保健師活動計画 

 

実施担当 住民生活課（保健福祉班） 

 

第１ 計画方針 

災害発生時における被災地の保健師活動は、本計画により迅速に実施し、被災地住民

の健康保持を図るとともに、関係者との協働により疾病予防活動及びこころのケア活動

に努めるものとする。 

 

第２ 実施内容 

１ 実施主体 

町長が実施するものとする。ただし、必要に応じて県に対し保健師の派遣要請を行

い、計画の円滑な実施に努めるものとする。 

 

２ 町本部における活動 

（１）被災地住民の健康状況の把握 

（２）保健師の勤務状況の把握 

（３）関係機関との連絡調整 

（４）派遣保健師の被災地における活動調整 

 

３ 保健師活動 

（１）保健師の編成 

被災地における保健師の活動は、原則として複数をもって編成する。 

（２）被災地における活動内容 

① 被災住民（地域・避難所・仮設住宅）の健康に関する実態把握 

② 情報収集及び情報提供 

③ 巡回による被災者の健康管理及びメンタルケア 

④ 保健衛生指導の実施 

⑤ 要配慮者の安否確認 

⑥ 関係機関との連絡調整 
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第５節 精神保健福祉対策計画 

 

実施担当 住民生活課（保健福祉班）、教育委員会（学校教育班） 

 

第１ 計画方針 

災害がメンタルヘルスに与える影響に対応する体制を確立し、被害状況、救援の必要

性や内容等の情報の速やかな収集と的確な判断を行い、精神保健福祉活動の規模と内容

を変化する状況に応じて常に適正なものに保つものとする。 

 

第２ 実施内容 

１ 災害時こころのケア活動 

災害が発生した場合に、心的外傷後ストレス障害などこころに傷を負う者及び精神

障害者等に対応するため、県が、医療機関等の関係機関、団体等との連携のもとに総

合的に推進する適切な支援や情報提供等の災害時におけるこころのケア活動に協力す

る。 

 

２ 被災地の災害対策 

災害時の地域の精神保健福祉活動の拠点である県支部保健班（湯浅保健所）と連

携をとり、国、県、精神医療関係機関等によるネットワークを通じて状況の把握に

努め、必要に応じ精神科医師を含む関係者の会議に参加して適切に対応する。 

 

３ 要配慮者等への対策 

（１）精神障害者の生活再建支援 

被災精神障害者は、住宅問題等生活上の解決すべき問題に加えて避難生活等に

よる人間関係の変化により過大のストレスが加わり不安定になりやすいため、こ

れまで関わっていた精神保健福祉相談員等が早期に関わって本人の悩みを聴き、

問題処理に当たって優先順位をつけるなど、相談の支援を実施する。 

① デイケア、障害福祉サービス事業所等に通所していた場合は、交通事情等に配

慮の上、できるだけ早期に通所者同士が災害のこと、仲間のことなどを語れる場

を提供する。 

② 医療費助成、罹災証明、仮設住宅や義援金の申込等諸手続方法等についての情

報提供や具体的支援を実施する。 

（２）高齢者への対応 

身体的にも不安を抱える高齢者は、災害後強度の不安から混乱をきたしたり、

孤独感を強めるなど影響が大きいことから、高齢者対策は重要であるため、特に

仮設住宅や被災地外への移住等の環境の変化には注意を払い、「孤独死」等の防
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止にも努め、高齢者が安心できる支援システムを整備する。 

① 地域に応じて実施されている高齢者に対する相談、訪問活動、安否確認事業等

で把握された精神保健面からのアプローチが必要なケースについて、継続的にフ

ォローする。 

② 近隣の声掛け、助け合いのあるコミュニティの再形成を図るため、ボランティ

アや関係者が相互に連携して語らいの場つくりやイベントの開催等を行う。 

（３）小児への対応 

小児は、精神機能（自我機能）が未発達のため、影響を強く受けやすく種々の

症状を引き起こしたり、時には長期的に問題を持つこともあるため、学校を中心

に、県支部保健班（湯浅保健所）、児童相談所、教育委員会等の相談機関、家

庭、医療機関と相互に連携をとりながら、相談を実施する。 
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第６節 動物保護管理計画 

 

実施担当 住民生活課（住民環境班） 

 

第１ 計画方針 

災害時には、負傷又は放し飼い状態の動物が多数発生すると同時に、避難所等の家庭

動物にかかる問題も予想されるため、県と連携して、動物保護管理活動を行う。 

 

第２ 実施内容 

１ 避難所等における被災した動物の飼養者への支援 

避難所において、飼養者自身による家庭動物の適正な飼養管理を指導するなど、動

物の愛護及び環境衛生の維持に努める。 

 

２ 被災地域における飼養者不明の動物の保護 

飼養者不明の負傷動物、放し飼いの動物については、県、関係団体、ボランティ

アと協力して保護に努める。 
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第７章 公共土木施設等応急対策計画 
 

実施担当 産業建設課（建設班）、水道事務所 

 

第１ 計画方針 

災害の発生後、民生の安定、公共福祉の早期回復を図るため、被災箇所の本復旧工

事を行う前に、必要に応じ落石、流出土砂、雑木等を除去するほか、仮道、仮橋、仮

締切など応急工事を実施する。応急工事の施工に当たっては、平常時より地元の建設

業者等と調整を図り、速やかな実施に努める。 

 

第２ 実施内容 

１ 河川災害 

町内の河川等を巡視し、河川施設の被害及び障害物を発見したときは、関係機関

に通報するとともに、被害状況に応じ、雨水浸透防止や崩壊土砂、堆積土砂の適切

な排除等の応急工事を実施する。 

 

２ 海岸、港湾災害 

海岸背後地の土地利用状況（救援、復旧等の危機管理を担う施設（町役場、警

察・消防署、病院等）がある地区等）や放置すると甚大な二次被害が発生するな

ど、緊急に復旧する必要のある箇所に仮締切工事等を行う。 

 

３ 砂防・地すべり等土砂災害 

土砂災害警戒区域等を巡視し、被害状況を関係機関等に通報するとともに、人家

等に対する直接的な影響が懸念される場合は、仮設防護柵等の設置等の応急対策の

実施を県に要請する。二次災害の危険性の高い被災箇所については、緊急に土砂災

害対策工事を実施することを県に要請する。 

 

４ 道路、橋梁災害 

道路管理者による道路、橋梁の点検を実施し、被害箇所と被害状況を把握して、

危険箇所については通行禁止又は制限を行い、関係機関に連絡するともに、被害状

況に応じた応急措置を実施する。被災した道路、橋梁で緊急物資、復旧資材等の輸

送に必要なとき又は本復旧に長期間を要するものについては、仮道、仮橋等を設け

る。 
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５ 下水道等災害 

施設の被害を最小限に抑え、被災状況を調査して関係機関に伝達するとともに、

早期の機能回復を図るため、速やかに応急復旧工事に着手する。 

 

６ 山地災害 

山地災害危険地区等を巡視し、被害状況を関係機関等に通報するとともに、人家

等に対する直接的な影響が懸念される場合は、速やかに応急復旧工事の着手を県に

要請する。 
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第８章 農林水産関係災害応急対策計画 
 

実施担当 産業建設課 

 

第１ 計画方針 

各種気象災害等による農作物、農林業施設等の被害を最小限にとどめるための諸対

策について定める。 

 

第２ 実施内容 

１ 農業対策 

（１）農業関係施設 

被害状況を速やかに把握し、各施設の管理者による農地や農業関係施設の応急

対策を支援する。被害が広範囲に及ぶ場合は、県や関係機関と連携し、応急対策

を実施する。 

（２）農作物 

① 各種農作物に被害のあるときは、農業協同組合等の関係機関と協力して、病害

虫に対する早期防除の徹底を図る。 

② 被害の状況に応じ、農業協同組合、県等の関係機関に作物別の対策に関する技

術の指導や種苗の確保を依頼する。 

 

２ 林業対策 

森林組合等関係機関と協力し、早期に巡視して被害の状況を把握するとともに、

林道等の危険な箇所については表示を設置し、応急処置を実施する。また、被害木

の早期処理、病害虫の発生防止に努める。 

 

３ 水産業対策 

水産業関係施設等の被害状況を速やかに把握し、各施設の管理者による応急対策

を支援するとともに、県に被害状況を連絡し、復旧について要請する。 

なお、油流出による漁場及び水産関係施設等の被害発生等を現認した場合は海上

保安署へ通報するものとし、赤潮による漁場の被害発生等や風水害等による漁船及

び水産関係施設等の被害発生等を現認した場合は、漁業協同組合に連絡するものと

する。 
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第９章 事故災害応急対策計画 

第１節 海上災害応急対策計画 

 

実施担当 総務課 

 

第１ 計画方針 

海上における船舶の座礁、衝突、沈没等の災害並びにこれらの災害による大量流出油

等事故の災害（以下「海上災害」という。）が発生した場合に、人命救助、消火活動、

流出油等の拡散防止と除去、付近の船舶並びに沿岸住民の安全を図るため、関係機関及

び関係団体と協力して対策を実施する。 

 

第２ 実施内容 

１ 町の担当事項 

（１）災害状況の把握及び防災関係機関への通報 

（２）地域住民、在港船舶等に対する災害発生の周知 

（３）災害の拡大防止のための応急措置 

 

２ 通報連絡 

（１）通報連絡体制 

防災関係機関等における通報連絡は、次により行う。ただし、流出油等事故災

害の場合は、この他に和歌山県排出油等防除協議会の連絡体制を併用する。 

 
 

（２）住民等への周知 

第五管区海上保安部 

海南海上保安署 

和歌山海上保安部 

湯浅警察署 

和歌山県排出油等防除協議会 

和歌山県水難救済会 

海上自衛隊 

税関・運輸局・地方整備局 

報道機関 

湯浅広川消防組合 

県 有田振興局 

警察本部 

町 

事故船舶／確認者 

港湾、水産関係機関 
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広報車、防災行政無線等により、次の事項を周知する。 

① 災害の状況 

② 防災活動の状況 

③ 火気使用及び交通等の制限事項 

④ 避難準備等の一般的注意事項 

⑤ その他必要事項 

 

３ 沿岸警戒 

流出油等による災害が沿岸地域に波及するおそれがある場合は、当該地域におけ

る現場警戒に従事し、次の措置を実施する。 

（１）沿岸住民に対する火気の使用制限及び禁止等自衛措置の指示等 

（２）流出油等の漂着に係る監視パトロール 

 

４ 応急措置 

（１）海上流出油等対策 

海上に大量の油等が流出して沿岸に漂着し、又は漂着のおそれがある場合は、

流出油等災害の拡大を防止するため、和歌山県排出油等防除協議会等関係機関と

連携を図りながら、次に掲げる応急措置を行う。 

① 流出油等の状況把握 

② 関係機関との連絡調整 

③ 防除資機材の調達 

④ 沿岸の監視及び漂着した流出油等の除去 

⑤ 回収油等の保管 

（２）海上災害における人身事故等 

各機関と相互に協力しながら、次に掲げる応急措置を行う。 

① 捜索、人命救助、救護 

② 消火活動、延焼防止 

③ 応急資機材の調達 

④ 遭難船の移動 

 

５ 災害対策連絡調整本部の設置 

ふ頭又は岸壁にけい留されたタンカー等の事故が発生して、関係機関相互の連絡

を緊密にし、強力かつ円滑に応急対策を実施するため必要があるときは、県本部長

と協議の上、災害情報の交換、総合的応急対策の策定及び応急対策の調整、関係機

関に対する協力要請を任務とする災害対策連絡調整本部を設置する。 
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第２節 鉄道施設災害応急対策計画 

 

実施担当 鉄道事業者 

 

第１ 計画方針 

本計画は、西日本旅客鉄道株式会社に関する運転事故又は災害が発生し、若しくは

発生が予測される場合の応急対策等について、定める。 

 

第２ 実施内容 

１ 西日本旅客鉄道株式会社の実施措置 

災害等により、応急対策を実施する場合は、「和歌山支社鉄道事故及び災害応急

処置要項」により、事故災害対策非常体制をとり、旅客、公衆の安全及び輪送の確

保に対処するものとする。 

なお、事故災害対策発生時には、事故又は災害の規模により、支社内に支社対策

本部を、現地に現地対策本部をそれぞれ設置して、応急対策を実施する。 

詳細な応急対策については、西日本旅客鉄道株式会社防災業務計画によるものと

する。 
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第３節 道路災害応急対策計画 

 

実施担当 産業建設課（建設班） 

 

第１ 計画方針 

本計画は、道路構造物の被災等により、多数の死傷者が発生した場合の応急措置に

ついて定める。 

 

第２ 実施内容 

１ 発生直後の情報の収集・連絡及び通信の確保 

（１）道路管理者 

道路構造物の被災等により大規模な事故が発生した場合、速やかに所管する省

庁及び関係機関に事故の発生を連絡するとともに、引き続き応急対策の活動状

況、対策本部設置状況等を連絡する。 

（２）町 

人的被害の状況を収集し、県へ連絡するとともに、引き続き応急対策の活動状

況、対策本部設置状況、応援の必要性を連絡する。 

（３）通報連絡体系 

 

 

２ 応急活動及び活動体制の確立 

事故災害等の発生後、「第３部 第１章 第１節 組織計画」に定めるところにより

速やかに必要な体制をとり、災害拡大防止のため必要な措置を講ずる。 

 

３ 救助・救急、医療及び消火活動 

救助・救急活動を行うほか、被害状況の早急な把握に努め、必要に応じ、関係機

関に応援を要請する。 

救助・救急活動に必要な資機材は、原則として当該活動を実施する機関が携行す

国土交通省・消防庁・関係省庁・関係機関 

県 

国土交通省和歌山河川国道事務所 

西日本高速道路株式会社関西支社 

有田振興局 

湯浅広川消防組合 
県警察本部 

（湯浅警察署） 

警察庁 

町 
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るものとするが、必要に応じ民間からの協力等により、必要な資材を確保して効率

的な活動を行う。 

 

４ その他の道路管理者の措置 

（１）上下水道・電気・ガス・電話等の道路占有施設について、所管以外の施設に被

害が発生していることを発見した場合、当該施設を所管する者に直ちに応急措置

を講ずるよう通報する。 

（２）類似の災害の再発防止のために、被災箇所以外の道路施設についても点検を行

う。 

（３）原因究明のための調査を行い、その結果を踏まえ再発防止対策を実施する。 
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第 10 章 在港船舶対策計画 
 

実施担当 産業建設課、湯浅広川消防組合 

 

第１ 計画方針 

台風、高潮、津波等に際し、港内の船舶の災害対策は本計画によるものとする。 

 

第２ 実施内容 

１ 関係機関との協力 

台風襲来時等における船舶の災害を防止するため、県、和歌山海上保安部、海南

海上保安署、各漁業協同組合等と密接に協力し、事故防止の徹底を図る。 

 

２ 在港船舶に対する措置 

在港船舶に対し、気象情報を伝達するとともに、十分な荒天準備の実施及び安全

な泊地への避難を促進する。 

 

３ 港内における障害物の措置 

港内における障害物に対する措置については、県及び和歌山海上保安部に連絡

し、障害物の除去や航行警報等の航行安全対策措置を要請する。 
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第 11 章 林野火災応急対策計画 
 

実施担当 総務課、産業建設課 

 

第１ 計画方針 

林野火災から自然環境と住民の生命財産を守るため、出火の早期発見と延焼防止の

ための体制を整備し、森林所有者・管理者・森林組合（以下この章において「森林所

有者等」という。）、地域住民、消防機関、県その他関係機関と連携して消火・救助

活動に当たるものとする。 

 

第２ 実施内容 

１ 出火の発見・通報 

（１）出火発見者の義務 

森林・原野等で火災の発生を発見した者は、直ちに最寄りの消防機関に通報し

なければならない。また、発生した火災が微少な場合は、消防隊の到着までの

間、地域住民等と協力して自身に危険が及ばない範囲内で初期消火活動に当たる

ものとする。 

（２）消防本部の対応 

通報を受けた湯浅広川消防組合は、直ちに出火位置を確認し、消防隊を出動さ

せるとともに次により関係機関に連絡し、所要の措置を要請する。また、火災が

複数の消防本部の管轄区域に及ぶおそれがある場合は、速やかに当該地域の消防

本部に連絡し、協力を要請する。 

関係機関 所要の措置 

消防団 消火活動、飛び火等による延焼警戒及び住民等の避難誘導のための出動 

森林所有者等 森林内の作業員の安全確保及び消火活動への協力 

県災害対策課 県防災ヘリコプターの緊急運航 

湯浅警察署 消防車両の通行確保のための交通規制 

町 地域住民及び登山者等の一時滞在者の安全確保 

 

２ 消火・救出活動 

現場に出動した消防隊は、消防団、森林所有者等、県防災ヘリコプター等と協力

して、効果的な消火活動及び延焼阻止活動を行う。 

 

３ 避難・誘導 

（１）森林内の滞在者の退去 

林野火災発生の通報を受けたときは、警察や消防団等と協力し、直ちに広報車

等により火災発生区域周辺に広報を行い、登山者等の森林内の滞在者に速やかに

退去するよう呼びかける。道に迷った者等に遭遇したときは安全な避難路を指示
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し、必要に応じて安全地帯まで誘導する。 

（２）住民の避難 

林野火災の延焼により住家等に危険が及ぶと判断したときは、住民に対して避

難指示等を行い、警察等と協力して住民を安全に避難させる。 

 

４ 広域応援等の要請 

（１）消防の広域応援 

消火に当たる消防本部の消防長は、当該消防本部単独での対処が難しいと判断

される場合は県内の消防広域相互応援協定に基づき、他の消防本部に対し応援を

要請する。 

（２）自衛隊の派遣要請 

消防力だけでは当該林野火災への対処が難しい場合は、県知事に対し自衛隊の

派遣要請を依頼する。 

（３）鎮火後の措置 

消防機関は、林野火災鎮火後も再発に備えて、なおしばらく警戒に当たる。 
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第 12 章 危険物等災害応急対策計画 

第１節 危険物施設災害応急対策計画 

 

実施担当 総務課、住民生活課（住民環境班）、湯浅広川消防組合 

 

第１ 計画方針 

危険物施設等は、災害時における火災、爆発、漏えい等の危険が予測されるので、危

険物関係法令に基づく予防規程、自衛消防組織等を実効あるものとするとともに、火

災、爆発、流出等を防止し、災害による危険物の被害を最小限にとどめ、施設の関係者

及び周辺住民に対する危害防止を図る。 

 

第２ 実施内容 

１ 事業所 

危険物施設の管理者は、関係法令により定められた予防規程等によるほか、町、

県、消防本部等と連携して、災害時における応急措置を次により実施するものとす

る。 

（１）災害が発生するおそれのある場合の措置 

① 情報及び警報等を確実に把握する。 

② 施設内の警戒を厳重にするとともに保安要員を各部署に配備する。 

③ 消防設備等を点検整備するとともに、危険物の流出又は爆発等のおそれのある

作業及び移送の停止並びに施設の応急点検と出火等の防止対策を講ずる。 

④ 初期消火要領の徹底及び混触発火等による火災の防止対策を講ずる。 

（２）災害が発生した場合の措置 

① 消防機関及びその他の関係機関へ通報する。 

② 消防設備を使用し災害の防除に努める。 

③ 危険物施設等における詰替え、運搬等の取扱いを禁止し、災害の拡大誘発の防

止に最善の方策を講ずる。 

④ 災害状況の把握及び災害拡大に伴う付近の状況等により、避難等の処置を講ず

る。 

 

２ 町 

危険物施設の管理者と密接な連携を保ち、災害の拡大を防止するための消防活動、

負傷者等の救出、警戒区域の設定、広報活動及び避難の指示等必要な応急対策を実施

する。 
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３ 通報連絡体制 

危険物施設において事故・災害が発生した場合、次図により関係機関に通報す

る。 

 

 

発見者 

危険物施設所有者等 

町 

湯浅広川消防組合 

湯浅警察署 

県警察本部 

県危機管理・消防課 

消防庁 

有田振興局 

和歌山海上保安部 

海南海上保安署 

陸上自衛隊第 37 普通科連隊 

凡例 

    通常の連絡系統 

    必要に応じての連絡系統 
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第２節 火薬類災害応急対策計画 

 

実施担当 総務課、湯浅広川消防組合 

 

第１ 計画方針 

火薬類による災害に際して、住民の生命及び財産を保護するために、本計画を定め

る。 

 

第２ 実施内容 

火薬類による災害の発生するおそれがある場合又は災害が発生したときは、災害の

発生又は拡大を防止するため、速やかに次の応急措置を講ずる。 

 

１ 火薬類貯蔵設備等の付近に火災が発生し、貯蔵中の火薬類に引火爆発のおそれがあ

る場合には、設備等の管理者は、関係機関との連絡を密にし、速やかに火薬類を安全

な場所に移し、見張人を付けて関係者以外の者を近づけないようにする。 

 

２ 火薬類の搬出に余裕がない場合は、災害のおそれのある区域はすべて立入禁止とし、

危険区域内にいる住民を避難させるための措置を講ずる。 

 

３ 災害が発生した場合、下図により消防機関、警察等のいずれかに通報するとともに、

次の措置を講ずる。 

（１）立入禁止区域の設定及び交通規制 

（２）被災者の救出、救護 

（３）消火、防火及び防爆活動並びに広報活動 

 

発見者 

火薬類取扱事業所等 

町 

湯浅広川消防組合 

湯浅警察署 

県警察本部 

県危機管理・消防課 

消防庁 

有田振興局 
和歌山海上保安部 

海南海上保安署 

陸上自衛隊第 37 普通科連隊 

凡例 

    通常の連絡系統 

    必要に応じての連絡系統 

中部近畿産業保安監督部近畿支部 
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第３節 高圧ガス災害応急対策計画 

 

実施担当 総務課、湯浅広川消防組合 

 

第１ 計画方針 

高圧ガスによる災害に際して、住民の生命及び財産を保護するために本計画を定め

る。 

 

第２ 実施内容 

高圧ガスによる災害の発生するおそれがある場合は災害の発生を防止し、災害が発生

したときはその拡大を防止するため、速やかに次の応急措置を講ずる。 

 

１ 高圧ガスによる災害が発生するおそれがある場合は、その施設等の管理者は、関係

機関と連絡を密にし、速やかに適切な措置を講ずる。措置がとれない場合は、必要に

応じ、危険地域内の住民の避難措置を講ずる。 

 

２ 高圧ガスによる災害が発生した場合、下図により消防機関、警察等のいずれかに通

報するとともに、次の措置を講ずる。 

（１）立入禁止区域の設定及び交通規制 

（２）被災者の救出、救護 

（３）消火、防火、防爆及び除害活動並びに広報活動 

 

 

３ 必要に応じて、県内高圧ガス団体又は関係事業所の応援を求める。 

 

発見者 

高圧ガス取扱事業所等 

町 

湯浅広川消防組合 

湯浅警察署 

県警察本部 

県危機管理・消防課 

消防庁 

有田振興局 
和歌山海上保安部 

海南海上保安署 

陸上自衛隊第 37 普通科連隊 

凡例 

    通常の連絡系統 

    必要に応じての連絡系統 

中部近畿産業保安監督部近畿支部 
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第４節 放射性物質事故災害応急対策計画 

 

実施担当 総務課、住民生活課（住民環境班）、湯浅広川消防組合 

 

第１ 計画方針 

放射性物質の特殊性に鑑み、放射性物質による事故が発生し、又は発生するおそれが

ある場合における防災関係機関の初動体制を確立するとともに、事故が発生し、又は発

生するおそれがある場合に迅速・的確な応急対策を実施して、住民の安全を確保するた

めに本計画を定める。 

 

第２ 実施内容 

放射性物質による事故が発生するおそれがあるときは事故の発生を防止するため、

及び事故が発生したときは事故による被害の拡大を防止するため、速やかに次の応急

措置を講じる。 

 

１ 放射性物質取扱業者は、放射性物質による事故が発生するおそれのあるとき及び事

故が発生したときは、速やかに国、県及び町等へ通報する。 

 

２ 県は、事故の連絡、通報を受けたときは、消防庁及び防災関係機関に連絡、通報す

るとともに、原子力規制委員会と連絡調整を行う。また、事故に関する情報の収集を

図り、原子力規制委員会の指導を得て事故に対する対応方針を決定するほか、その他

の関係機関との連絡調整、住民への情報提供等を行う。 

 

３ 町は、事故の連絡、通報を受けたときは、県、消防本部等の関係機関との連絡調整

を行う。また、事故に関する情報の収集を図るとともに、住民への情報提供等に協力

する。 
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第５節 危険物、高圧ガス、火薬類輸送車両災害応急対策計画 

 

実施担当 総務課、住民生活課（住民環境班）、湯浅広川消防組合 

 

第１ 計画方針 

危険物、高圧ガス、火薬類輸送車両の事故に伴う応急措置は、本計画により実施す

る。 

 

第２ 実施内容 

１ 輸送従事者 

輸送途上において事故が発生したときは、次の措置を講ずるほか、事故の状況並

びに積載危険物の種類及び性状等に応じ適切な措置を講ずるものとする。 

（１）消防機関及び警察官に通報する。 

（２）付近住民及び通行人に火気使用禁止及び風上への避難を呼びかける。 

（３）エンジンの停止、安全弁の確認、初期消火等の措置を講ずる。 

（４）特に火薬類については、盗難防止、爆発防止等の適切な措置を講ずる。 

（５）高圧ガスについては、和歌山県高圧ガス地域防災協議会指定防災事業所の協力

を求め適切な措置を講ずる。 

 

２ 町及び消防機関 

警戒区域の設定、火気使用禁止の広報及び避難の指示等、必要な応急対策を実施

する。 

 

３ その他 

県による運送事業者及び従事者に対する安全運行に関する講習会等の実施に協力

する。 

 



第３部 災害応急対策計画 

第 12 章 危険物等災害応急対策計画 

 

 

 
240 

 

  

第６節 有害物質流出等災害応急対策計画 

 

実施担当 住民生活課（住民環境班） 

 

第１ 計画方針 

有害物質の流出及び石綿の飛散により住民の健康被害が生じ、又はそのおそれがある

場合の応急対策については、本計画による。本計画の対象とする有害物質は、人に健康

被害を生じるおそれのある大気汚染防止法施行令第３条の３第１号で規定されている吹

付け石綿（レベル１）及び水質汚濁防止法第２条第２項第１号で規定される有害物質と

し、事業所敷地内の有害物質汚染対策は原則として事業者が、事業所敷地外の有害物質

汚染対策は事業者が県及び町と連携して、それぞれ実施する。 

 

第２ 実施内容 

１ 石綿飛散応急対策 

石綿飛散応急対策については、県の作成した「災害時におけるアスベスト飛散防

止対策マニュアル～吹付けアスベスト使用建築物からの飛散対策～」に基づき行う

ものとする。 

（１）県と連携した体制を構築し、県の作成したアスベスト台帳を共有して、石綿飛

散のおそれのある建築物等の損壊状況の把握を行うとともに、当該建築物等の所

有者等に対し、石綿飛散防止応急対策や建築物の修繕及び解体作業時の石綿飛散

防止対策を実施するよう指導する。 

（２）吹付け石綿（レベル１）の廃棄物については、災害廃棄物処理計画に基づき適

正に処理する。 

（３）県が被災状況に応じて行う石綿の大気濃度測定結果を共有し、必要に応じ、住

民に健康被害防止の注意喚起を行う。 

（４）災害ボランティア、復興従事者及び住民等の石綿暴露防止対策として、石綿の

吸引を防ぐ防じんマスクの着用を周知する。 

 

２ 有害物質流出応急対策 

有害物質流出応急対策については、県が作成した「巨大地震発生時の有害物質で

汚染された災害廃棄物及び津波堆積物処理マニュアル【津波発生時の対策】」に準

じて行うものとする。 

（１）県、関係機関及び事業所と連絡をとり、対象有害物質流出の有無、汚染状況を

迅速かつ的確に収集する。 

（２）事業者は、水質汚濁防止法第 14条の２に基づき応急の措置を講じ、事故の状況

及び講じた措置を県に届け出るとともに、町に報告する。 
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（３）県と協力し、事業者が講じた応急の措置が十分でないと判断される場合は指導

を行う。 

（４）事業者は、被災状況に応じて、有害物質に汚染された土壌等の測定を実施す

る。測定場所の選定等においては、県及び町の協力を得るものとする。 

（５）事業者は、有害物質の流出により住民の健康に被害が生じるおそれがある場合

は、県及び町等に連絡するとともに、周辺住民へ広報を行う。 
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第 13 章 公共的施設災害応急対策計画 

第１節 公衆電気通信施設災害応急対策計画 

 

実施担当 通信事業者 

 

第１ 計画方針 

通信事業者は、各事業者における防災業務計画に定める災害応急対策を講ずる。 

 

第２ 実施内容 

【西日本電信電話株式会社、株式会社 NTT ドコモ、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーショ

ンズ株式会社】 

１ 通報連絡 

各対策組織相互の通報・連絡は、情報を統括する組織を窓口として行う。 

 

２ 災害時における情報の収集及び連絡 

（１）情報の収集、報告 

災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、重要通信を確保し、又は被

災した電気通信設備等を迅速に復旧するため、気象、被害状況、復旧状況等の情

報を収集し、対策組織の長に報告するとともに、関係組織相互間の連絡、周知を

行う。 

（２）社外関係機関との連絡 

災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、必要に応じ当該区域を管轄

する社外関係機関と災害対策に関する連絡をとる。 

 

３ 警戒措置 

災害予報が発せられた場合、報道された場合又はその他の事由により災害の発生

が予想されるときは、その状況に応じて、要員の配置や設備の準備等、警戒の措置

をとる。 

 

４ 通信の非常疎通措置 

災害等に際し、次により臨機に措置をとり、通信輻輳の緩和及び重要通信の確保

を図る。 

（１）重要通信の疎通確保 

（２）被災地特設公衆電話の設置 

（３）携帯電話の貸出し 
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（４）災害用伝言ダイヤル等の提供 

 

５ 災害時における広報 

（１）災害の発生が予想される場合又は発生した場合に、通信の疎通、利用制限の措

置状況及び被災した電気通信設備等の応急復旧状況等の広報を行い、通信のそ通

ができないことによる社会不安の解消に努める。 

（２）テレビ、ラジオ、新聞等の報道機関を通じて広報を行うほか、必要に応じてホ

ームページや支店前掲示等により直接当該被災地に周知する。 

（３）災害用伝言ダイヤル等を提供した場合、交換機よりの輻輳トーキ案内、避難所

等での利用案内を実施するほか、必要に応じて報道機関、自治体との協力体制に

より、テレビ、ラジオ、防災無線等で利用案内を実施する。 

 

６ 対策要員の確保 

災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、業務の運営、若しくは

応急復旧に必要な動員を円滑に行うため、社員の非常配置及び服務標準、社員の非

常招集の方法、関係組織相互間の応援の要請方法について、あらかじめその措置方

法を定めておく。 

 

７ 協力又は応援の要請 

（１）非常態勢を発令した場合には、関係グループ会社に連絡するとともに、必要な

災害対策要員、災害復旧用資機材、車両等について協力を要請する。 

（２）災害が発生し、又は発生が予想される場合において、必要に応じて、社外機関

に対して応援の要請又は協力を求める。また、平常時からあらかじめその措置方

法を定めておく。 

（３）大規模地震等により広範囲な地域において災害が発生した場合、被災施設等の

迅速な復旧を図り、通信サービスの確保に万全を期するため、全国規模による応

援組織の編成、応急復旧用資機材の確保と輸送体制、応援者等の前進基地の設営

及び作業体制等について、計画に基づき確立して運用する。 

 

８ 災害時における災害対策用資機材の確保 

（１）予備品、貯蔵品等の在庫量を確認し、調達を必要とする資機材は、現地調達又

は資材部門等に要求する。 

（２）災害対策用資機材の輸送は、あらかじめ契約しているヘリコプター、車両等に

より行うものとし、災害時において必要に応じて、災害対策用資機材置場、臨時

ヘリポート及び仮設用用地等を確保する。この確保が困難と思われる場合は、町

本部に依頼して迅速な確保を図る。 
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９ 設備の応急復旧 

災害に伴う電気通信設備等の応急復旧は、恒久的復旧工事との関連並びに情勢の

緊急度を勘案して、迅速・適切に実施する。 

 

【KDDI 株式会社】 

１ 情報の収集及び連絡 

災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、通信の疎通を確保し、又は被

災した通信設備等を迅速に復旧するため、情報の収集及び連絡を行う。 

 

２ 準備警戒 

災害予報が発せられた場合等において、通信の疎通に重大な支障を及ぼす事態が

予想される場合は、その状況に応じ緊急連絡用設備等の運用に必要な措置、異常事

態の発生に備えた監視要員の配置、防災上必要な要員の待機、災害対策用機器の点

検と出動準備、電源設備に対する必要な措置、伝送路の代替設定の準備、他の中央

局における代替運用の準備等の準備警戒措置をとる。 

 

３ 防災に関する組織 

災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において必要があると認めるとき

は、社内に災害対策本部等を設置し、被害状況、通信の疎通状況等の情報連絡、通

信の疎通確保、設備の復旧、広報活動その他の災害対策に関する業務を行う。 

 

４ 通信の非常疎通措置 

災害に際し、通信の疎通に重大な支障を及ぼす事態が生じたときは、臨時回線の

設定、災害対策用設備等の運用等により臨機の措置をとるとともに、関係電気通信

事業者に必要な協力を要請し、重要な通信の確保を図る。通信の疎通が著しく困難

となり、重要な通信を確保するため必要があるときは、法令等に基づき、利用制限

等の措置をとるものとする。 

 

５ 設備の応急復旧 

被災した通信設備等の応急復旧工事は、他の一般の諸工事に優先して、速やかに

実施するものとする。 

 

６ 設備の復旧 

被災した通信設備等の復旧工事は、応急復旧工事終了後、速やかに被害の原因を

調査分析し、その結果に基づいて必要な改良事項を組み入れて設計し、実施する。 

 

【ソフトバンク株式会社】 
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１ 災害発生直後の対応 

（１）情報収集及び設備の被害状況の把握、復旧に必要な資材、要員の確保を行う。 

（２）災害発生時、速やかに通信ネットワークの復旧対応を行う体制をとり、社内基

準に基づき災害対策本部を設置し、ネットワーク復旧対策を講じる。また、必要

に応じて、全国から要員派遣、復旧資材を含めた物資供給等を行う。 

 

２ 復旧作業に至るまでの対応 

（１）応急措置 

大災害発生時に輻輳拡大による、通信ネットワークのシステムダウン（通信障

害）を防ぎ、法律の定めに従って 110 番や 119 番などの重要通信の疎通を確保す

るため、輻輳の規模に応じて一般通信サービスを一時的に規制する場合がある。 

（２）応急復旧 

移動電源車・移動無線基地局車・可搬型基地局による復旧を行う。基地局停電

対応として、移動電源車を出動させ電源を確保する。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、通信エリアを確保する。また、小規

模な避難所等には可搬型臨時基地局を設置し、通信サービスを復旧させる。 

（３）公共機関による復旧活動への支援・協力 

救助法適用時には公共機関の借用依頼に応じて、災害復旧活動に利用する携帯

電話、衛星電話の貸出しを行う。 

（４）災害時のウェブサイト・報道発表による障害状況及び復旧状況の告知 

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、臨時基

地局の稼働状況、ソフトバンクショップの営業状況などを、ウェブサイトで地図

等を用いて情報公開する。 
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第２節 電力施設災害応急対策計画 

 

実施担当 電気事業者 

 

第１ 計画方針 

関西電力株式会社及び関西電力送配電株式会社は、電気事業の公共性に鑑み、電力

施設の災害を防止し、また、発生した被害の最小化を図り、早期の復旧を実現するた

め、災害発生原因の除去と防災・減災環境の整備に常に努力を傾注する。 

 

第２ 実施内容 

１ 通報・連絡 

被害情報等について、定められた経路に従い通報・連絡する。通報・連絡は、通

信連絡施設・設備及び電気通信事業者の回線を使用して行う。 

 

２ 災害時における情報の収集、連絡 

（１）情報の収集・報告 

地域の気象、地象情報や被害情報等を迅速かつ的確に把握する。 

（２）通話制限 

災害時の保安通信回線を確保するために必要と認めたときは、通話制限その他

必要な措置を講ずる。 

 

３ 災害時における広報 

災害が発生し、又は発生することが予想される場合において、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についての広報を行う。また、公衆感

電事故や電気火災を防止するため、一般公衆に対する広報活動を行う。広報について

は、事実に基づく正確な情報をテレビ、ラジオ、新聞等の報道機関、ウェブサイト、

停電情報アプリ、SNS 及び L アラート等を通じて行うほか、状況に応じて、広報車等

により直接当該地域へ周知する。 

 

４ 要員の確保 

（１）対策組織要員の確保 

① 夜間、休日に災害が発生するおそれがある場合、あらかじめ定められた対策組

織要員は、気象、地震情報その他の情報に留意し、対策組織の設置に備える。 

② 対策組織要員は、所属する対策組織が設置された場合、速やかに出社する。 

（２）復旧要員の広域運営 

他電力会社、他一般送配電事業者、電源開発株式会社、電源開発送変電ネット
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ワーク株式会社及び電力広域的運営推進機関と復旧要員の相互応援体制を整えて

おく。 

 

５ 災害時における復旧用資機材等の確保 

（１）予備品、貯蔵品等の在庫量を確認し、調達を必要とする復旧用資機材は、現地

調達、対策組織相互の流用又は他電力会社等からの融通により、可及的速やかに

確保する。 

（２）復旧用資機材の輸送は、原則として、あらかじめ調達契約をしている協力会社

の車両、舟艇、ヘリコプター等により行うのとし、災害時において、復旧用資機

材置場及び仮設用地が緊急に必要となり、この確保が困難と思われる場合は、町

本部に依頼するなど、迅速な確保に努める。 

 

６ 災害時における危険予防措置 

電力需要の実態に鑑み、災害時においても、原則として供給を継続するが、警

察、消防機関等から要請があった場合等には、送電停止等の適切な危険予防措置を

講ずる。 

 

７ 災害時における自衛隊との連携 

被害が極めて大きく、管内の工事力に余力のない場合又は工事力を動員してもな

お応援を必要とすると判断される場合には、被害地域の府県知事に対して、自衛隊

による支援を受けられるよう依頼する。 

 

８ 災害時における応急工事 

災害に伴う応急工事については、恒久的復旧工事との関連及び情勢の緊急度を勘

案して、二次災害の防止に配慮しつつ、迅速かつ適切に実施する。応急工事の作業

に当たっては、通常作業に比べ、悪条件のもとで行われるので、安全衛生について

は、十分配慮して実施する。 

 

９ ダムの管理 

ダムの地域環境、重要度及び河川の状況を考慮して、平常時及び洪水時の管理方

法を定め、運用の万全を期する。 

 

10 復旧計画 

設備ごとに設備ごとに被害状況を把握し、次に掲げる各号の事項を明らかにした

復旧計画を策定する。復旧計画の策定及び実施に当たり、災害状況、各設備の被害

状況、各設備の被害復旧の難易度を勘案し、供給上復旧効果の最も大きいものから

復旧することを基本とする。 
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（１）復旧応援要員の必要の有無 

（２）復旧要員の配置状況 

（３）復旧用資機材の調達 

（４）復旧作業の日程 

（５）仮復旧の完了見込み 

（６）宿泊施設、食料等の手配 

（７）その他必要な対策 
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第 14 章 文教対策計画 
 

実施担当 教育委員会、給食センター、企画政策課 

 

第１ 計画方針 

災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、児童生徒の安全確保・学校施設の確

保及び教職員対策、文教施設の復旧、学用品、教科書等、次の応急措置を講ずる（広川

なかよし子ども園については、これに準ずる。）。 

 

第２ 実施内容 

１ 小中学校等 

（１）児童生徒の安全の確保 

① 児童生徒に対する安全指導の充実徹底を図るとともに、避難訓練等の実施を

通じて常に緊急措置、安全措置がとれるような体制を確立しておく。 

② 校長（不在の場合は、教頭又はそれに準ずる者）は、事前に災害が予知され

る場合や児童生徒に危険が及ぶ心配があるときなど現状を的確に判断し、臨時

休業、学校行事の中止等適切な措置を講ずるとともに、町本部に報告する。 

③ 在校時・学校外の諸活動、登下校時、夜間・休日等の児童生徒の安全確保方

策については、危機管理マニュアル等を整備し、確立しておく。 

（２）学校施設の確保 

① 被害程度別応急教育予定場所 

ア 応急的修理で使用できる程度の場合は、当該施設の応急措置をして使用す

る。 

イ 学校の一部校舎が使用できない程度の場合は、特別教室、屋内体育施設等

を利用し、なお不足する場合は、二部授業等の方法による。 

ウ 校舎の全部又は大部分が使用できない程度の場合は、公民館等公共施設を

利用し、又は隣接学校の校舎等を利用する。 

エ 特に地区が全体的被害を受けた場合は、住民避難先の最寄りの学校、罹災

を免れた公民館等公共施設を利用する。 

② 施設利用の応援 

隣接学校その他公共的施設を利用して授業を行う場合には、町本部において

関係者協議の上、当該施設管理者の応援を得るものとする。町外の施設を利用

する必要がある場合は、県に施設利用の応援を要請する。 

（３）教職員の対策 

① 学校内操作 

欠員が少数の場合には、学校内において操作する。 
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② 町内操作 

学校長は、学校内で解決できないときは、町本部に派遣の要請をする。町本

部は、管内の学校間において操作する。 

③ 県内操作 

町において解決できないときは、町本部は、県に教職員派遣の要請をする。 

 

２ 応急教育 

災害時においては、児童生徒の生命の安全確保を考慮した上で、できる限り授業

の確保に努める。授業実施が不可能な場合にあっては、家庭学習の方法等について

指導し学力の低下を防ぐよう努めるとともに、学校長の判断により臨時休校とし、

夏期休暇等を利用する振替授業等の措置を行うなど臨機の措置をとる。 

 

３ 学校給食関係 

（１）実施計画 

① 学校等の給食施設を利用して応急給食を実施する。 

② できる限り学校給食の継続実施に努める。給食施設及び原材料が被害を受け

た場合、速やかに応急措置を実施する。 

③ 災害時において、学校等が避難所として使用される場合、学校給食が再開し

たときには、その業務に支障が及ぶことのないよう一般罹災者との調整を図る

よう留意する。 

④ 応急給食の実施及び学校給食再開時には、食中毒・感染症等発生を防ぐた

め、衛生管理等には、特に留意する。 

（２）物資対策 

速やかに県へ被害状況報告を行い、県より被害物資の掌握、処分等の指示、指

導・助言を受けるものとする。 

 

４ 学用品の支給 

（１）給与の種別 

教科書等、文房具、通学用品 

（２）給与対象者 

災害により住家に被害を受けた児童生徒で、住家の被害程度は、全壊（焼）、

流失、半壊（焼）及び床上浸水以上で、学用品がなく就学に支障を生じている者 

（３）給与方法 

① 学用品は、原則として県において一括購入し、罹災児童生徒に対する配分

は、県又は町が実施する。ただし、教科書等については、地域ごと学校等によ

り、その使用教科書が異なる場合を考慮し、学用品の給与を迅速に行うため、

町長に職権が委任された場合、調達から配分までの業務を行う。 
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② 学用品の給与に当たっては、まず、その給与対象となる児童生徒の確実な人

員を把握するため、罹災者名簿と児童生徒の指導要録及び学齢簿等と照合し、

被害別、学年別に給与対象人員を正確に把握する。 

（４）救助法による学用品の給与基準 

① 学用品の給与は、住家の全壊、全焼、流失、半壊、半焼又は床上浸水（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を含む。）

により、学用品を喪失又は損傷し、就学上支障のある小学校児童及び中学校生

徒（特別支援学校の小学部児童及び中学部生徒を含む。）に対して行う。 

② 「学用品の給与」は、被害の実情に応じ、次に掲げる品目の範囲内におい

て、現物をもって行われる。 

ア 教科書等 

イ 文房具 

ウ 通学用品 

③ 学用品の給与のため支出できる費用 

ア 教科書等費は、給与に必要な実費とする。 

イ 文房具費及び通学用品費は、教科書の発行に関する臨時措置法（昭和 23 年

法律第 132 号）第２条第１項に規定する教科書及び教科書以外の教材で教育

委員会に届け出、又はその承認を受けている教材を給与するための実費とす

る。 

④ 学用品の給与は、災害発生の日から、教科書については１か月以内、その他

の学用品については 15 日以内に完了しなければならない。 

（５）その他 

整備しなければならない書類等は、次のとおりである。 

① 救助実施記録日計票 

② 学用品の給与状況 

③ 学用品購入関係支払証拠書類 

④ 備蓄物資払出証拠書類 

 

５ 社会教育施設関係 

災害発生時には、公民館等社会教育施設は、災害応急対策のため、特に避難所等

に利用される場合も少なくないので、被害状況の掌握に努めるとともに、その応急

処理等適宜の処置を速やかに実施する。 

 

６ 文化財等関係 

文化財が被災した場合、その所有者又は管理者は、被災状況を直ちに企画政策課

に報告するとともに、被害の拡大防止に努め、関係機関と協力して被害状況を速や

かに調査する。 
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企画政策課は、管内の文化財の被害状況を取りまとめて、町教育委員会を経由し

県教育委員会に報告する。 

 

【学用品購入（配分）計画書】 

学用品購入（配分）計画書 

広川町 

小中学校 小学校 中学校 

合計 

備
考 品

名 

単
価 

全壊流失分 
半壊・ 

床上浸水分 
全壊流失分 

半壊・ 

床上浸水分 

児
童
数 

数
量 

金
額 

児
童
数 

数
量 

金
額 

児
童
数 

数
量 

金
額 

児
童
数 

数
量 

金
額 

数
量 

金
額 

                 

                 

計                 
 

■ 本表は、学用品のうち、文房具及び通学用品の見通し、教科書（教材を含む。）については、別途適

宜作成する。 

県調達分があるときはその旨を品目ごとの「備考」欄に明らかにしておくこと。 

 

【学用品交児童・生徒付簿】 

学用品交付簿 

広川町 

住家の被

害区分 

学

年 
児童生徒氏名 

保護者住所氏

名 

受領

印 

給与品内訳 

給与 

年月日 
教
科
書 

教
材 

ノ
ー
ト 

鉛
筆 

          

          

          

          
 

■ 本表は、小・中学生別とすること。なお、学校ごとに別に作成しても差し支えない。 
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第 15 章 災害警備計画 

第１節 警察警備計画 

 

実施担当 県警察本部、総務課 

 

第１ 計画方針 

県警察は、災害対策関係機関と緊密に連携し、警察の組織力と装備資機材を最大限に

活用し、住民の生命・身体・財産の保護、交通秩序の確保、犯罪の予防及び検挙等の総

合活動により災害時の治安維持に当たる。 

 

第２ 実施内容 

１ 任務と活動 

県警察は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、次の警察活動を行

い、町は、県警察の行う防犯活動等に協力するものとする。 

（１）気象及び災害関係情報の収集と伝達 

（２）被害状況等の調査 

（３）避難の指示、警告及び誘導 

（４）被災者の救助 

（５）死体の検視及び身元の確認 

（６）交通の秩序及び緊急交通路の確保 

（７）犯罪の予防及び取締り 

（８）他機関の行う活動に対する協力援助 

 

２ 警備体制 

県警察は、「和歌山県警察災害警備計画」に基づき、警察職員の各参集場所への

非常招集により緊急な立ち上がりを行う。次いで、その災害の規模及び被害状況に

応じた災害警備本部等を設置し、警備体制を確立する。 

なお、必要に応じ、警察災害派遣隊等の県外部隊の応援要請を行い、体制の充実

を図る。 

 

３ 通信体制 

災害が発生した場合における通信については、「和歌山県警察災害警備計画」の

定めるところによる。 
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第２節 海上災害警備計画 

 

実施担当 和歌山海上保安部、総務課 

 

第１ 計画方針 

海上保安部は、災害時における沿岸海上の大規模な犯罪、海難等の対策について

は、県や町と緊密な連携のもとに実施する。 

 

第２ 実施内容 

１ 警備救難体制 

海上保安部は、部内規則に基づき、海上における大規模な犯罪、海難等の防止と

局限を図るための体制を確立する。 

海難その他における災害の規模と継続期等により必要と認めるときは、対策本部

を設置し、船艇、航空機、人員等の派遣を受け、災害時の応急措置を統一的かつ強

力に推進する。 

 

２ 措置内容 

海上保安部は、災害時には次の措置をとり、町は、海上保安部の行う防犯活動等

に協力するものとする。 

（１）要員の確保 

（２）犯罪、災害等の発生の防止、又は局限するための対策の検討 

（３）情報収集及び関係先への通報 

（４）通信配備の強化、必要に応じて通信統制又は通信制限の実施、若しくは臨時通

信系の設定 

（５）巡視船艇、航空機の発動 

（６）業務上必要な施設及び資材機器の点検、整備又は手配 

（７）航行警報等による情報伝達、措置すべき事項の指導、必要に応じて関係者に対

する船舶の移動命令、航行制限等 

（８）関係諸機関との緊急連絡、情報交換及び必要に応じて協議する等の相互協力 

（９）住民の心の安定に重点を置いた広報 

 

３ 通信体制 

海上保安部は、災害発生地などとの通信連絡の途絶等が生じた場合は、通信を中

継する巡視船を派遣するなどして、関係機関相互間の通信連絡の確保に努める。 

 



第３部 災害応急対策計画 

第 16 章 災害対策要員の計画 

 

 

 
255 

 

  

第 16 章 災害対策要員の計画 

第１節 災害対策要員動員計画 

 

実施担当 総務課 

 

第１ 計画方針 

災害応急対策を実施するために必要な要員は、本計画によるものとする。 

 

第２ 実施内容 

１ 災害対策要員の動員順位 

災害対策の要員については、おおむね次の順序で動員を行うものとする。ただ

し、災害応急対策作業の内容によっては、先順位の要員に余裕があっても、他の種

別要員を先に動員する必要がある場合は、この限りでない。 

（１）町職員・消防団員の動員 

（２）奉仕団体、ボランティア等の協力 

（３）労働者の雇上げ 

 

２ 県への応援要請 

災害応急対策及び災害救助を実施するに当たり、労働者の雇上げ等が不可能で人

員に不足を生じる場合は、次の応援要請事項を示して、県本部へ要請する。 

（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）従事期間 

（６）集合場所 

（７）その他参考事項 
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第２節 奉仕団体等協力要請計画 

 

実施担当 総務課 

 

第１ 計画方針 

災害発生時の応急対策を円滑に実施するため、奉仕団体等の協力を要請する。 

 

第２ 実施内容 

１ 奉仕団体の種別 

災害発生時の救助活動等について、おおむね次の奉仕団体等に協力を要請する。 

（１）赤十字奉仕団 

（２）婦人会 

（３）青年サークル 

（４）民生委員 

 

２ 奉仕団体の動員要請 

奉仕団体の動員及び配置については、その団体の性格等を考慮して、総合調整室が

行う。 

奉仕団体への要請は、活動内容、場所、人数及び期間を明らかにして行う。 

 

３ 奉仕作業 

奉仕団体は、主として次の作業に従事する。 

（１）炊き出しその他災害救助の実施 

（２）清掃の実施 

（３）災害対策用物資資材の輸送及び配分 

（４）その他上記作業に類した作業の実施 

（５）簡易な事務の補助 

 

４ その他 

奉仕団体の協力を受けた町及び関係機関は、おおむね次の事項について記録し保管

する。 

（１）奉仕団の名称及び人員 

（２）奉仕した作業の内容及び期間 

（３）その他の参考事項 
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第３節 ボランティア受入計画 

 

実施担当 社会福祉協議会 

 

第１ 計画方針 

災害応急対策の実施に当たるボランティアの受入計画は、本計画によるものとする。 

 

第２ 実施内容 

１ 防災ボランティアの受入れ 

（１）防災ボランティアの協力要請 

大規模な災害が発生し、防災ボランティアの協力が必要なときは、専門ボラン

ティア又は救援ボランティアチームの協力について、県に要請する。 

（２）防災ボランティアの活動 

防災ボランティアが被災現地に出動してきたら、協力して災害救援活動に当た

る。 

（３）未登録専門ボランティアに対する対応 

未登録の専門ボランティア希望者からの問い合わせや活動申入れに対し、情報

を提供し、必要な調整を行う。 

 

２ 一般ボランティアの受入れ 

町社会福祉協議会と協力して、ボランティアに対し、被災地の情報、ボランティア

に対するニーズの情報提供等、地域の実情にあった活動が行えるよう努めるものと

し、その調整窓口として、町災害ボランティアセンターを設置し、ボランティアの受

付及びコーディネーター等の業務を行う。 
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第４節 労働者の確保計画 

 

実施担当 総務課 

 

第１ 計画方針 

災害応急対策の実施が町本部の職員及びボランティア等では労力的に不足し、又は特

別な作業のため技術的な労力が必要なときにおける労働者の確保は、本計画による。 

 

第２ 実施内容 

１ 労働者の雇用 

労働者の雇用は、それぞれの応急対策実施機関において行うものとし、労働者の

雇上げについては、湯浅公共職業安定所の求職者を対象として要員確保に努める。 

 

２ 労働者雇用の範囲 

労働者雇用の範囲は、災害応急対策の実施に必要な人員とするが、救助法に基づ

く救助の実施に必要な労働者の雇上げの範囲は、次のとおりである。 

（１）罹災者の避難誘導要員 

災害のため現に被害を受けるおそれのある者を安全地帯に避難させるための誘

導人員を必要とするとき。 

（２）医療及び助産のための移送要員 

① 救護班では処理できない重症患者又は救護班が到着するまでの間に、医療措置

を講じなければならない患者がおり、病院・診療所に運ぶための人員を必要とす

るとき。 

② 救護班によって医療助産が行われる際の医師、助産師、看護師等の移動に伴う

要員 

③ 傷病が軽傷のため、引き続き療養が必要であるがやむを得ず自宅待機すること

となった患者を輸送するための要員 

（３）罹災者の救出要員 

罹災者の身体の安全を保護するため、罹災者を救出するための要員 

（４）飲料水の供給要員 

飲料水を供給するための機械器具の運搬操作等に要する人員及び飲料水を浄化

するための、医薬品等の配布に要する人員並びに飲料水を供給するために必要と

する人員 

（５）救済用物資の整理、輸送及び配分要員 

被服、寝具その他生活必需品、学用品、炊き出し用の食料品・調味料・燃料、

医薬品、衛生材料を整理し、輸送及び配分するための要員 
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（６）遺体捜索要員 

遺体捜索に必要な機械器具その他の資材の操作及び後始末に要する人員 

（７）遺体の処理（埋葬を除く。）要員 

遺体の洗浄消毒等の処置をする要員及び仮安置所等まで輸送するための要員 

 

３ 労働者雇用の期間 

労働者雇用の期間は災害応急対策の開始から終了までの必要な期間とするが、救

助法に基づく要員の雇用期間は、それぞれの救助の実施が認められている期間であ

る。 

 

４ 労働者の賃金 

雇用労働者に対する賃金は、法令その他に規定されているものを除き、労働者を

使用した地域における通常の実費程度を支給するものとする。 

 

５ その他 

労働者を雇用した場合は、次の帳簿等を整備し保存しておかなければならない。 

（１）救助実施記録日計票 

（２）賃金職員等雇上げ台帳 

（３）賃金支払関係証拠書類 
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第 17 章 交通輸送計画 

第１節 輸送計画 

 

実施担当 総務課、住民生活課 

 

第１ 計画方針 

災害時における被災者の避難及び応急対策に必要な要員、物資等の迅速な輸送を確保

するため、あらゆる有効な手段を利用し、総合的かつ積極的に緊急輸送を実現する。 

 

第２ 実施内容 

１ 輸送に当たっての配慮事項 

輸送活動を行うに当たっては、次の事項に配慮して行う。 

（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 

 

２ 輸送対象 

（１）第１段階 

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及び物資 

② 消防、水防活動等災害の拡大防止のための人員及び物資 

③ 災害対策要員、情報通信、電力、ガス、水道施設の保安要員等初動の応急対策

に必要な人員及び物資等 

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 

（２）第２段階 

① （１）の続行 

② 食料及び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 

（３）第３段階 

① （２）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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３ 災害輸送の種別 

災害輸送は、次の種別のうち最も適切な方法によるものとする。 

（１）自動車及びバイク等による輸送 

（２）鉄道軌道等による輸送 

（３）船舶による輸送 

（４）ヘリコプター等による空中輸送 

（５）人力等による輸送 

 

４ 輸送力の確保 

災害時の輸送に使用する車両は、可能な限り町所有の車両を使用するものとし、災

害の規模や程度等により不足する場合は町内の関係業者に協力を求め、民間の車両を

借り上げて調達を図る。それらが調達不能となった場合は、次の条件を示して有田振

興局に応援を要請する。 

（１）輸送区間又は借上機関 

（２）輸送量又は車両の台数等 

（３）集合の場所及び日時 

（４）その他の条件 

 

５ 維持管理 

道路管理者として、緊急輸送道路について、日頃から整備、耐震補強等に努め、

災害発生時に万一被災した場合は、相互に連携し迅速な復旧に努めるものとする。 
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第２節 道路交通の応急対策計画 

 

実施担当 湯浅警察署、産業建設課（建設班） 

 

第１ 計画方針 

災害により道路、橋梁等の交通施設に被害が発生するおそれがあり、交通の安全と施

設の保全が必要になった場合又は災害時における交通秩序を確保するため必要があると

認めるときは、通行の禁止又は制限等の規制を行うほか、道路の応急復旧を実施する。 

 

第２ 実施内容 

１ 交通規制の種別及び根拠 

災害時等における規制の種別及び根拠は、おおむね次による。 

（１）道路法（昭和 27 年法律第 180 号）に基づく規制（第 46条） 

災害において、道路施設の破損等又は破損等が予想される場合による施設構造

の保全又は交通の危険を防止するため必要があると認めたときは、道路管理者が

通行を禁止し、又は制限（重量制限を含む。）するものとする。 

（２）道路交通法（昭和 35 年法律第 105 号）に基づく規制（第４・５・６条） 

災害時において、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図る

ため、必要があると認められるときは、警察署長等は歩行者又は車両等の通行を

禁止し、若しくは制限する。 

（３）基本法に基づく規制（第 76 条） 

被災者の救難、救助のための人員及び物資の緊急輸送等、災害応急対策の的確

かつ円滑な実施を図るため、公安委員会は緊急通行車両以外の車両の道路におけ

る通行を禁止し、又は制限する。また、道路管理者、港湾管理者又は漁港管理者

（本節において「道路管理者等」という。）は、災害が発生した場合、その管理

する道路について通行を禁止し、又は制限する。 
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２ 交通規制の実施区分 

規制の実施は、次の区分によって行う。 

区分 実施責任者 範囲 

道路責任者等 

国土交通大臣 

知事 

町長 

（１）道路の破損、欠壊その他の事由により交通が危

険であると認める場合。 

（２）道路に関する工事のため、やむを得ないと認め

る場合。 

警察 

公安委員会 

警察署長 

警察官 

（１）災害応急対策が的確かつ円滑に行われるように

するため緊急の必要があると認めるとき。 

（２）道路における危険を防止し、その他交通の安全

と円滑を図るための必要があると認めるとき。 

（３）道路の損壊、火災の発生その他の事情により、

道路において交通の危険が生じるおそれがある場

合。 

ただし、道路管理者等と警察関係機関は、密接な連絡をとり、適切な措置がとられ

るよう配慮する。 

 

３ 発見者の通報 

災害時に道路、橋梁等の交通施設の被害及び交通が極めて混乱している状態を発見

した者は、速やかに警察官又は町長に通報する。町長は、通報を受けた場合、道路管

理者等及びその地域を所管する警察署に速やかに通報する。 

 

４ 交通規制の実施要領 

災害等により交通施設等の危険な状況が予想され、又は発見したとき若しくは通報

等により承知したときは、関係機関と協議・調整の上、速やかに必要な規制を行う。 

ただし、町が管理者に該当しない道路、橋梁施設で、その管理者に通知して規制す

るいとまがないときは、直ちに警察官に通報して道路交通法に基づく規制を実施する

など、応急措置を行う。この場合、速やかに道路管理者に連絡して正規の規制を行う

ものとする。 

 

５ 緊急通行車両の通行確認 

（１）緊急通行車両の確認 

基本法第 76条の規定により、公安委員会が緊急通行車両以外の車両の通行を禁

止し、又は制限を行った場合で、災害応急対策の的確かつ円滑な実施のため緊急

の必要があるときは、湯浅警察署長に申出手続を行い、緊急通行車両の確認を受

け、標章及び緊急通行車両確認証明書の交付を受ける。 

（２）緊急通行車両の通行の確保（基本法第 76 条の６） 

① 道路管理者等は、緊急通行車両の通行を確保するため緊急の必要があると認め

るときは、その管理する道路についてその区間を指定（以下「指定道路区間」と

いう。）し、直ちに当該指定道路区間内にある者に対し、周知する措置をとる。 
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② 道路管理者等は、指定道路区間内の車両等の運転者等に移動を命じることがで

きる。 

③ 運転者等が当該措置をとらない場合や運転者等が現場にいないため移動を命じ

ることができない場合は、道路管理者等は自ら車両等の移動を行うことができ

る。 

④ 道路管理者等は、車両等の移動場所を確保するためやむを得ない場合は、その

必要な限度において、他人の土地を一時使用し、又は竹木その他の障害物を処分

することができる。 

 

６ 交通規制時の車両の運転者の義務（基本法第76条の２） 

基本法の規定による交通規制時の車両の運転者の義務は、次のとおりである。 

（１）通行禁止等の措置が行われたときは、車両の運転者は、速やかに当該車両を通

行禁止区域又は区間以外の場所へ移動させる。なお、速やかな移動が困難な場合

には、緊急通行車両の通行の妨害とならない方法により駐車しなければならな

い。 

（２）前記（１）に関わらず、車両の運転者は、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、又は駐車しなければならない。 

 

７ 公安委員会から道路管理者等への車両移動等の措置要請（基本法第76条の４） 

公安委員会は、基本法第 76 条第１項の規定による通行禁止等を行うため必要があ

ると認めるときは、道路管理者等に対し、基本法第 76 条の６に規定する車両移動等

の措置を要請するものとする。 

 

８ 規制の標識等 

交通規制を行った場合は、政令の定めるところにより、次の標識を設置するものと

する。ただし、緊急のため規定の標識を設置することが困難又は不可能なときは、適

宜の方法により通行を禁止又は制限したことを明示するとともに、警察官等が現場に

おいて指導に当たるものとする。 

（１）規制標識 

規制標識は、次の様式と方法により設置する。 

① 道路交通法第４・５条及び道路法第 46条によって規制したとき 

道路標識、区画線及び道路標示に関する命令（昭和 35 年総理府・建設省令第

３号）に定める様式と方法による。 

② 基本法第 76条によって規制したとき 

災害対策基本法施行規則（昭和 37年総理府令第 52号）第５条に定める様式と

方法による。 

（２）規制内容の表示 
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規制標識には、次の事項を明示して表示する。 

① 禁止、制限の対象 

② 規制の区域及び区間 

③ 規制の期間 

（３）周知の措置 

規制を行った場合、公安委員会及び道路管理者等は、迂回路の明示、代替交通

手段についての案内、迂回路についての交通状況に関する情報の提供等を車両に

よる広報、テレビ、ラジオ、立看板、情報板、現場警察官の広報等により行い、

一般の交通に支障のないように努める。 

 

９ 報告等 

規制を行ったときは、次の事項を明示して関係機関に報告又は通知する。 

（１）禁止、制限の種別と対象 

（２）規制する区域及び区間 

（３）規制する期間 

（４）規制する理由 

（５）迂回路その他の状況 

 

10 道路の応急復旧 

（１）他の道路管理者に対する通報 

管内の国道、県道等他の管理者に属する道路ががけ崩れ等で道路、橋梁等の施

設が危険状態にあることを知ったときは、速やかに当該道路管理者に通報し応急

復旧の実施を要請する。 

（２）緊急の場合における応急復旧 

事態が緊急を要し、当該管理者に通報し応急復旧を待ついとまがないときは、

応急輸送の確保その他付近住民の便宜を図るため、必要とする最小限度において

当該道路の応急復旧を行う。 

（３）県知事に対する応援要請 

自己の管理する道路の応急復旧が不可能又は困難な場合には、県知事に対し応

急復旧の応援を要請する。 
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第３節 船舶交通の応急対策計画 

 

実施担当 和歌山海上保安部、産業建設課（建設班） 

 

第１ 計画方針 

災害が発生し、又は発生するおそれがある場合における船舶交通の安全を確保するた

め、航行規制及び航路障害物の除去等に関し定めるものとする。 

 

第２ 実施内容 

１ 航行規制の実施者等 

港名 実施責任者 規制内容 

湯浅広港 
和歌山海上保安部長 

各種法令に基づき、関係機関と連携し、船舶交通の安

全確保、海上災害等の防止に必要な措置を実施する。 その他の港 

和歌山海上保安部長は、航行制限に当たっては、港湾管理者、係留施設の管理者と

密接な連絡をとるよう配慮する。 

 

２ 発見者等の通報 

災害時に港内の船舶施設の被害又は船舶交通が極めて混乱している状況を発見した

者は、速やかに和歌山海上保安部長又は町長に通報するものとする。 

通報を受けた町長は、和歌山海上保安部長又は海南海上保安署長に通報する。 

 

３ 航行規制の要領 

（１）災害等により水路の損壊沈没物等のため、船舶の航行に危険がある場合は、和

歌山海上保安部長は、港内における船舶交通の制限又は禁止を行う。 

（２）船舶交通の制限禁止を行った場合は、直ちに航行警報、ラジオ・テレビ放送、

巡視船艇による巡回等により広く一般に周知を図る。また、必要に応じて標識を

設置する。 

 

４ 航路障害物の除去 

（１）和歌山海上保安部 

① 巡視船艇により可能な範囲で漂流物、沈没物、その他の航路障害物の応急的な

除去作業を行う。 

② 当該物件の所有者、占有者に除去の勧告を行うとともに、関係者による除去作

業の指導監督、警戒を行う。必要あるときは、除去命令を出す。 

③ 港湾管理者及び漁港管理者に障害物の存在を通報して除去を促進する。 

（２）港湾管理者及び漁港管理者 

所管する港湾区域及び漁港区域内の航路等について、漂流物、沈没物、その他
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の航路障害物が認められる場合には、応急的な除去作業を行うよう努めるものと

し、当該物件の所有者、占有者に除去の勧告を行うとともに、関係者による除去

作業の指導監督、警戒を行う。必要あるときは、除去命令を出す。 
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第 18 章 自衛隊派遣要請等の計画 
 

実施担当 総務課 

 

第１ 計画方針 

地域の防災に関し自衛隊の災害派遣について必要な事項は、本計画による。 

 

第２ 実施内容 

１ 派遣要請基準 

災害が発生し、又は発生するおそれのあり、生命又は財産を保護するため必要と認

めた場合は、県知事に自衛隊の災害派遣要請を依頼する。 

 

２ 派遣要請依頼 

町長が県知事に対し自衛隊の災害派遣を依頼しようとするときは、県による災害派

遣要請書に記載する事項を明らかにし、電話又は口頭をもって有田振興局を経由して

県災害対策課に依頼するものとし、事後速やかに派遣要請依頼書を提出する。 

ただし、通信途絶等により県知事に対し派遣要請の依頼ができないときは、その旨

及び町の地域に係る災害の状況を自衛隊に通知することができる。この場合、町長は

速やかにその旨を知事に通知しなければならない。 

 

３ 派遣部隊の受入体制 

（１）現地に必ず現場責任者を置き、連絡調整に当たるとともに、派遣部隊の指揮官

と協議して作業の推進を図る。 

（２）あらかじめ作業計画をたてておくとともに、作業に必要な資機材については、

町本部で準備し、派遣部隊の活動が迅速かつ効果的に実施できるよう配慮する。 

（３）派遣部隊の宿泊施設及び車両等の保管場所として必要な土地、建物等の準備を

する。 

 

４ 派遣部隊等の活動 

災害派遣部隊は、主として生命、財産の救助のため、各機関と綿密な連携を保って

相互に協力し、次の業務を実施する。 

（１）被害状況の把握 

県知事からの要請があったとき、又は指定部隊等の長が必要と認めるときは、

車両、船舶、航空機等により偵察を行う。 

（２）避難の援助 

避難の命令が発令され、避難、立退き等が行われる場合で必要と認めるとき
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は、避難者の誘導、輸送を行う。 

（３）遭難者の捜索救助 

死者、行方不明者、負傷者等が発生した場合は、通常他の救助作業に優先して

捜索救助を行う。 

（４）水防活動 

堤防、護岸等の決壊に対しては、所要の水防活動を行う。 

（５）消防活動 

利用可能な消火、防火用具をもって消防機関に協力して消火に当たる。 

（６）道路又は水路の啓開 

道路又は水路が破壊し、若しくは障害物がある場合は、これらの啓開除去に当

たる。 

（７）応急医療、救護及び防疫 

診察、救護、防疫、病虫害防除等の支援を行う。ただし、薬剤等は通常地方公

共団体の提供を受け使用する。 

（８）通信支援 

特に要請があった場合又は指定部隊等の長が必要と認める場合は、災害派遣任

務の達成に支障をきたさない限度において支援する。 

（９）人員及び物資の緊急輸送 

特に要請があった場合又は指定部隊等の長が必要と認めた場合は、緊急患者、

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

は、特に緊急を要すると認められるものについて行う。 

（10）炊き出し又は給水の支援 

特に要請があった場合又は指定部隊等の長が必要と認める場合は、炊き出し又

は給水の支援を行う。 

（11）交通規制の支援 

主として自衛隊車両の交通が輻輳する地点において自衛隊車両を対象として、

交通規制の支援を行う。 

（12）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、火薬類爆発物の保安措置及び除去を実施する。 

（13）その他 

その他臨機の必要に応じ自衛隊の能力上可能なものについては、所要の措置を

とる。 

 

５ 派遣部隊の自衛官の権限 

災害派遣を命じられた部隊等の自衛官は、町長又は町長から委任を受けて町長の職

権を行う町の職員が現場にいない場合に限り、次の職務を執行することができる。 
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（１）警戒区域の設定及び同区域への立入り制限、禁止又は退去の命令（基本法第 63

条第３項） 

（２）他人の土地、建物その他の工作物の一時使用、又は土石、竹木その他の物件の

使用若しくは収容（基本法第 64条８項） 

（３）応急措置の実施の支障となる工作物等の除去等（基本法第 64 条８項） 

（４）住民又は現場にある者の応急業務への従事命令（基本法第 65 条３項） 

 

６ 撤収要請 

災害の応急対策が町の機関をもって実施できる状況となり、派遣部隊による対応の

必要がなくなった場合は、派遣部隊の隊長と協議の上、県知事に撤収要請依頼書を提

出する。 
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【知事への部隊派遣要請依頼書】 
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【知事への部隊等の撤収要請依頼書】 

 

 



第３部 災害応急対策計画 

第 18 章 自衛隊派遣要請等の計画 

 

 

 
273 

 

  

【ヘリコプター派遣要請書】 

ヘリコプター派遣要請書 

 

 

     町災害対策本部長 殿 

 

 

                                                    部              班 

                                           申込人 

                                           責任者名                       印 

 

 １ 要請機関   

                      年      月   日（  ）  時  分から 

 

                      年      月   日（  ）  時  分まで 

 

 ２ 必要数         大型     中型     小型     機（概数） 

 

 ３ 派遣希望数場所 

 

 

  ４ 作業内容及び活動範囲 

 

 

  ５ 要請理由 

 

 

  ６ 災害の状況 

 

 

  ７ 作業責任者（所属・職氏名） 

 

 

  ８ 要請責任者（所属・職氏名・または住所・氏名） 

 

 

  ９ その他参考となる事項 
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第 19 章 県防災ヘリコプター派遣要請計画 
 

実施担当 総務課 

 

第１ 計画方針 

災害が発生した場合、広域的かつ機動的な活動ができる県防災ヘリコプターを有効に

活用し、災害応急対策の充実強化を図る。 

 

第２ 実施内容 

１ 防災ヘリコプターの応援 

町長の県知事に対する防災ヘリコプターの応援要請の詳細は、「和歌山県防災ヘリ

コプター応援協定」の定めるところによるが、その概要は次のとおりとする。 

（１）応援要請の原則 

町に災害が発生した場合で次のいずれかに該当するとき、要請する。 

① 災害が隣接する市町等に拡大し、又は影響を与えるおそれのある場合 

② 町の消防力によっては、災害の防御が著しく困難と認められる場合 

③ その他救急搬送等、緊急性があり、かつ、防災ヘリコプター以外に適切な手段

がなく、防災ヘリコプターによる活動が最も有効な場合 

（２） 応援要請の方法 

応援要請は、和歌山県防災航空センターに電話等により、次の事項を明らかに

して行うものとする。 

① 災害の種別 

② 災害発生の日時、場所及び被害の状況 

③ 災害発生現場の気象状態 

④ 災害現場の最高指揮者の職名・氏名及び連絡方法 

⑤ 場外離着陸場の所在地及び地上支援体制 

⑥ 応援に要する資機材の品目及び数量 

⑦ その他の必要事項 

（３）緊急時応援要請連絡先 

和歌山県防災航空センター 

TEL 0739-45-8211 

FAX 0739-45-8213 

県防災電話 364-451、364-400 

県防災 FAX 364-499 

 

２ 防災ヘリコプターの活動内容 

防災ヘリコプターは、次に掲げる活動等で、ヘリコプターの特性を十分活用するこ

とができ、その必要性が認められる場合に運用するものとする。 
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（１）被災状況等の調査及び情報収集活動 

（２）救急患者、医療従事者等の搬送及び医療器材等の輸送 

（３）消防隊員、消防資機材等の搬送 

（４）被災者等の救出 

（５）救援物資、人員等の搬送 

（６）災害に関する情報、警報等の伝達等の広報活動 

（７）その他災害応急対策上、特に防災ヘリコプターによる活動が有効と認められる

活動 

 

【災害時におけるヘリコプター発着予定地】 

名称 所在地 
東西×南北（m） 

敷地面積（m2） 
備考 

広川町民多目的広場 広 1473 
75×100 

7,500 
東に庁舎 

広川町若もの広場 前田 312-1 
70×70 

4,900 
南に神社 

耐久中学校 広 1123 
120×80 

9,600 
 

南広小学校西広分校 唐尾 15-2 
65×30 

1,950 
 

たちばな支援学校 和田 21-3 
60×40 

2,400 
 

広小学校 広 631 
70×50 

3,500 
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【防災ヘリコプター緊急運航要請書】 

 

防災ヘリコプター緊急運航要請書 

受信時間   時  分現在  

１要請機関名  

                           ℡       発信者 

２災害の種別 （１）救急  （２）救助  （３）災害応急（調査・広報） 

（４）火災防御  （５）その他 

３活動内容 調査  広報  撮影  傷病者搬送  空中消火  救急  救助 

輸送（品名数量        ）その他（         ） 

４発生場所及び 

発生時間 

            市町村      地内 

（発生時間） 令和  年  月  日 AM  PM    時  分 

（目   標） 

（離着陸場所） 

５現地の気象条件 天候    風向    風速    気温 

視程    ｍ 気象予警報（           警報・注意報） 

６現場指揮者 所属  

職・氏名 

７現場との連絡手段 無線種別（全国波、県波） 

現場指揮本部（車）呼出名（コールサイン） 

 

８ 
 

要
請
を
必
要
と
す
る
理
由 ※災害の状況、要請する活動内容、受け入れ体制を記入すること。 

（救助の場合には、事故の原因、事故の状況、人数等も記入のこと。） 

目
標 

別添地図のとおり。 

※目標が明確となる大きめの図面を添付のうえ、住宅地図の頁数を明記のこと。 

和歌山県防災航空センター 受 信 者  

TEL 0739-45-8211 

FAX 0739-45-8213 
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９ 

傷
病
者
搬
送
の
場
合 

傷病者 氏名  年齢 

才 

才 

才 

性別 

男・女 

男・女 

男・女 

症状 

 

 

 

着陸場所の 

目標等 

出場先の所在

地及び目標 
 

搬送先の所在地

及び目標 
 

同乗者 
医師及び看護

婦の氏名 
 関係者の氏名  

病院への搬送方法 救急車の手配  病院の手配  

受け入れ病院 
所 有 者 

名 称 
 連絡先 

TEL 

FAX 

搬送先の消防本部の担当者 

職氏名 

 

         消防本部     課 

TEL 

 

１０ 

必要資機材 

 

１１ 

他航空機への要請 

 

１２ 

その他必要事項 

 

 

※以下の項目は、防災航空隊で出場の可否を決定の後、連絡します。 

 

１ 

使用無線等 

無線種別（全国波、県波） 

現場指揮本部（車）呼出名（コールサイン） 

２ 

到着予定時間 令和  年  月  日（  曜日） AM  PM    時  分 

３ 

活動予定時間         時間   分 

４ 

燃料の確保 要手配・手配不要               リットル（ドラム缶   本） 
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第 20 章 広域防災体制の計画 
 

実施担当 総務課、湯浅広川消防組合 

 

第１ 計画方針 

大規模な災害が発生し、町のみでは対応が不十分となる場合は、基本法等の関係法

令やあらかじめ締結した協定等に基づき、県、指定地方行政機関、他市町村等の応援

を要請するとともに、応援部隊の受入体制を確立する。 

 

第２ 実施内容 

１ 応援の要請 

（１）他市町村への応援要請 

他の市町村の応援を受けようとするときは、基本法第 67条に基づき、当該市町

村長に対して応援を要請する。 

（２）県への応援要請 

県の応援を受けようとするときは、基本法第 68条に基づき、県知事に対して応

援又は災害応急対策の実施を要請する。 

（３）応援要請の方法 

応援要請手続は、次に掲げる事項を記載した文書をもって行う。ただし、緊急

を要する場合は、口頭又は電話等で行い、事後速やかに文書を提出する。 

① 災害の状況及び応援を必要とする理由 

② 応援を必要とする期間 

③ 応援を希望する物資・資機材等の品目及び数量 

④ 応援を必要とする場所 

⑤ 応援を必要とする活動内容 

⑥ その他必要事項 

 

２ 職員の派遣要請 

（１）職員の派遣要請 

① 指定地方行政機関又は指定公共機関に対する職員の派遣要請 

災害応急対策又は災害復旧のため必要があるときは、基本法第 29 条に基づ

き、指定地方行政機関又は指定公共機関の長に対して職員の派遣を要請するこ

とができる。 

② 県又は他市町村に対する職員の派遣要請 

事務の処理のため特別の必要があると認めるときは、地方自治法（昭和 22 年

法律第 67号）第 257条の 17に基づき、県知事又は他市町村長に対して職員の派
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遣を要請することができる。 

③ 派遣要請の方法 

職員派遣要請手続は、次に掲げる事項を記載した文書をもって行う。 

ア 派遣を要請する理由 

イ 派遣を要請する職員の職種別人員数 

ウ 派遣を必要とする期間 

エ 派遣される職員の給与その他の勤務条件 

オ その他必要な事項 

（２）職員の派遣の斡旋要請 

災害応急対策又は災害復旧のため必要があるときは、基本法第 30条に基づき、

内閣総理大臣又は県知事に対して指定行政機関、指定地方行政機関若しくは指定

公共機関又は指定地方行政機関若しくは特定公共機関の職員の派遣の斡旋を求め

ることができる。 

職員派遣の斡旋要請手続は、次に掲げる事項を記載した文書をもって行う。 

① 派遣の斡旋を求める理由 

② 派遣の斡旋を求める職員の職種別人員数 

③ 派遣を必要とする期間 

④ 派遣される職員の給与その他勤務条件 

⑤ その他必要な事項 

 

３ 協定に基づく要請 

町域に災害が発生し、町単独では十分な応急対策が実施できないときは、あらかじ

め締結した協定等に基づき、他市町村や関係機関、関係団体等に応援を要請する。 

 

【災害時応援協定一覧】 

番号 協定（覚書）名称 締結年月日 締結先 

1 
大規模災害時における災害応急対策業

務に関する協定書 
不明 広川町建設業協会 

2 災害時の医療救護に関する協定書 平成６年 12 月２日 有田医師会 

3 
災害時における広川町と広川組織内郵

便局との相互協力に関する覚書 
平成 12 年４月７日 湯浅郵便局 

4 
災害時における消防用水等の搬送に関

する協定書 
平成 19 年５月 10 日 中紀生コンクリート協同組合 

5 防災関係の協働事業に関する協定 平成 21年 11 月 20 日 ありだ農業協同組合 

6 
災害時等における地域の安心の確保等

に関する協定書 
平成 23 年４月 20 日 

社会福祉法人 和歌山ひまわり

会 

7 
災害時における避難所等施設利用に関

する協定書 
平成 23 年８月１日 たちばな支援学校 

8 
災害発生時における福祉避難所の設置

運営に関する協定書 
平成 24 年３月 16 日 社会福祉法人 きたば会 
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番号 協定（覚書）名称 締結年月日 締結先 

9 
災害時における住家の被害認定に関す

る協定書 
平成 27 年１月 30 日 公益社団法人 日本建築家協会 

10 
災害時における住家の被害認定に関す

る協定書 
平成 27 年１月 30 日 

一般社団法人 和歌山県建築士

会 

11 
災害時における住家の被害認定に関す

る協定書 
平成 27 年１月 30 日 

一般社団法人 和歌山県建築士

事務所協会 

12 
広川町災害ボランティアセンターの設

置等に関する協定 
平成 27 年６月 10 日 

社会福祉法人 広川町社会福祉

協議会 

13 
災害発生時における広川町と広川町内

郵便局の協力に関する協定 
平成 27 年８月 18 日 

広川町内郵便局（広川郵便局・

津木郵便局） 

14 
災害時における住家の被害認定に関す

る協定書 
平成 28 年１月 22 日 

一般社団法人 和歌山県不動産

鑑定士協会 

15 
災害時における福祉避難所の協力に関

する協定 
平成 30 年３月 15 日 

株式会社フラット・フィール

ド・オペレーションズ 

16 
災害時における LP ガス等の供給に関

する協定書 
令和元年９月２日 和歌山県 LP ガス協会湯浅支部 

17 
災害発生時における法律相談業務等に

関する協定書 
令和元年 12月 24 日 和歌山県弁護士会 

18 
災害時における救援物資の供給に関す

る協定書 
令和３年５月 17 日 三協フロンテア株式会社 

19 OSUSOWAKE パートナーシップ覚書 令和３年 12月 21 日 銚子円卓会議 

20 災害に係る情報発信等に関する協定 令和４年１月７日 ヤフー株式会社 

21 
災害時における基幹系電算システムの

相互支援体制に関する協定 
平成 27 年５月７日 かつらぎ町、湯浅町、広川町 

22 
和歌山県広川町と日本郵便株式会社と

の包括的連携に関する協定 
令和３年６月１日 

日本郵便株式会社（津木郵便

局、広川郵便局、湯浅郵便局） 

23 
大規模災害時における一般廃棄物応急

対策業務に関する協定 
平成 25 年４月１日 

一般社団法人 和歌山県清掃連

合会 

24 
災害の発生時における輸送及び荷さば

き業務等の協力に関する協定 
平成 26年 11 月 21 日 

公益社団法人 和歌山県トラッ

ク協会 

25 
広川町電算システムに関する災害時応

援協定 
平成 26 年７月７日 紀陽情報システム株式会社 

 

４ 消防の応援体制 

（１）消防の相互応援 

消防の応援について、「和歌山県下消防広域相互応援協定」に加え、県内外の

市町村等による協定の締結を促進するなど、消防組織法（昭和 22 年法律第 226

号）第 39条に基づく消防相互応援体制の整備に努める。 

（２）緊急消防援助隊の応援の要請依頼 

大規模な災害又は特殊な災害に対処するために特別の必要があると認められる

ときは、県知事に対して緊急消防援助隊の応援要請を依頼する。なお、県知事と

連絡をとることができない場合は、消防庁長官に対して直接要請を行うものと

し、事後速やかに県知事に報告する。 

 

５ 受入体制 

（１）災害の規模や被災地のニーズに応じて円滑に他市町村や防災関係機関から応援
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を受けられるよう、応援先・受援先の指定、応援・受援に関する連絡・要請の手

順、町本部との役割分担・連絡調整体制、応援機関の活動拠点、応援要員の集

合・配置体制や資機材等の集積・輸送体制等について必要な準備を整える。 

（２）訓練等を通じて、被災市区町村応援職員確保システムを活用した応援職員の受

入れについて、活用方法の習熟、発災時における円滑な活用に努める。 
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第１章 施設災害復旧事業計画 
 

実施担当 全職員 

 

第１ 方針 

公共的施設等の災害復旧事業計画は、施設の緊急復旧とともに、再発災害の防止のた

めの施策が考えられるが、復旧事業の実施に当たっては、原形復旧にとどまらず、改良

復旧又は関連事業の採用を積極的に働きかけ、資金の性格にとらわれずより効果的経済

的な配慮を盛り込むとともに、被害の原因を検討して、綿密周到な計画を組む必要があ

る。復旧計画に当たっては、被害原因を基礎にして再度災害が発生しないよう、あらゆ

る角度から検討を加え、災害箇所の復旧のみにとらわれず、関連事業を十分考慮に入れ

て災害関連緊急事業の促進を図る。 

また、大災害が発生した場合の復旧等については、労働力の不足、資材の払底等のた

め工事が円滑に実施できないこと等も予想されるので、このような事態を想定して十分

検討する。 

 

第２ 事業計画の種別 

方針を基礎として、次に掲げる事業計画について、被害の都度検討し、作成する。 

 

１ 公共土木施設災害復旧事業計画 

（１）河川公共土木施設復旧事業計画 

（２）海岸公共土木施設復旧事業計画 

（３）砂防設備復旧事業計画 

（４）林地荒廃防止施設復旧事業計画 

（５）地すべり防止施設復旧事業計画 

（６）急傾斜地崩壊防止施設復旧事業計画 

（７）道路公共土木施設復旧事業計画 

（８）港湾公共土木施設復旧事業計画 

（９）漁港公共土木施設復旧事業計画 

（10）下水道施設復旧事業計画 

２ 農林水産業施設災害復旧事業計画 

３ 都市災害復旧事業計画 

４ 水道施設災害復旧事業計画 

５ 住宅災害復旧事業計画 

６ 社会福祉施設災害復旧事業計画 

７ 公共医療施設、病院等災害復旧事業計画 
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８ 学校教育施設災害復旧事業計画 

９ 社会教育施設災害復旧事業計画 

10 文化財災害復旧事業計画 

11 その他の災害復旧事業計画 

 

第３ 災害復旧対策 

災害に対する国の財政措置は次のとおりである。 

 

１ 国庫補助及び国の財政措置 

（１）公共土木施設災害復旧 

公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法によるもの 

（２）農林水産施設災害復旧 

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によるもの 

（３）公立学校施設災害復旧 

公立学校施設災害復旧事業費国庫負担法（昭和 28年法律第 247号）によるもの 

（４）公営住宅の建設 

公営住宅法によるもの 

（５）都市施設災害復旧 

都市災害復旧事業国庫補助に関する基本方針によるもの 

２ 地方債に基づく措置によるもの 

３ 地方交付税に基づく措置によるもの 

４ 激甚災害時の特別財政措置によるもの 

（１）激甚災害の調査 

激甚災害指定基準及び局地激甚災害指定基準を考慮しながら、災害状況等を調

査して県に報告する。 

（２）特別財政援助の交付（申請）手続 

激甚災害の指定を受けたときは、速やかに関係調書を作成し、県に提出しなけ

ればならない。 
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第２章 災害復旧資金計画 
 

実施担当 住民生活課、産業建設課（産業班）、企画政策課 

 

第１ 方針 

災害復旧のための融資措置として、被災者、中小企業者及び農林漁業者等に対し、つ

なぎ融資の手段を講ずるとともに、あらゆる融資制度を活用して積極的な資金の融資計

画を推進し、民生の安定を図る。 

 

第２ 資金の種類 

１ 農林漁業関係の資金融通 

（１）天災融資資金（天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定

措置法（昭和 30年法律第 136号）） 

① 農林漁業者経営資金 

② 農林漁業組合事業資金 

（２）株式会社日本政策金融公庫資金（株式会社日本政策金融公庫法（平成 19 年法律

第 57号）） 

① 農業基盤整備資金 

② 林業基盤整備資金 

③ 漁業基盤整備資金 

④ 漁船資金 

⑤ 農林漁業施設資金（共同利用施設、主務大臣指定施設） 

⑥ 農林漁業セーフティネット資金 

（３）生活営農資金 

 

２ 商工業関係の資金融通 

（１）和歌山県融資制度枠の拡大、新制度創設 

（２）災害復旧高度化融資 

 

３ 福祉関係の資金融通 

（１）生活福祉資金（生活福祉資金貸付制度要綱）（県社会福祉協議会運用） 

① 総合支援資金 

② 福祉資金 

③ 教育支援資金 

④ 不動産担保型生活資金 

（２）母子父子寡婦福祉資金 
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① 事業継続資金 

② 住宅資金 

 

４ 住宅関係の資金融通 

（１）災害復旧住宅資金 

（２）災害特別貸付け 
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第３章 その他の復旧計画 
 

実施担当 産業建設課（産業班）、企画政策課 

 

第１ 方針 

被災者の雇用の確保等、生活の再建を支援するための対策について定める。 

 

第２ 被災者への雇用対策 

１ 被災者の雇用の確保 

災害による離職者の把握に努めるとともに、公共職業安定所を中心として関係機関

と協力し、就業の斡旋と雇用の確保に努める。 

 

２ 雇用保険の失業等給与に関する特例措置 

（１）災害により、失業の認定日に出頭できない受給資格者に対し、事後に証明書に

より失業の認定を行い、求職者給付を行う。 

（２）激甚法適用後、事業所が休業等をした場合、一定の要件を満たすものについて

は、特例として求職者給付を行う。 
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第４章 復興計画事前策定 
 

実施担当 全課 

 

第１ 方針 

大規模な災害が発生した際、災害への初動対応、復旧等の業務量が膨大となるた

め、行政は、災害対応で多忙な中、復興の方向性を示し、復興まちづくり計画を立案

して、住民合意の形成を図ることが必要であるが、様々な課題が発生して、速やかな

計画策定が困難となることが想定される。 

大規模災害が発生した後、地域の復興に時間がかかりすぎると、住民や企業は疲弊

し、再生する意欲を失ったり、まちを離れる事態を招くなど、地域の活力が失われ、

まちの存続が危うくなるおそれがある。 

このため、被災前から事前に復興まちづくりの基礎となる計画を準備しておくこと

が重要であり、大規模な災害が発生した際には、その計画をもとに復興計画を速やか

に作成して、より早く復興に取り組むことが可能となる。 

そのため、県が示す「復興計画事前策定の手引き」を参考に事前の復興計画の策定

に努める。 

 

第２ 復興計画事前策定の進め方 

１ まちの現状把握と復興計画事前策定対象地区の選定 

復興計画事前策定を検討するためには、人口・産業や土地利用などの町の概況や南

海トラフ巨大地震の被害想定などの現状把握を行い、まちづくり上の問題を明らかに

することが不可欠であり、まちづくりに関連する各種計画を確認するとともに、現状

に対する課題、住民の評価等を把握することが必要である。その上で、まちの現状や

被災の大きさなどにより、対象地区を選定する。 

 

２ 復興計画事前策定対象地区の現状分析とポイント整理 

復興計画事前策定対象地区について、人口・世帯数や地場産業など地区ごとの特性

について現状分析を行うとともに、道路が狭い密集市街地等の地区の課題を抽出・分

析し、ポイントを整理する。 

 

３ 復興計画事前策定における基本的な方針 

対象地区の現状分析や課題整理を踏まえ、復興まちづくりの達成すべき目標を明確

にするため、「命を守るまちづくり」、「暮らしやすさを高めるまちづくり」、「産

業を守るまちづくり」等の観点を整理し、スピード感をもって、持続可能なまちが復

興できるよう基本的な方針を策定する。 
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４ 「復興まちづくりイメージ」の作成 

復興まちづくりは、多重防御、移転、かさ上げのパターンを単独で、又は組み合わ

せて検討を行う。 

地形図に復興まちづくりで行う土地利用計画のイメージを作成することとし、作成

時には、どのような事業手法で行うかなど併せて検討しておくことが望ましい。 

 

５ あらかじめ取り組むべきこと 

迅速でよりよい復興を実現するため、地籍調査の推進、都市計画区域の指定など次

の項目について、大規模災害の発生前である現在からあらかじめ取り組むべきことを

検討し、復興計画事前策定に盛り込む。 

（１）復興まちづくり利用適地の抽出 

（２）応急仮設住宅用地や災害廃棄物処理用地等の広域調整 

（３）復興まちづくりに向けた体制の整備等 

（４）復興まちづくりの事業手法の整理 

（５）地域産業の強化支援 

（６）公共施設の高台移転等事前の取組み 

（７）計画策定における合意形成 

 

第３ 復興計画事前策定の手順 

事前の復興計画は、①まちの現状把握と復興計画事前策定対象地区を選定、次に、

②復興計画事前策定対象地区の現状分析とポイントを整理し、続いて、③復興計画事

前策定における基本的な方針を策定した後、④「復興まちづくりイメージ」を作成す

る。そこにあらかじめ取り組むべきことを盛り込み、南海トラフ地震等の大規模災害

に備えた事前の復興計画とする。 
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第１章 総則 

第１節 計画の目的及び性格 

 

第１ 推進計画の目的 

本計画は、大規模な地震・津波災害に対処するため、基本法第 42条の規定に基づき、

広川町防災会議が作成する計画であって、防災関係機関がその有する機能を有効に発揮

して、町の地域における地震・津波災害に係る災害予防、災害応急対策及び災害復旧を

実施することにより、住民の生命、身体及び財産を災害から保護することを目的とす

る。 

 

第２ 計画の性格 

本計画に定めのない事項については、「第１部 総則」から「第４部 災害復旧・復興

計画」まで及び「第６部 南海トラフ地震防災対策推進計画」に定めるところによる。 
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第２節 地震被害想定 

 

県の地震被害想定調査（平成 18 年５月・平成 26 年 10 月）及び津波浸水想定調査（平

成 25 年３月）より、本町に係る地震被害想定及び津波浸水想定結果は次のとおりであ

る。 

 

第１ 和歌山県地震被害想定調査（平成 26年 10月公表） 

１ 想定地震 

想定地震は、次のとおりである。 

（１）東海・東南海・南海３連動地震（以下この章において「３連動地震」とい

う。） 

（２）南海トラフ巨大地震（以下この章において「巨大地震」という。） 

想定地震モデル 
３連動地震 

（2003 年 中央防災会議） 

巨大地震 

（2012 年 内閣府） 

地震の規模 

（モーメントマグニチュード） 
Mw8.7 Mw9.1 

震源断層の位置 
南海トラフ 

（静岡県～高知県） 

南海トラフ 

（静岡県～宮崎県） 

 

２ 被害想定における設定 

地震がいつ発生するかで被害の様相が変わるため、３連動地震・巨大地震ともに、

季節・時刻・風速及び津波からの避難について、次のケースを設けて被害予測が行わ

れた。 

季節 時刻 風速 

夏 昼 12 時 4m 

冬 夕方 18 時 4m 

冬 夕方 18 時 8m 

冬 深夜 2 時 4m 

※ 時刻により、人口の分布、行動のしやすさ、火気の使用状況が異なる。また、季節、時刻、

風速により、出火や延焼の程度が異なる。 

 

避難行動区分 

直接避難 

（昼間は 5 分、夜間は 

10 分後に避難開始） 

用事後避難 

（昼間は 15 分、夜間は 

20 分後に避難開始） 

切迫避難 

（浸水後に避難を開始、 

又は避難せず） 

ケース 1 100％ - - 

ケース 2 70％ 30％ - 

ケース 3 35％ 40％ 25％ 

 

３ 震度及び液状化の予測 

（１）３連動地震 

本町の最大震度は震度６弱と予測されている。 

県全体としては震度５弱から７となり、中部から南部の沿岸平野部を中心に、
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震度６強以上の特に強い揺れとなっている。液状化危険度は、揺れが大きく、地

下水があり、液状化を引き起こす砂層が厚い平野部を中心に高くなっている。 

（２）巨大地震 

本町の最大震度は震度７と予測されている。 

県全体としては震度５強から７と全県的に強い揺れとなるが、地盤の弱い沿岸

平野部で、震度６強以上の特に強い揺れとなっている。液状化危険度は、３連動

地震と同様、揺れが大きく、地下水があり、液状化を引き起こす砂層が厚い平野

部を中心に高くなっている。 

 

 ３連動地震 巨大地震 

震度 

予測図 

  

液状化 

危険度 

予測図 

  

※ 液状化危険度は、液状化指数が 15以上で大きく、５以上で中程度、０以上５未満の場合は小

さい。また、０の場合は液状化しない。 
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４ 被害予測 

被害予測の概要（県全体の被害が最大となる想定）は、次のとおりである。 

項目 ３連動地震 巨大地震 条件等 

建物 

被害 

全壊棟数（焼失を含む。） 560 棟 2,400 棟 
冬 18 時 風速 8m 

半壊棟数 1,100 棟 650 棟 

人的 

被害 

死者数 220 人 1,200 人 
冬 18 時 風速 8m 

（早期避難しな

い） 

重傷者数 43 人 110 人 

軽傷者数 120 人 280 人 

閉込者数 0 人 6 人 

上水道 断水人口 

発災直後 6,900 人 7,500 人 

 
1 日後 5,100 人 7,200 人 

1 週間後 2,600 人 3,600 人 

1 か月後 0 人 0 人 

下水道 支障人口 

発災直後 140 人 140 人 

冬 18 時 風速 8m 
1 日後 140 人 140 人 

1 週間後 120 人 120 人 

1 か月後 18 人 18 人 

電力 

被災軒数 560 軒 2,400 軒 

冬 18 時 風速 8m 被災軒数以外に

おける停電率 

発災直後 28％ 100％ 

1 日後 3％ 100％ 

4 日後 2％ 100％ 

1 週間後 2％ 100％ 

通信 
固定電話 

不通回線数 

発災直後 260 回線 1,800 回線 

冬 18 時 風速 8m 
1 日後 56 回線 1,800 回線 

1 週間後 38 回線 1,800 回線 

1 か月後 28 回線 1,800 回線 

道路 
地震被害箇所数 4 か所 4 か所 高速道路、国道、

県道等が対象 津波被害箇所数 1 か所 7 か所 

鉄道 
地震被害箇所数 7 か所 9 か所  

津波被害箇所数 3 か所 4 か所  

港湾 被害予測施設数 

岸壁・物揚場 4 バース 13 バース 

湯浅広港 その他 

係留施設 
2 バース 7 バース 

避難者 

避難者総数 

1 日後 3,600 人 4,600 人 

夏 12 時 風速 4m 

（全員直接避難） 

1 週間後 2,200 人 4,200 人 

1 か月後 1,600 人 3,800 人 

避難所に 

避難する者 

1 日後 2,400 人 3,100 人 

1 週間後 1,700 人 3,600 人 

1 か月後 470 人 1,200 人 

避難所外生活者 

1 日後 1,200 人 1,600 人 

1 週間後 440 人 660 人 

1 か月後 1,100 人 2,700 人 

帰宅困難者数 530 人 同じ  

物資 

1～3 日後 

（3 日間） 

食料 25,500 食 32,900 食 

夏 12 時 風速 4m 

（全員直接避難） 

飲料水 45,600 リットル 64,300 リットル 

4～7 日後 

（4 日間） 

食料 24,100 食 50,900 食 

飲料水 53,100 リットル 75,000 リットル 

毛布  4,800 枚 7,100 枚 

災害 

廃棄物 

可燃物 
重量 11,000t 43,000t 

冬 18 時 風速 8m 

体積 20,000m3 77,000m3 

不燃物 
重量 43,000t 180,000t 

体積 30,000m3 123,000m3 

津波堆積物 
重量 44,000～94,000t 95,000～201,000t 

体積 40,000～64,000m3 87,000～138,000m3 
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５ 津波浸水想定 

平成 25 年３月に県より公表された３連動地震及び巨大地震による津波浸水想定に

おけるそれぞれの津波の最大津波高、平均浸水深、津波到達時間は、次のとおりであ

る。 

 最大津波高 平均浸水深 津波到達時間 

３連動地震 6m 1.6m 
43 分 

（第 1 波最大津波到達時間） 

巨大地震 9m 3.3m 
33 分 

（津波高 1m 到達時間） 

 

 

 

第２ 和歌山県地震被害想定調査（平成 18年５月公表） 

１ 想定地震 

想定地震は、次のとおりである。 

（１）県内の中央構造線断層帯を起震断層とする地震（以下この章において「中央構

造線による地震」という。） 

（２）田辺市付近直下を震源とする地震（以下この章において「田辺市内陸直下の地

震」という。） 

 

想定地震モデル 中央構造線による地震 田辺市内陸直下の地震 

地震の規模 

（マグニチュード） 
8.0 相当 6.9 相当 

震源断層の位置 
中央構造線 

（淡路島南沖～和歌山・奈良県境付近） 
旧田辺市～旧本宮町 

 

２ 時刻及び季節 

季節又は時刻が被害予測に大きい影響を与える火災や人的被害を検討するため、時

刻及び季節について、次の３通りの組み合わせで予測が行われた。 

（１）冬５時 

多くの人が自宅で就寝中であり、火気の使用が少ない時間帯 

（２）冬 18時 
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炊事や暖房で火気の使用頻度が高くなる季節・時間帯 

（３）夏 12時 

海岸沿いには多くの海水浴客が集まり、市街地などにも通勤・通学している人

や買い物客等が集まっている季節・時間帯 

 

３ 地震動の予測 

（１）中央構造線による地震 

本町の最大震度は震度６弱と予測されている。 

県全体では、和歌山平野の広い範囲で震度７の揺れが予測されたほか、中央構

造線に沿って震度６以上の特に強い揺れが予測されている。中央構造線から離れ

るにつれて揺れは小さくなるが、中部の沿岸部の一部では、震度６弱・６強の揺

れが予測されている。 

また、震源断層に近い、和歌山市、海南市などの低地で、液状化危険度が高い

と予測された。 

（２）田辺市内陸直下の地震 

本町の最大震度は震度５弱と予測されている。 

震源断層付近では、震度５強以上の揺れが予測されたが、震度６弱以上の範囲

は限られ、県内の最大震度は６強と予測されている。また、震源から離れると揺

れは小さくなる。 

揺れが小さいために、県内のほとんどで液状化のおそれはなく、震源付近の低

地の一部で液状化危険度が小～中と予測された。 

 

 中央構造線による地震 田辺市内陸直下の地震 

震度 

予測図 

  

 



第５部 地震・津波災害対策計画 

第１章 総則 

 

 

 
301 

 

  

４ 被害予測 

被害予測の概要（県全体の被害が最大となる想定）は、次のとおりである。 

（１）中央構造線による地震 

分類 予測項目 
被害数量 

冬 5 時 冬 18 時 夏 12 時 

建物被害 全壊・焼失 83 棟 93 棟 93 棟 

火災被害 炎上出火件数  1 件  

人的被害 

死者数 5 人 4 人 3 人 

負傷者（重傷者・中等傷者）数 43 人 32 人 26 人 

要救助者数 19 人 15 人 14 人 

ライフライン 

被害 

上水道被害箇所数（被害率） 4 か所(0.06 か所/km) 

下水道被害箇所数（被害率） 35 か所(2.91 か所/km) 

交通・輸送 

施設被害 

道路施設 地震動・液状化による被害箇所数 5 か所 

鉄道施設 地震動・液状化による被害箇所数 4 か所 

生活 

支障 

ライフ 

ライン 

上水道 地震直後の断水人口 1,346 人 

下水道 処理支障人口 3 人 

電力施設 地震直後の停電人口 6,962 人 7,748 人 7,748 人 

電話・通信施設 一般電話の機能支障人口 344 人 527 人 527 人 

避難者 

一時的住居制約者数 

 避難所生活者数＋避難所外避難者数 

１日後 579 人 590 人 590 人 

１週間後 930 人 941 人 941 人 

ピーク時避難所生活者数 605 人 612 人 612 人 

帰宅 

困難者 
帰宅困難者数（帰宅困難率） 

0 人

(0.0％) 

174 人

(16.6％) 

174 人

(16.6％) 

 

（２）田辺市内陸直下の地震 

分類 予測項目 
被害数量 

冬 5 時 冬 18 時 夏 12 時 

建物被害 全壊・焼失 0 棟 0 棟 0 棟 

火災被害 炎上出火件数  0 件  

人的被害 

死者数 0 人 0 人 0 人 

負傷者（重傷者・中等傷者）数 0 人 0 人 0 人 

要救助者数 0 人 0 人 0 人 

ライフライン 

被害 

上水道被害箇所数（被害率） 0 か所(0.00 か所/km) 

下水道被害箇所数（被害率） 0 か所(0.01 か所/km) 

交通・輸送 

施設被害 

道路施設 地震動・液状化による被害箇所数 0 か所 

鉄道施設 地震動・液状化による被害箇所数 1 か所 

生活 

支障 

ライフ 

ライン 

上水道 地震直後の断水人口 0 人 

下水道 処理支障人口 0 人 

電力施設 地震直後の停電人口 12 人 12 人 12 人 

電話・通信施設 一般電話の機能支障人口 0 人 0 人 0 人 

避難者 

一時的住居制約者数 

 避難所生活者数＋避難所外避難者数 

１日後 2 人 2 人 2 人 

１週間後 2 人 2 人 2 人 

ピーク時避難所生活者数 1 人 1 人 1 人 

帰宅 

困難者 
帰宅困難者数（帰宅困難率） 

0 人

(0.0％) 

174 人

(16.6％) 

174 人

(16.6％) 
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第２章 地震・津波災害予防計画 

第１節 火災予防計画 

 

実施担当 総務課 

 

第１ 計画方針 

大地震による被害は、建築物や構造物の破壊だけでなく、多くの場合、地震に起因

して発生する火災によることから、震災被害を最小限に軽減し、地震時における火災

を未然に防止するため、火災予防及び消防体制の充実強化を図る。 

 

第２ 実施内容 

１ 火気使用設備、器具の安全化に対する研究に関する知識を取り入れ、規制強化等の

施策に反映させる。 

２ 各種集会、広報媒体を通じ、火災防止に関する知識及び技術の普及を図る。 

３ 県の起震車の活用を図り、火災防止の体験実習を行う。 

４ 対震安全装置付きの火気器具等の普及徹底を図る。 

５ 初期消火活動体制の強化を図る。 

６ 湯浅広川消防組合と連携し、消防体制の充実強化を図る。 

７ 消防団組織の育成強化を図る。 
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第２節 建造物災害予防計画 

 

実施担当 産業建設課（建設班）、総務課、企画政策課 

 

第１ 計画方針 

地震災害に対し、建築物の安全性を確保し、人身事故を防止するため、総合的な防災

対策を行う。また、大地震等に対する建築物等の安全性を向上させるために敷地内の空

き地、広場などを確保するとともに、建築物の建替更新等の整備を計画的に行い、災害

に強いまちづくりを目指す。 

 

第２ 実施内容 

１ 建築物の防災対策 

住民に対して建築物の災害予防の知識の普及徹底を図るため、関係機関と連携の

上、次の対策を講ずる。 

（１）建築物の耐震改修の促進 

（２）建築物に関する指導 

（３）被災建築物応急危険度判定体制の整備 

震災後は直ちに地震活動等による災害の拡大を未然に防止するため建築物の危

険度を判定し、居住者に注意喚起する応急危険度判定を実施する必要があるた

め、県と連携して、応急危険度判定士として登録した者についての連絡体制、出

動依頼及び命令系統等の出動体制を整備する。 

（４）ポスター掲示及びパンフレット配布 

（５）県事業等の活用・啓発 

（６）耐震相談窓口の活用 

建築物の耐震に関する相談に応じるため、県が関係団体（建築士会、建築士事

務所協会等）と連携して設置する相談のための窓口の活用を図る。 

 

２ 公共建築物の耐震対策 

公共建築物の耐震改修対象建築物の把握や耐震対策市町村連絡会議への参加等に

より、公共建築物の耐震に関する知識を深めるとともに、耐震対策の推進及び技術

の向上を図る。 

 

３ 計画的なまちづくり 

地震災害時における人命の保護、災害拡散防止のため、細分化された宅地の統

合、不燃化された共同建築物の建築を促進し、及び公園、緑地、広場、街路等の公

共施設の整備を行う。 
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（１）老朽建築物や木造住宅密集地域の解消 

（２）建築物の耐震化、不燃化の促進 

（３）地域の要望に合ったまちづくりの誘導 

（４）高齢者や障害者に障壁のない市街地の整備 

（５）公共建築物の耐震化 

（６）民間建築物の耐震化 
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第３節 防災知識普及計画 

 

実施担当 総務課 

 

第１ 計画方針 

関係職員に対して防災教育を実施するとともに、自治会、自主防災組織、社会福祉

協議会、民生委員、企業等の多様な主体の関わりの中で、防災知識の普及に努め、住

民に対し積極的に防災情報を提供し、災害に対する正しい知識の普及啓発を図り、地

震・津波災害時における適切な判断力の養成に努める。また、その際、障害者、高齢

者等の要配慮者や男女のニーズの違い等に十分配慮するよう努める。 

 

第２ 実施内容 

１ 職員に対する防災教育 

防災業務に従事する職員に対し、地震・津波時における適正な判断力を養い、防

災活動の円滑な推進を期するため、次によりあらゆる機会を利用して防災教育の普

及徹底を図る。 

（１）教育の内容 

① 町防災計画及びこれに伴う各機関の防災体制と各自の任務分担 

② 災害対策の現状と課題 

③ 災害の原因、対策等の科学的・専門的知識 

④ 過去の主な被害事例 

⑤ 防災関係法令の運用 

⑥ 土木、建築その他地震・津波対策に必要な技術 

（２）教育の方法 

① 講習会、研修会等の実施 

② 防災活動の手引き等印刷物の配布 

③ 見学、現地調査等の実施 

 

２ 住民に対する防災知識の普及 

住民の防災意識の向上を図るため、防災関係機関と連携して、次により防災知識

の普及に努める。 

（１）普及の内容 

① 地震及び津波に関する一般知識 

ア 津波の第一波は引き波だけでなく押し波から始まることもあること、第二

波、第三波などの後続波の方が大きくなる可能性や数時間から場合によって

は一日以上にわたり継続する可能性があること、さらには、強い揺れを伴わ
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ず、危険を体感しないままに押し寄せる、いわゆる津波地震や遠地地震の発

生の可能性など、津波の特性に関する情報 

イ 地震・津波は自然現象であり、想定を超える可能性があること、特に大地

震発生後においては、最初の大地震と同程度の地震の発生もあり得ること、

地震発生直後に発表される津波警報等の精度には一定の限界があること、浸

水想定区域外でも浸水する可能性があること、避難場所の孤立や避難場所自

体の被災もあり得ることなど、地震・津波に関する想定・予測の不確実性 

② 防災気象に関する事項 

③ 過去の主な被害事例 

④ 町防災計画の概要 

⑤ 火災予防、台風時における家屋の事前補修等の災害予防の概要 

⑥ 災害対策の現状 

⑦ 平常時の心得（準備） 

ア 食料、飲料水、携帯トイレ及びトイレットペーパー等の備蓄（家庭におい

ては消費しながらの備蓄（ところてん方式）を行い、最低３日間、推奨１週

間分程度とする） 

イ 非常持ち出し品の準備 

ウ 負傷の防止や避難路の確保の観点からの家具等の転倒防止対策、ブロック

塀等の転倒防止対策、ガラスの飛散防止対策 

エ 避難路及び避難場所の把握 

オ 災害時の家族内の連絡体制の確保 

カ 要配慮者の所在把握 

キ 石綿の吸引を防ぐ防じんマスクの備蓄及び正しい活用方法の習得 

ク 家庭動物との同行避難や避難所での飼養についての準備（犬の登録・狂犬

病予防注射接種等の法令遵守、しつけ、餌の備蓄等） 

ケ 正確な情報の入手方法（県の防災わかやまメール配信サービス、和歌山県

防災ナビ等） 

コ 地震保険・共済加入の検討 

サ 自動車へのこまめな満タン給油 

⑧災害時の心得 

ア 「自らの命は自らが守る」という意識を持ち自らの判断で避難行動をとる

こと 

イ 災害情報等の聴取方法 

ウ 停電時の処置 

エ 避難場所安全レベルについての考え方 

オ 避難に関する情報の意味（「安全な場所にいる人まで避難場所に行く必要

がないこと」、「避難先として安全な親戚・知人宅等も選択肢としてあるこ
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と」、「警戒レベル４で『危険な場所から全員避難』すべきこと」）の理解 

⑨地震・津波発生時の行動及び応急措置 

ア 様々な条件下（家屋内、路上、自動車運転中等）で地震発生時にとるべき

行動 

イ 緊急地震速報、津波警報等発表時や避難勧告等発令時にとるべき行動（我

が国の沿岸はどこでも津波が襲来する可能性があり、強い地震（震度４程

度）を感じたとき又は弱い地震であっても長い時間ゆっくりとした揺れを感

じたときは、迷うことなく迅速かつ自主的にできるだけ高い場所に避難する

こと、避難に当たっては徒歩によることを原則とすること、自ら率先して避

難行動をとることが他の地域住民の避難を促すこと、地震による揺れを感じ

にくい場合でも、大津波警報を見聞きしたら速やかに避難すること、標高の

低い場所や沿岸部にいる場合など、自らの置かれた状況によっては、津波警

報でも避難する必要があること、海岸保全施設等よりも海側にいる人は、津

波注意報でも避難する必要があること） 

ウ 初期消火活動の実施、消防機関への協力 

エ 近隣の負傷者、要配慮者の救助 

オ 避難場所での活動 

カ 町及び公共機関等の防災活動への協力 

⑩ 住宅の耐震診断及び必要な耐震改修の実施 

⑪ 緊急地震速報の正しい活用方法 

⑫ 通信確保に関する事項 

通信の仕組みや代替通信手段の提供等について利用者への周知に努めるとと

もに、災害時における通信量の増加を抑制するため、災害時の不要不急な通信

は控えるよう周知に努める。 

（２）普及の方法 

各報道機関に協力を求めるほか、各種の広報媒体を活用して周知徹底を図るも

のとする。 

① ラジオ、テレビ及び新聞の利用 

② 町ウェブサイト、広報紙、広報車の利用 

③ パンフレットの利用 

④ 映画、スライド等による普及 

⑤ 講習会、講演会等の開催及び訓練の実施 

⑥ 防災マップ、ハザードマップ、避難カード等の作成、住民への配布 

⑦ 地震体験車の利用 

⑧ 県災害対応シミュレーションゲームの利用 

⑨ その他 
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３ 災害教訓の伝承 

過去に起こった大災害教訓や災害文化を確実に後世に伝えていくため、大災害に

関する調査分析結果や映像を含めた各種資料を広く収集・整理し、適切に保存する

とともに、広く一般に閲覧できるよう公開に努める。また、「世界津波の日」の由

来となった濱口梧陵の精神や災害に関する石碑・モニュメント等の持つ意味を正し

く後世に伝え、地震・津波防災意識の向上に努める。 

住民は、自ら災害教訓の伝承に努めるものとし、町は、住民が災害教訓を伝承す

る取組みを支援する。 

 

４ 学校での防災教育 

児童生徒が、自らが命を守る主体者となるため、次の取組みの実施に努める。 

（１）「和歌山県防災教育指導の手引き」を活用した防災学習 

（２）歴史資料等を活用した防災文化の形成 

（３）「津波避難３原則」、「津波てんでんこ」の浸透 

（４）気象とその変化に対する科学的な見方や考え方の育成 

（５）実践的な避難訓練や地域と連携した避難訓練 

（６）身近な安全対策（耐震化、家具固定等）を子どもから発信する減災運動 

 

５ 津波避難の普及啓発 

（１）津波については、個人の避難行動が重要であることから、津波の危険や津波警

報、避難指示等の意味合い、避難方法等を広く啓発する。 

（２）津波ハザードマップの整備、適宜更新を行い住民に周知し、併せて避難路や避

難場所について日頃から住民に周知を図るとともに、避難誘導標識等の整備に努

め、観光客等地理不案内な者に対しても避難場所がわかるよう配慮する。 

（３）県、県出先機関、沿岸を有する市町が連携して年１回以上実施する津波警報の

発表を想定した防災行政無線による情報伝達訓練に参加するとともに、住民参加

による津波避難訓練の実施に努める。 

（４）津波防災地域づくりに関する法律（平成 23年法律第 123号）に基づく津波災害

警戒区域について、町防災計画に、津波に関する情報伝達や予警報の発表・伝

達、避難場所・避難経路、津波避難訓練に関する事項について定めるとともに、

津波災害警戒区域内に要配慮者利用施設がある場合は、当該施設の名称及び所在

地を明記し、当該施設の利用者の津波発生時における円滑かつ迅速な避難の確保

が図られるよう津波に関する情報、予報及び警報の伝達に関する事項を定めるこ

ととする。 

（５）町防災計画に名称及び所在地が定められた要配慮者利用施設の所有者又は管理

者は、防災体制に関する事項、避難の誘導に関する事項、避難の確保を図るため

の施設の整備に関する事項、防災教育及び訓練の実施に関する事項等を定めた避
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難確保計画を作成し、当該計画に基づく避難訓練を実施するとともに、当該計画

及び避難訓練の結果を町長に報告する。町は、要配慮者利用施設の避難確保に関

する計画や避難訓練の実施状況等について、定期的に確認するよう努める。 

 

【津波災害警戒区域における警戒避難体制】 

１ 津波災害警戒区域における共通事項 

項目 内容 

津波に関する情報伝達

や予警報の発表・伝達

に関する事項 

町より、防災行政無線、告知放送等により区域内の地域住民等に

情報伝達を行うほか、電話、FAX、電子メール等により区域内の要

配慮者利用施設に情報伝達を行う。 

避難場所及び避難経路

に関する事項 

津波ハザードマップに基づき、津波災害に対応する避難場所へ避

難する。 

津波避難訓練に関する

事項 
「第２部 第 22 章 防災訓練計画」に定めるところに準ずる。 

 

２ 区域内の要配慮者利用施設等 

No. 施設分類 施設名 住所 
TEL 

（FAX） 

1 通所介護 デイサービス 和の郷 広 81-8 
0737-23-8080 

（0737-23-8081） 

2 通所介護 広川町デイサービスセンター 広 1500 
0737-64-0866 

（0737-63-2628） 

3 
就労継続支援 

B 型 
きらら工房 広 78 0737-63-3394 

4 計画相談支援 相談支援事業所 希望の橋 広 323 番地 1 0737-62-5119 

5 
就労継続支援 

B 型 
就労継続支援 B 型 希望の道 広 323 番地 1 

0737-63-0313 

（0737-62-5119） 

6 
障害児 

相談支援 
相談支援事業所 希望の橋 広 323 番地 1 0737-62-5119 

7 
放課後等 

デイサービス 
放課後等デイサービス ポッポ 

広 1500 番地 

（社協 2 階） 
080-1467-4975 

8 保育所 なかよし子ども園 広 583 
0737-62-2610 

（0737-62-5280） 

9 保育所 ポッポ保育園 山本 1521-4 
0737-62-5105 

（0737-62-5707） 

10 
放課後児童 

健全育成事業 

学童クラブポッポ 

（なごみ交流センター） 
広 369 

0737-63-2893 

（0737-22-3121） 

11 診療所 森下整形外科 東中 64-1 0737-64-0366 

12 診療所 横矢クリニック 広 1518 0737-65-2333 

13 診療所 下出歯科診療所 広 292-1 0737-63-6482 

14 学校 耐久中学校 広 1123 
0737-63-5431 

（0737-64-1675） 

15 学校 広小学校 広 631 
0737-62-2076 

（0737-64-1673） 

16 学校 南広小学校西広分校 唐尾 15-2 
0737-62-4902 

（0737-62-4902） 
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第３章 地震・津波災害応急対策計画 

第１節 防災組織計画 

 

実施担当 全職員 

 

第１ 組織計画 

１ 職員防災体制 

役職名 所属 

災害担当長 副町長 

災害副担当長 総務課長（防災担当課長） 

災害担当課長 住民生活課長、産業建設課長 

（１）災害担当長は、特に気象情報等に留意し、災害が予想される事態が発生した場

合は職員の配備体制について町長の指示を受け、所要の指令を発するとともに、

管外の各関係機関と連絡を密にしながら、管内の各関係機関に連絡し、災害対策

の万全を期する。 

（２）災害担当長は、状況判断によって、警戒体制、配備体制１・２号及び津波体制

１号の担当課室等の範囲及び人員を適宜増減することができる。 

（３）災害副担当長は、災害担当長を補佐する。 

（４）災害担当課長は、常に職員の非常招集に関する連絡体制を整えておく。 

 

２ 警戒・配備体制 

地震に関する情報や津波警報等により、災害の発生が予想されるとき及び町長が必

要と認めるときは災害対策本部設置以前の体制として、おおむね次の基準による警

戒・配備体制を発令し、地震・津波等の情報収集及びその通報並びに被害状況等の取

りまとめ、その他災害対策に関する連絡調整の万全を期する。 
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【発令の基準】 

区分 基準 動員配備人員 

被害情報 

収集体制 

（１）地震が発生し、本町で震度４を記録したと

き。 

・総務課長 

・防災担当職員、週番職員 

警戒体制 

（１）地震が発生し、本町で震度５弱を記録したと

き。 

（２）南海トラフ地震臨時情報（調査中）が発表さ

れたとき。 

・副町長、総務課長、住民生活

課長、産業建設課長 

・防災担当職員、週番職員 

※災害担当長の判断で、必要に

応じ消防協力班（総務課）、

職員を招集できる。 

配備体制 

１号 

（１）地震が発生し、本町で震度５弱を記録した場

合で、町長が必要と認めたとき。 

・副町長、教育長 

・総務課・住民生活課・産業建

設課の全職員 

・税務課長、企画政策課長、議

会事務局長、教育委員会次

長、会計管理者 

・週番職員、消防協力班 

※災害担当長の判断で、必要に

応じ職員を招集できる。 

配備体制 

２号 

（１）地震が発生し、本町で震度５強を記録したと

き。 

（２）救助法の適用をしなければならないような災

害が予想されるとき。 

（３）災害対策本部を設置しなければならないよう

な規模の災害が発生するおそれがあるとき。 

・職員全員 

津波体制 

１号 

（１）津波予報区「和歌山県」に津波注意報が発令

されたとき。 

・副町長、総務課長 

・防災担当職員、週番職員、水

門・陸閘門閉鎖要員 

津波体制 

２号 

（１）津波予報区「和歌山県」に津波警報又は大津

波警報（特別警報）が発令されたとき。 
・職員全員 

 

３ 災害対策本部 

災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合において、防災の推進を図

るため必要があると認めるときは、基本法並びに広川町災害対策本部条例及び広川

町災害対策本部規則に基づき、町本部を設置する。 

（１）設置基準 

町本部は、次の基準により設置する。 

① 救助法の適用を必要とする災害が発生したとき。 

② 災害が発生し、その規模及び範囲からして、町本部を設置してその対策を要す

ると町長が認めたとき。 

③ 津波予報区「和歌山県」に津波警報又は大津波警報（特別警報）が発せられた

場合で、町長が必要と認めたとき。 

④ 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）又は南海トラフ地震臨時情報（巨大

地震警戒）が発表されたとき。 

⑤ 震度５強以上の大規模地震が発生したとき。 

（２）廃止基準 
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町本部は、次の基準により廃止する。 

① 災害発生のおそれが解消したとき。 

② 災害応急対策がおおむね完了したとき。 

③ その他町本部長が必要なしと認めたとき。 

（３）設置場所 

町本部は、原則として町役場庁舎内に設置する。町役場庁舎が被災し、使用で

きない場合は、南広小学校又はいなむらの杜に設置する。 

（４）設置又は廃止の伝達 

町本部を設置し、又は廃止したときは、総合調整室長（副町長）が本部連絡員

を通じて各班長（各所属長）に連絡し、各班長が各班員（各課員）に伝達すると

ともに、直ちに県（有田振興局）及び関係機関に通知する。 

（５）組織 

① 組織図 

 

② 指揮命令系統 

町長を町本部長とし、副町長、教育長を広川町災害対策本部副本部長（以下

「町副本部長」という。）とする。町本部長に事故があるときは、副町長、教

育長の順位により町副本部長が指揮をとる。 

③ 本部会議 

災害に関する応急対策の総合的な基本方針を決定するため、本部長、副本部

長及び本部員で構成する本部会議を置く。会議内容は、おおむね次のとおりと

する。 

ア 気象情報・災害情報、被害状況、各防災関係機関の配備体制、各班の措置

事項等についての報告事項 

イ 応急対策への指示、各班間の調整事項、応援要請・自衛隊等への災害派遣

要請等についての協議事項 

④ 総合調整室 

副町長を総合調整室長とし、町本部長の命を受けて各班の事務の掌理、連絡

調整に当たる。また、総合調整室に本部連絡員を置く。本部連絡員は、各班の

職員で各班長の指名する１名以上の者とし、各班の連絡事務を処理する。 

⑤ 各班 

各所属長を各班長とし、各班長は、町本部長の命を受けて各班に属する応急

総合調整室 本部会議 

本部長 町長 

副本部長 
副町長 

教育長 

本部員 
各所属長 

消防団長 

・秘書室 

・連絡調整室 

（本部連絡員） 

・湯浅広川消防組

合職員 

各班 

・救助班    ・農林水産班 

・消防水防班  ・商工業班 

・罹災証明班  ・給水班 

・防疫班    ・学校教育班 

・土木建設班  ・社会教育班 

連絡 

調整 
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対策を掌理し、所属の班員を指導監督する。 

（６）町本部の編成及び事務分掌 

① 総合調整室 

室名 室長 事務分掌 

秘書室 総務課長 

（議会事務局

長） 

ア 本部長の秘書的業務に関すること。 

イ 各種陳情の応援、被災地慰問に関すること。 

ウ 広報に関すること。 

エ 報道機関との連絡調整に関すること。 

オ その他必要なこと。 

連絡調整室 

（本部連絡

員 を 含

む。） 

総務課長 

（企画政策課

長） 

（ 会 計 管 理

者） 

ア 本部の運営に関すること。 

イ 上級機関への報告、連絡に関すること。 

ウ 連絡調整及び被害状況の取りまとめに関すること。 

エ 町防災会議に関すること。 

オ 命令決定事項の伝達に関すること。 

カ 職員の動員に関すること。 

キ 財務に関すること。 

ク 無線、電話の管理及び公用自動車の配車に関するこ

と。 

ケ 気象情報に関すること。 

コ 災害応急対策用物品等の購入に関すること。 

サ 県、他の自治体等への応援要請及び受入れに関するこ

と。 

シ 自衛隊の派遣要請及び受入れに関すること。 

ス 庁舎の管理に関すること。 

セ 義援金及び見舞金等の出納に関すること。 

ソ その他必要なこと。 

② 各班 

班名 班長 事務分掌 

救助班 住民生活課長 ア 災害救助の全般的な計画実施に関すること。 

イ 救助活動に必要な情報等の収集に関すること。 

ウ 災害援助資金の融資に関すること。 

エ 災害救助に必要な食料・飲料水等の確保に関するこ

と。 

オ 災害救助物資の輸送に関すること。 

カ 災害救助に必要な物資、資機材等の確保に関するこ

と。 

キ 総合調整室及び各班との連絡調整に関すること。 

ク その他必要なこと。 

消防水防班 総務課長 ア 消防・水防に関すること。 

イ 消防・水防活動に必要な情報等の収集並びに気象の予

警報及び情報の収集、伝達に関すること。 

ウ 総合調整室及び各班との連絡調整に関すること。 

エ その他必要なこと。 

罹災証明班 税務課長 ア 罹災証明書の発行等に関すること。 

イ 総合調整室及び各班との連絡調整に関すること。 

ウ その他必要なこと。 

防疫班 住民生活課長 ア 災害防疫の総括に関すること。 

イ 防疫活動に必要な情報等の収集に関すること。 

ウ 医療救護及び助産に関すること。 

エ 医療関係との連絡に関すること。 

オ 環境衛生に関すること。 

カ 汚物処理に関すること。 

キ 感染症予防に関すること。 
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班名 班長 事務分掌 

ク 防疫用薬品の確保に関すること。 

ケ 医薬品、衛生材料等の整備及び補給に関すること。 

コ 劇毒物による事故防止に関すること。 

サ 総合調整室及び各班との連絡調整に関すること。 

シ その他必要なこと。 

土木建設班 産業建設課長 ア 道路、橋梁等の被害状況調査及び災害応急対策に関す

ること。 

イ 河川、海岸、港湾の被害状況調査及び災害応急対策に

関すること。 

ウ 建物の被害状況調査及び災害応急対策に関すること。 

エ 応急仮設住宅の建設に関すること。 

オ 災害復旧に関すること。 

カ 総合調整室及び各班との連絡調整に関すること。 

キ その他必要なこと。 

農林水産班 産業建設課長 ア 農地等及び農林水産関係施設の被害状況調査及び災害

応急対策に関すること。 

イ 被災農家等の経営指導に関すること。 

ウ 船舶の確保に関すること。 

エ 農林水産関係災害対策の総合調整に関すること。 

オ 被災農林水産業者に対する資金の融資に関すること。 

カ 災害に伴う農業共済に関すること。 

キ 総合調整室及び各班との連絡調整に関すること。 

ク その他必要なこと。 

商工業班 産業建設課長 ア 経済関係の被害状況調査及び災害応急対策に関するこ

と。 

イ 被災中小企業者に対する融資に関すること。 

ウ 事業所等の被害状況調査に関すること。 

エ 観光施設の被害状況調査に関すること。 

オ 総合調整室及び各班との連絡調整に関すること。 

カ その他必要なこと。 

給水班 水道事務所長 ア 上水道・下水道施設の被害状況調査及び災害応急対策

に関すること。 

イ 飲料水の供給に関すること。 

ウ 上水道・下水道施設の復旧、資機材の確保に関するこ

と。 

エ 総合調整室及び各班との連絡調整に関すること。 

オ その他必要なこと。 

学校教育班 教育次長 

（なかよし子

ども園長） 

（学校給食共

同調理場長） 

ア 教育関係の被害状況調査及び災害応急対策に関するこ

と。 

イ 幼児施設・学校施設の災害応急対策に関すること。 

ウ 職員の動員、派遣及び救援に関すること。 

エ 臨時の授業その他学校運営に関すること。 

オ 教科書調達に関すること。 

カ 学校給食及び炊き出し物資の管理及び分配に関するこ

と。 

キ 児童生徒の保健管理に関すること。 

ク 総合調整室及び各班との連絡調整に関すること。 

ケ その他必要なこと。 

社会教育班 教育次長 

（企画政策課

長） 

ア 社会教育施設及び社会体育施設の被害状況調査及び災

害応急対策に関すること。 

イ PTA、婦人会等、社会教育団体との連絡に関すること。 

ウ 文化財の被害状況調査及び災害応急対策に関するこ

と。 

エ その他必要なこと。 
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第２ 動員計画 

１ 動員の伝達 

警戒・配備体制の発令時及び町本部設置時について、「自主参集（登庁）」を原

則とするが、同時に次により動員の連絡を行う。 

（１）勤務時間内 

災害担当長（副町長）の指示に基づき、庁内放送等により全職員に伝達すると

ともに、必要に応じ、災害副担当長（総務課長）より各課長へ電話等で連絡す

る。 

（２）勤務時間外 

宿日直等の職員又は警備員等は、動員を行う必要があると思われる情報（津波

注意報又は各警報の発令等）を入手した場合、次の連絡系統図に基づき、直ちに

総務課長及び防災担当職員に連絡する。総務課長は、情報を確認の上、町長及び

副町長に報告して協議し、動員を行う必要がある場合は、各課長に連絡する。各

課長は、配備指令に基づき、所管する課の職員を非常招集する。 

なお、伝達は、電話又はメール等により行うものとし、通信回線に支障が生じ

ている場合は、防災行政無線等の活用を検討する。 

 

 

２ 職員の参集方法 

（１）参集場所 

① 地震・津波災害で警戒体制又は配備体制１号の場合 

本庁へ参集する。 

② 地震・津波災害で配備体制２号以上の場合 

「広川町職員の地震津波時配置場所について（勤務時間内、外）」で指定さ

れた場所に参集する。ただし、指定された場所に参集することが困難な場合

は、近くの避難所へ参集する。その場合は、その旨を所属長に報告する。 

（２）参集手段 

① 地震災害で警戒体制又は配備体制１号の場合 

特に指定しない。 

② 地震・津波災害で配備体制２号以上の場合 

「広川町職員の地震津波時配置場所について（勤務時間内、外）」で指定さ

れた場所から自宅までの距離が１km 以内の場合は徒歩・自転車・バイクのいず

宿日直等 総務課長 

防災担当職員 

副町長 

各課長 

町長 

各課員 
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れかを使用し、１km を超える場合は自転車・バイク・自動車のいずれかを使用

する。なお、参集途中に自転車・バイク・自動車が使用できなくなった場合、

交通の妨げにならないよう、十分注意する。 

（３）服装・携帯品 

応急活動ができる服装（作業服等）で安全な靴、帽子や手袋を着装し、ヘルメ

ット、筆記具、タオル、着替え、懐中電灯、身分証明書（名刺等）等、各自で必

要なものを携帯する。 

 

３ 動員・参集における留意点 

動員・参集においては、次の点に留意する。 

（１）勤務時間内 

① 不急の行事、会議等は中止する。 

② 勤務場所を離れるときには、所属長と連絡をとり、常に所在を明確にしてお

く。 

③ 勤務時間が終了しても、所属長の指示があるまで退庁せず待機する。 

④ 住民に不安や誤解を与えないよう発言には細心の注意を払う。 

（２）勤務時間外 

① 災害が発生し、又は発生のおそれがあることを知ったときは、関係者からの連

絡及びテレビ・ラジオ等の報道に留意するとともに、自主的に登庁し、所定の事

務を遂行する。 

② 参集できない場合には、所属長に理由、連絡先、連絡方法を知らせ、指示を受

ける。参集できる状況になった場合、直ちに参集する。 

③ 参集途中時に、可能な限り、被害状況等の情報収集に努める。 
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第２節 情報計画 

 

実施担当 総務課 

 

第１ 大津波警報・津波警報・津波注意報・津波予報等の伝達計画 

１ 大津波警報・津波警報・津波注意報・津波予報、津波に関する情報の種類と内容 

（１）津波予報区 

全国の沿岸が 66の津波予報区（原則として都道府県程度に区分）に分けられて

いる。和歌山県は全域が１つの予報区であり、予報区名称は「和歌山県」であ

る。 

（２）大津波警報、津波警報、津波注意報及び予報（気象庁発表） 

気象庁は、地震が発生したときは地震の位置や規模を即時に推定し、これらを

もとに沿岸で予想される津波の高さ（津波によって潮位が高くなった時点におけ

るその潮位と、その時点に津波がなかったとした場合の潮位との差であり、津波

によって潮位が上昇した高さ）を求める。津波による災害の発生が予想される場

合には、地震が発生してから約３分を目標に大津波警報、津波警報又は津波注意

報（以下これらを「津波警報等」という。）を発表する。なお、大津波警報は、

津波特別警報に位置づけられる。 

気象庁より津波警報等とともに発表する「予想される津波の高さ」は、通常は

数値で発表する。ただし、地震の規模（マグニチュード）が８を超えるような巨

大地震について、地震の規模を数分以内に精度よく推定することは困難であるこ

とから、推定した地震の規模が過小に見積もられている可能性がある場合は、

「予想される津波の高さ」を定性的表現で発表する。「予想される津波の高さ」

を定性的表現で発表した場合は、地震発生から約 15分程度で求められる地震規模

（モーメントマグニチュード）をもとに、「予想される津波の高さ」を数値で示

した更新報を発表する。 
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【津波警報等の種類及び発表基準・解説・発表される津波の高さ等】 

種類 発表基準 

発表される津波の高さ 

想定される被害と 

とるべき行動 
数値での発表 

（津波の高さ予測の区分） 

巨大地震 

の場合 

の発表 

大津波 

警報※ 

予想される津波の高さ

が高いところで 3mを超

える場合 

10m 超 

（10m＜予想高さ） 

巨大 

木造家屋が全壊・流失し、人

は津波による流れに巻き込ま

れる。 

直ちに沿岸や川沿いから離

れ、高台や避難ビルなど安全

な場所へ避難すること。 

10m 

（5m＜予想高さ≦10m） 

5m 

（3m＜予想高さ≦5m） 

津波 

警報 

予想される津波の高さ

が高いところで 1mを超

え、3m 以下の場合 

3m 

（1m＜予想高さ≦3m） 
高い 

標高の低いところでは津波が

襲い、浸水被害が発生する。

人は津波による流れに巻き込

まれる。 

直ちに沿岸や川沿いから離

れ、高台や避難ビルなど安全

な場所へ避難すること。 

津波 

注意報 

予想される津波の高さ

が高いところで 0.2m以

上、1m 以下の場合であ

って、津波による災害

のおそれがある場合 

1m 

（0.2m≦予想高さ≦1m） 

（表記し

ない） 

海の中では、人は速い流れに

巻き込まれ、また、養殖いか

だが流失し小型船舶が転覆す

る。 

直ちに海から上がって、海岸

から離れること。 

※ 大津波警報は、特別警報に位置づける。 

 

【津波警報等と避難のポイント】 

・震源が陸地に近いと津波警報等が津波の襲来に間に合わないことがある。強い揺れや弱くても長い

揺れがあったらすぐに避難を開始すること。 

・津波の高さを「巨大」と予想する大津波警報が発表された場合は、東日本大震災のような巨大な津

波が襲うおそれがある。直ちにできる限りの避難をすること。 

・津波は沿岸の地形等の影響により、局所的に予想より高くなる場合がある。ここなら安心と思わ

ず、より高い場所を目指して避難すること。 

・津波は長い時間繰り返し襲ってくる。津波警報等が解除されるまでは、避難を続けること。 

 

【津波予報の発表基準とその内容】 

発表基準 内容 

津波が予想されないとき 津波の心配なしの旨を地震情報に含めて発表する。 

0.2m 未満の海面変動が予 

想されたとき 

高いところでも 0.2m未満の海面変動のため被害の心配はなく、特段の防災

対策の必要がない旨を津波に関するその他情報に含めて発表する。 

津波警報等解除後も海面 

変動が継続するとき 

津波に伴う海面変動が観測されており、今後も継続する可能性が高いた

め、海に入っての作業や釣り、海水浴などに際しては十分な留意が必要で

ある旨を津波に関するその他の情報に含めて発表する。 
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（３）地震情報・津波情報の種類及び発表基準と内容（気象庁発表） 

【緊急地震速報（警報）及び地震情報の種類】 

地震情報の種類 発表基準 内容 

緊急地震速報 

（警報） 

地震波が２点以上の地震観測点

で観測され、最大震度が５弱以

上と予想された場合 

・地震の発生時刻、発生場所（震源）の推定値、

地震発生場所の震央地名 

・強い揺れ（震度５弱以上）が予想される地域及

び震度４が予想される地域名（町は「和歌山県

北部」に該当） 

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（町は「和歌山県北部」に該当）と地震

の揺れの検知時刻を速報。 

震源に関する 

情報 

震度３以上 

（津波警報等を発表した場合は

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。 

・「津波の心配ない」又は「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 

次のいずれかを満たした場合 

・震度３以上 

・津波警報等発表又は若干の海

面変動が予想される場合 

・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ごとの

観測した震度を発表。 

・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。 

※ 地震が多数発生した場合には、震度３以上の

地震についてのみ発表し、震度２以下の地震に

ついては、その発生回数を「その他の情報（地

震回数に関する情報）」で発表。 

遠地地震に 

関する情報 

国外で発生した地震について次

のいずれかを満たした場合等 

・マグニチュード 7.0 以上 

・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）やその規模

（マグニチュード）をおおむね 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。 

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、１km 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。 

※ 緊急地震速報（警報）のうち震度６弱以上の大きさの地震動が予想される場合を特別警報に位置づけ

る。 
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【南海トラフ地震に関連する情報の種類及び発表条件】 

情報名 情報発表条件 

南海トラフ地震 

臨時情報 

・南海トラフ沿いで異常な現象が観測され、その現象が南海トラフ沿いの大規模な

地震と関連するかどうか調査を開始した場合又は調査を継続している場合 

・観測された異常な現象の調査結果を発表する場合 

南海トラフ地震 

関連解説情報 

・観測された異常な現象の調査結果を発表した後の状況の推移等を発表する場合 

・「南海トラフ沿いの地震に関する評価検討会」の定例会合における調査結果を発

表する場合（ただし南海トラフ地震臨時情報を発表する場合を除く。） 

※ 既に必要な防災対応がとられている際は、調査を開始した旨や調査結果を南海

トラフ地震関連解説情報で発表する場合がある。 

 

情報名の後に「調査中」、「巨大地震警戒」、「巨大地震注意」、「調査終了」のい

ずれかのキーワードを付記して、「南海トラフ地震臨時情報（調査中）」等の形で情報

発表する。 

 

【「南海トラフ地震臨時情報」に付記するキーワードと各キーワードを付記する条件】 

発表時間 キーワード 各キーワードを付記する条件 

地震発生等

から５～30

分程度 

調査中 

下記のいずれかにより臨時に「南海トラフ沿いの地震に関する評価検討

会」を開催する場合 

・監視領域内※１でマグニチュード 6.8 以上※２の地震※３が発生 

・１か所以上のひずみ計での有意な変化とともに、他の複数の観測点で

もそれに関係すると思われる変化が観測され、想定震源域内のプレー

ト境界（下図赤枠部）で通常と異なるゆっくりすべりが発生している

可能性がある場合など、ひずみ計で南海トラフ地震との関連性の検討

が必要と認められる変化を観測 

・その他、想定震源域内のプレート境界の固着状態の変化を示す可能性

のある現象が観測される等、南海トラフ地震との関連性の検討が必要

と認められる現象を観測 

地震発生等

から最短で

２時間程度 

巨大地震警戒 
・想定震源域内のプレート境界において、モーメントマグニチュード※４

8.0 以上の地震が発生したと評価した場合 

巨大地震注意 

・監視領域内において、モーメントマグニチュード 7.0 以上の地震が発

生したと評価した場合（巨大地震警戒に該当する場合は除く。） 

・想定震源域内のプレート境界面において、通常と異なるゆっくりすべ

りが発生したと評価した場合 

調査終了 
・巨大地震警戒、巨大地震注意のいずれにも当てはまらない現象と評価

した場合 

※１ 南海トラフの想定震源域及び想定震源域の海溝軸外側 50km 程度までの範囲 

※２ モーメントマグニチュード 7.0 の地震をもれなく把握するために、マグニチュードの推定誤差を見

込み、地震発生直後の速報的に求めた気象庁マグニチュードで M6.8 以上の地震から調査を開始す

る。 

※３ 太平洋プレートの沈み込みに伴う震源が深い地震は除く。 

※４ 断層のずれの規模（ずれ動いた部分の面積×ずれた量×岩石の硬さ）をもとにして計算したマグニ

チュード。従来の地震波の最大振幅から求めるマグニチュードに比べて、巨大地震に対しても、その

規模を正しく表せる特徴を持っている。ただし、モーメントマグニチュードを求めるには詳細な解析

が必要で、その値が得られるまで若干時間を要する。そのため、気象庁が地震発生直後に発表する津

波警報等や地震情報には、地震波の最大振幅から求められる気象庁マグニチュードを用いている。 
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【津波情報の種類】 

種類 内容 

津波到達予想時刻・

予想される津波の高

さに関する情報 

各津波予報区の津波の到達予想時刻や予想される津波の高さ（発表内容は「津

波警報等の種類及び発表基準・解説・発表される津波の高さ等」の表に記載）

を発表。 

※ この情報で発表される到達予想時刻は、各津波予報区で最も早く津波が到

達する時刻であり、場所によっては、この時刻よりも１時間以上遅れて津波

が襲ってくることもある。 

各地の満潮時刻・津

波到達予想時刻に関

する情報 

主な地点の満潮時刻・津波の到達予想時刻を発表。 

津波観測に関する情

報（＊１） 
沿岸で観測した津波の時刻や高さを発表。 

沖合の津波観測に関

する情報（＊２） 

沖合で観測した津波の時刻や高さ、及び沖合の観測値から推定される沿岸での

津波の到達時刻や高さを津波予報区単位で発表。 

 

＊１ 津波観測に関する情報の発表内容について 

沿岸で観測された津波の第１波の到達時刻と押し引き、その時点までに観測された最大波の観測

時刻と高さを発表する。 

津波は繰り返し襲い、あとから来る波の方が高くなることがあるため、観測された津波が小さい

からといって避難を止めてしまうと危険である。そのため、最大波の観測値については、大津波警

報又は津波警報が発表中の津波予報区において、観測された津波の高さが低い間は、数値ではなく

「観測中」の言葉で発表して、津波が到達中であることを伝える。 

【沿岸で観測された津波の最大波の発表内容】 

警報・注意報 

の発表状況 

観測された 

津波の高さ 
内容 

大津波警報を 

発表中 

1m 超 数値で発表 

1m 以下 「観測中」と発表 

津波警報を 

発表中 

0.2m 以上 数値で発表 

0.2m 未満 「観測中」と発表 

津波注意報を 

発表中 

（すべての 

場合） 
数値で発表（津波の高さがごく小さい場合は「微弱」と表現。） 

 

＊２ 沖合の津波観測に関する情報の発表内容について 

沖合で観測された津波の第１波の観測時刻と押し引き、その時点までに観測された最大波の観測

時刻と高さを観測点ごとに発表する。また、これら沖合の観測値から推定される沿岸での推定値※

（第１波の推定到達時刻、最大波の推定到達時刻と推定高さ）を津波予報区単位で発表する。 

最大波の観測値及び推定値については、沿岸での観測と同じように避難行動への影響を考慮し、

一定の基準を満たすまでは数値を発表しない。大津波警報又は津波警報が発表中の津波予報区にお

いて、沿岸で推定される津波の高さが低い間は、数値ではなく「観測中」（沖合での観測値）又は

「推定中」（沿岸での推定値）の言葉で発表して、津波が到達中であることを伝える。 

【沖合で観測された津波の最大波（観測値及び沿岸での推定値※）の発表内容】 

警報・注意報 

の発表状況 

観測された 

津波の高さ 
内容 

大津波警報を 

発表中 

3m 超 沖合での観測値、沿岸での推定値とも数値で発表 

3m 以下 沖合での観測値を「観測中」、沿岸での推定値を「推定中」と発表 

津波警報を 

発表中 

1m 以上 沖合での観測値、沿岸での推定値とも数値で発表 

1m 未満 沖合での観測値を「観測中」、沿岸での推定値を「推定中」と発表 

津波注意報を 

発表中 

（すべての 

場合） 
沖合での観測値、沿岸での推定値とも数値で発表 

※ 沿岸からの距離が 100km を超えるような沖合の観測点では、津波予報区との対応付けが難しいた

め、沿岸での推定値は発表しない。また、最大波の観測値については数値ではなく「観測中」の言
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葉で発表して、津波が到達中であることを伝える。 

 

【県内の津波観測点（平成 27年４月１日現在）】 

津波観測点名称 所在地 

那智勝浦町浦神 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町浦神港 

串本町袋港 和歌山県東牟婁郡串本町袋港 

白浜町堅田 和歌山県西牟婁郡白浜町堅田漁港 

御坊市祓井戸 和歌山県御坊市名田町野島祓井戸漁港 

和歌山 和歌山県和歌山市和歌山港 

 

（４）和歌山地方気象台による通知基準 

和歌山地方気象台は、次の基準により関係機関へ通知する。 

① 大津波警報、津波警報、津波注意報、津波予報及び津波情報 

津波予報区「和歌山県」に発表されたとき 

② 震源・震度に関する情報 

ア 県内で震度３以上を観測したとき 

イ 隣接府県（大阪府、奈良県、三重県）で震度４以上を観測したとき 

ウ ア、イ以外の都道府県で震度６弱以上を観測したとき 

③ 各地の震度に関する情報 

県内で震度１以上を観測したとき 

④ その他の情報（震源情報、遠地地震に関する情報、地震の回数に関する情報、

推計震度分布情報など） 

地震に関する情報を発表することが、公衆の利便を増進すると認められると

き 

 

（５）震度情報で用いる和歌山県内設置震度計の震度発表名称等（気象庁発表） 

【町内の地震観測施設（和歌山県震度情報ネットワーク接続観測所）】 

観測所 震度発表名称 震度計設置場所所在地 震度計の所管 

広川 和歌山広川町広 広 1500 広川町役場敷地内 県 

 

（６）地震解説資料（気象庁提供） 

地震解説資料には、速報版と詳細版があり、速報版は県で震度４以上を観測し

た場合か、日本及びその周辺で発生した地震で県に大津波警報、津波警報又は津

波注意報を発表した場合に作成され、地震発生から 30分程度で提供される。 

詳細版は、県で震度５弱以上を観測した場合や、県に大津波警報、津波警報又

は津波注意報を発表した場合（海外で発生した地震により津波警報等が発表され

た場合を含む。）、社会的に関心の高い地震が発生した場合等に作成され、地震

発生から１～２時間程度で提供される。 

 

（７）津波の予報業務に関する情報の種類と内容（県提供） 
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県は、次の内容について、沿岸市町及び沿岸消防本部に対して津波予報の提供

を行う。 

① 対象とする区域 

対象とする区域は、６市 12町の 98区域とする。 

町内で津波予報の対象となる地域は、「唐尾」である。 

② 予報の種類 

津波予報の項目は、第一波到達予想時刻、最大予想津波高、津波浸水域予測

及び津波浸水深予測とする。 

 

（８）DONETによって得られる津波観測情報による避難の呼びかけ（県配信） 

県は、リアルタイム地震・津波関連表示システムにより DONET 観測点２か所以

上であらかじめ定めた閾値を超過したとき、緊急速報メールを配信する。 

① 配信する地域 

配信する地域は、県内全域とする。 

② 配信する内容 

津波の観測により、至急高台などへ迅速な避難の呼びかけを行うなどの内容

を配信する。 
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２ 大津波警報、津波警報、津波注意報、津波予報の通知と伝達 

（１）大津波警報、津波警報、津波注意報、津波予報の伝達経路（気象庁提供） 

 

注１ 和歌山地方気象台からの伝達は、「防災情報提供システム」及び「アデスオンライン」によ

る。 

注２ ※１は、大津波警報、津波警報の発表及び解除のみ伝達する。 

注３ ※２は、神戸地方気象台から伝達する。 

注４ ※３は、NHK 大阪放送局が大津波警報、津波警報を緊急警報放送システム（EWS）により放送す

る。 

注５ ※４は、防災わかやまメール配信サービス、エリアメール、緊急速報メールにより伝達する。 

注６ ※５は、全国瞬時警報システム（J-ALERT）により伝達する。 

注７ 県から住民への伝達は、津波警報等の発表時のみ行う。 

注８ 気象業務法の規定による通知先は、国土交通省（和歌山河川国道事務所）、警察庁（近畿管区

警察局）、海上保安庁（第五管区海上保安本部、和歌山海上保安部）、都道府県（和歌山県）、

NTT 西日本及び NHK 大阪放送局である。 

 

西日本電信電話株式会社 

気象庁 

又は大 

阪管区 

気象台 

近畿管区 

警察局 

第五管区海

上保安本部 

NHK 

大阪放送局 

和歌山 

地方気象台 

JR 西日本 

和歌山県 

警察本部 

和歌山 

海上保安部 

NHK 

和歌山放送局 

和歌山県 

湯浅警察署 

海南海上保安署 

広川町 

（沿岸市町） 

在港船舶 

和歌山河川国道務所 

関西電力送配電和歌山支社 

和歌山放送 

テレビ和歌山 

陸上自衛隊信太山駐屯地 

有田振興局 

県地方機関 

広川町 

湯浅広川消防組合 

 

防災関係機関 

消防庁 

住
民
そ
の
他 

※１ 

※２ 

※３ 

※４ 

※５ 
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（２）津波予報の伝達経路（県提供） 

 

注１ 県から町及び湯浅広川消防組合消防本部への情報については、「津波予測システム」による。 

注２ ※１は、県が行う津波予報や津波警報等の情報を活用し、市町村等が必要な対策を行う。 

 

（３）DONET によって得られる津波観測情報による避難の呼びかけの伝達経路（県提

供） 

 

注１ ※１は、緊急速報メール等により伝達する。 

 

３ 町の措置 

（１）県の機関又は警察の機関から警報等を受領した場合は、速やかにその内容に応

じた適切な措置を講ずるとともに、住民、町内の官公署、学校、団体等に対して

も必要な事項を周知させてその徹底を図る。 

周知方法は、おおむね次のとおりとする。 

① 広報車、宣伝車による。 

② 防災行政無線（戸別受信機を含む。）、有線放送による。 

③ 伝達組織を通じる。 

④ サイレン、警鐘等による。 

（２）前項の周知徹底のため、あらかじめ関係者の間において警報等の受領、伝達、

その他の取扱いに関して必要な事項を協議しておくとともに、勤務時間外及び停

電時における受領、伝達についても支障のないよう措置しておく。 

（３）気象台から津波警報等が発表された旨の連絡を受けた場合には、直ちに放送局

等の放送により、当該警報の要旨を聴取するよう努めるとともに、県の機関から

伝達される警報等の内容を確実に受領するよう体制を整える。 

（４）県の機関から警報等を受領した場合には、解除になるまでは放送局の放送によ

り、状況を聴取するよう努めるものとする。 

（５）災害の発生のおそれがあるような場合において異常な現象を認めたときは、警

報等の逆経路その他により、速やかに県の機関に対し必要な情報を通報する。 

（６）警報等の受領、伝達担当者の決定及び記録の整備に関して、県に準じた措置を

DONET 

観測網 
尾鷲陸上局舎 

横浜 BC 

国立研究開発

法人防災科学

技術研究所 
和歌山県 

（予報業務許

可事業者） 
湯浅広川 

消防組合 

消防本部 

広川町 

（沿岸市町） 

住民等 

※１ 

DONET 

観測網 
尾鷲陸上局舎 

横浜 BC 

国立研究開発

法人防災科学

技術研究所 
和歌山県 住民等 

※１ 
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講じておく。 

（７）町防災行政無線（戸別受信機を含む。）から放送される津波警報等のサイレン

音について、全国瞬時警報システム（J-ALERT）の標準サイレン音に統一する。 

 

４ 異常現象を発見した者の措置 

災害が発生するおそれのある異常な現象を発見した者は、次の方法により関係機

関に通報する。 

（１）発見者の通報 

異常現象を発見した者は、町長、警察官又は海上保安官に通報する。 

（２）警察官等の通報 

異常現象を発見し、又は通報を受けた警察官又は海上保安官は、町長及び所轄

警察署長に通報する。 

（３）町長の通報 

（１）・（２）によって異常現象を承知した町長は、速やかに和歌山地方気象

台に、また、災害の予想される他の市町村長及び関係のある県の地方機関に対し

て通報する。 

（４）和歌山地方気象台に通報する異常現象は次に示すものとする。 

① 水象に関する事項、津波による異常潮位、異常波浪 

② 地震に関する事項、群発地震（数日間以上にわたり、頻繁に感じるような地

震）と災害を伴う大地震 

（５）周知徹底 

異常現象を発見し、また通報を受けた場合、各関係機関は、その現象による災

害が予想される地域の住民及び関係機関に周知徹底を図る。 

 

第２ 被害情報等の収集計画 

「第３部 第２章 第２節 被害情報等収集計画」に定めるところによる。 

 

第３ 災害通信計画 

「第３部 第２章 第３節 災害通信計画」に定めるところによる。 

 

第４ 広報計画 

「第３部 第２章 第４節 災害広報計画」に定めるところによる。 
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第３節 被災建築物・被災宅地応急危険度判定計画 

 

実施担当 税務課、産業建設課（建設班） 

 

第１ 計画方針 

地震により多くの建築物や宅地が被災した場合、その使用の可否を応急的に判定する

ことにより、建築物の倒壊や宅地の崩壊などの２次災害時の住民の安全確保を図るた

め、町が実施し県が支援する応急危険度判定を次の計画により行う。 

 

第２ 実施内容 

１ 応急危険度判定の実施 

多くの建築物や宅地が被災し、町本部を設けた場合、応急危険度判定実施の要否

を判断し、応急危険度判定実施本部の設置、その他必要な措置を講じ、判定を実施

する。県は、町長が危険度判定の実施を決定した場合、必要な支援を行う。 

 

２ 町本部の業務 

（１）建築物や宅地に関する被害情報の収集 

（２）判定実施要否の決定 

（３）実施本部、判定拠点の設置 

（４）判定士の参集要請、派遣要請 

（５）判定士等の受入 

（６）判定の実施 

（７）判定結果の集計、報告 

（８）実施本部、判定拠点の解散等 

 

３ 県支援本部の業務 

（１）地震発生時の情報収集 

（２）支援本部の設置 

（３）支援実施計画の作成 

（４）他府県等への支援要請 

（５）支援の実施 

（６）支援本部の解散 
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第１章 総則 
 

第１ 推進計画の目的 

本計画は、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法（平成 14年

法律第 92号。以下この部において「法」という。）第５条第２項の規定に基づき、南海

トラフ地震防災対策推進地域について、南海トラフ地震に伴い発生する津波からの防

護、円滑な避難の確保及び迅速な救助に関する事項、南海トラフ地震に関し地震防災上

緊急に整備すべき施設等の整備に関する事項等を定め、当該地域における地震防災対策

の推進を図ることを目的とする。 

 

第２ 防災関係機関が地震発生時の災害応急対策として行う事務又は業務の大綱 

本町の地域に係る地震防災に関し、本町の区域内の防災関係機関の処理すべき事務又

は業務の大綱は、「第１部 第４章 第１節 実施責任と処理すべき事務又は業務の大綱」

に定めるところによる。 
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第２章 関係者との連携協力の確保 
 

実施担当 全職員 

 

第１節 資機材、人員等の配備手配 

 

１ 物資等の調達手配 

（１）地震発生後に行う災害応急対策に必要な次の物資、資機材（以下この章におい

て「物資等」という。）が確保できるよう、あらかじめ物資の備蓄・調達計画を

作成しておくものとする。 

 

【災害応急対策に必要な物資、資機材】 

番号 種別 物資名 

1 

職員用 

備蓄食料・飲料水 

2 懐中電灯（又はヘッドライト） 

3 ヘルメット 

4 軍手 

5 防じんマスク 

6 雨合羽 

7 毛布及びマット 

8 

作業用 

一輪車 

9 大型バール 

10 台車 

11 トラロープ 

12 PP ロープ 

13 ブルーシート 

14 土のう（袋） 

15 その他必要な物資、資機材 
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（２）県に対して、地域住民等に対する応急救護及び地震発生後の被災者救護のため

に必要な次の物資等の供給の要請をすることができる。 

 

【被災者救護のため必要な物資等】 

番号 種別 物資名 

1 

応急救護用 

応急仮設テント 

2 担架 

3 災害用仮設トイレ 

4 投光器 

5 緊急電源装置 

6 衛星携帯電話等の通信設備 

7 救急セット 

8 

被災者救護用 

備蓄食料・飲料水（授乳品含む。） 

9 炊き出しセット（食器等含む。） 

10 除菌用品 

11 生理用品（おむつ、女性用品等） 

12 生活用品（洋服、下着等） 

13 介護用品（車いす等） 

14 仮設トイレ 

15 その他必要な物資、資機材 

 

２ 人員の配置 

人員の配備状況を県に報告するとともに、人員に不足が生じる場合は、県等に応援

を要請するものとする。 

 

３ 災害応急対策等に必要な資機材及び人員の配置 

（１）防災関係機関は、地震が発生した場合において、町防災計画に定める災害応急

対策及び施設等の応急復旧対策を実施するため、あらかじめ必要な資機材の点

検、整備、配備等の計画を作成するものとする。 

（２）機関ごとの具体的な措置内容は、機関ごとに別に定める。 
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第２節 他機関に対する応援要請 

 

１ 県、他市町村、指定地方行政機関等への応援要請 

「第３部 第 20章 広域防災体制の計画」に定めるところによる。 

 

２ 自衛隊の派遣要請 

「第３部 第 18章 自衛隊派遣要請等の計画」に定めるところによる。 

 

３ 関係団体等の応援の確保 

災害応急対策の実施のため必要な協力を得ることに関し、締結している応援協定は

次のとおりである。 

必要があるときは、次に掲げる応援協定に基づき、応援を要請するものとする。 

 

【災害時応援協定一覧】 

番号 協定（覚書）名称 締結年月日 締結先 

1 
大規模災害時における災害応急対策業

務に関する協定書 
不明 広川町建設業協会 

2 災害時の医療救護に関する協定書 平成６年 12 月２日 有田医師会 

3 
災害時における広川町と広川組織内郵

便局との相互協力に関する覚書 
平成 12 年４月７日 湯浅郵便局 

4 
災害時における消防用水等の搬送に関

する協定書 
平成 19 年５月 10 日 中紀生コンクリート協同組合 

5 防災関係の協働事業に関する協定 平成 21年 11 月 20 日 ありだ農業協同組合 

6 
災害時等における地域の安心の確保等

に関する協定書 
平成 23 年４月 20 日 

社会福祉法人 和歌山ひまわり

会 

7 
災害時における避難所等施設利用に関

する協定書 
平成 23 年８月１日 たちばな支援学校 

8 
災害発生時における福祉避難所の設置

運営に関する協定書 
平成 24 年３月 16 日 社会福祉法人 きたば会 

9 
災害時における住家の被害認定に関す

る協定書 
平成 27 年１月 30 日 公益社団法人 日本建築家協会 

10 
災害時における住家の被害認定に関す

る協定書 
平成 27 年１月 30 日 

一般社団法人 和歌山県建築士

会 

11 
災害時における住家の被害認定に関す

る協定書 
平成 27 年１月 30 日 

一般社団法人 和歌山県建築士

事務所協会 

12 
広川町災害ボランティアセンターの設

置等に関する協定 
平成 27 年６月 10 日 

社会福祉法人 広川町社会福祉

協議会 

13 
災害発生時における広川町と広川町内

郵便局の協力に関する協定 
平成 27 年８月 18 日 

広川町内郵便局（広川郵便局・

津木郵便局） 

14 
災害時における住家の被害認定に関す

る協定書 
平成 28 年１月 22 日 

一般社団法人 和歌山県不動産

鑑定士協会 

15 
災害時における福祉避難所の協力に関

する協定 
平成 30 年３月 15 日 

株式会社フラット・フィール

ド・オペレーションズ 

16 
災害時における LP ガス等の供給に関

する協定書 
令和元年９月２日 和歌山県 LP ガス協会湯浅支部 
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番号 協定（覚書）名称 締結年月日 締結先 

17 
災害発生時における法律相談業務等に

関する協定書 
令和元年 12月 24 日 和歌山県弁護士会 

18 
災害時における救援物資の供給に関す

る協定書 
令和３年５月 17 日 三協フロンテア株式会社 

19 OSUSOWAKE パートナーシップ覚書 令和３年 12月 21 日 銚子円卓会議 

20 災害に係る情報発信等に関する協定 令和４年１月７日 ヤフー株式会社 

21 
災害時における基幹系電算システムの

相互支援体制に関する協定 
平成 27 年５月７日 かつらぎ町、湯浅町、広川町 

22 
和歌山県広川町と日本郵便株式会社と

の包括的連携に関する協定 
令和３年６月１日 

日本郵便株式会社（津木郵便

局、広川郵便局、湯浅郵便局） 

23 
大規模災害時における一般廃棄物応急

対策業務に関する協定 
平成 25 年４月１日 

一般社団法人 和歌山県清掃連

合会 

24 
災害の発生時における輸送及び荷さば

き業務等の協力に関する協定 
平成 26年 11 月 21 日 

公益社団法人 和歌山県トラッ

ク協会 

25 
広川町電算システムに関する災害時応

援協定 
平成 26 年７月７日 紀陽情報システム株式会社 

 

第３節 帰宅困難者への対応 

 

町放送等により、「むやみに移動を開始しない」という基本原則を周知するほか、民

間事業者との協力による一斉徒歩帰宅の抑制対策を進めるものとする。 

また、各事業者において、帰宅困難者を一定期間施設内にとどめるために必要となる

飲料水、食料、物資等の備蓄を促進するよう啓発するとともに、近隣の避難所等の位置

や避難路等に関する情報の周知に努めるものとする。 

帰宅困難者が大量に発生することが予想される場合は、帰宅困難者に対する一時滞在

施設等の確保対策等の検討を進めるものとする。 
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第３章 津波からの防護、円滑な避難の確保及

び迅速な救助に関する事項 
 

実施担当 全職員 

 

第１節 津波からの防護 

 

津波からの防護施設等の整備については、県の「津波から『逃げ切る！』支援対策プロ

グラム」等に基づき、推進する。 

 

１ 河川、海岸、港湾及び漁港の管理者は、津波被害のおそれのある地域において、水

門等の自動化・遠隔操作化、防潮堤・堤防の補強等必要な施設整備を推進する。 

 

２ 河川、海岸、港湾及び漁港の管理者は、津波発生時の迅速な対応が可能となるよう、

定期的な施設の点検や門扉等閉鎖体制の確立等、施設管理の徹底を行うこととする。

また、門扉等閉鎖手順を定めるに当たっては、閉鎖者の安全管理に配慮し、津波発生

時に十分な避難時間が確保できないと判断された水門・樋門については、大津波警報

及び津波警報が発表された場合、閉鎖作業を行わず速やかに避難することとする。 

 

３ 河川、海岸、港湾及び漁港の管理者は、地震が発生した場合は直ちに、水門及び閘

門の閉鎖、工事中の場合は工事の中断等の措置を講ずるものとする。また、内水排除

施設等は、施設の管理上必要な操作を行うための非常用発電装置の整備、点検その他

所要の被災防止措置を講じておくものとする。 

 

４ 町及び県は、津波により孤立が懸念される地域の港湾、漁港等の整備を行うことと

し、特に孤立が懸念される地域においては、臨時ヘリポートの確保等に努める。 

 

５ 町及び県は、津波警報等の住民等への迅速な伝達を行うため、防災行政無線の整備

等を行う。 
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第２節 津波に関する情報の伝達等 

 

津波に関する情報の伝達等に係る基本的事項は、「第５部 第３章 第２節 情報計画」に

定めるところによる。なお、情報の伝達等に当たっては、次の事項にも配慮する。 

 

１ 津波に関する情報が、地域住民等及び防災関係機関に対し、正確かつ広範に伝達さ

れること 

２ 船舶に対する津波警報等の伝達 

３ 船舶、漁船等の固定、港外退避等の措置 

４ 管轄区域内の被害状況の迅速・確実な把握 

５ 通常使用している情報伝達網が地震動等の影響により寸断される可能性があること 

 

第３節 避難指示の発令基準 

 

地域住民に対する避難指示の発令基準は、次のとおりとする。 

 

１ 津波避難対象地域 

（１）強い地震（震度４程度以上）又は長時間のゆっくりとした揺れを感じて避難を

必要と認めるとき 

（２）津波警報を覚知したとき（東海・東南海・南海３連動地震による浸水想定区

域） 

 

２ 津波避難対象地域外 

大津波警報を覚知したとき（南海トラフ巨大地震による浸水想定区域） 
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第４節 避難対策等 

 

１ 避難対策 

地震発生時において津波による避難指示の対象となる地域は、次のとおりとする。 

 

津波避難 

対象区域 

広地区 

湊浜町、西浜町、湊中町、西中町、天皇区、中之町、本町、田

町、北昭和、中昭和、南昭和、みどり区、東之町、西之町、南之

町、北之町、熊之町、学園町、旭町 

南広地区 
唐尾、西広、池ノ上、山本、南金屋、殿、東中、名島、柳瀬、井

関 

津波避難 

対象区域外 

南広地区 上中野、河瀬 

津木地区 前田、猿川、寺杣、滝原、岩淵、落合、中村、猪谷 

 

なお、レベル２（千年に１回程度の発生確率で甚大な被害をもたらすおそれがある

最大級の津波）の津波にも対応できる避難場所となる津波避難ビル等を適切に指定す

るほか、別に定める基準に基づき耐震診断等を行い、原則として避難行動要支援者の

避難支援のために必要に応じて行う屋内避難に使用する建物を明示する。 

また、地震発生時の建築物の倒壊や火災被害等の物的被害、それらに伴う人的被害

の発生が懸念される木造住宅密集市街地において避難場所等を検討する場合は、必要

に応じて延焼被害軽減対策等に取り組むほか、救助法の適用となる避難対策につい

て、適切な対応を行う。 

 

２ 周知 

１に掲げる地区ごとに、次の事項について、津波ハザードマップ等を配布するなど

して、関係地域住民等にあらかじめ十分周知を図る。 

（１）地域の範囲 

（２）想定される危険の範囲 

（３）避難場所（屋内、屋外の種別） 

（４）避難場所に至る経路 

（５）避難指示の伝達方法 

（６）避難所にある設備、物資等及び避難所において行われる救護の措置等 

（７）その他避難に関する注意事項（集団避難、防火、防犯、持ち出し品、服装、車

の使用の禁止等） 

 

３ 避難所の開設準備 

避難所の開設時における応急危険度判定を優先的に行う体制、各避難所との連絡体

制、避難者リストの作成等に関してあらかじめ準備する事項は、次のとおりである。 

（１）和歌山県地震被災建築物応急危険度判定士認定講習の定期的な職員の受講 
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（２）和歌山県住家被害認定士養成研修への定期的な職員の受講 

（３）被災建築物応急危険度判定及び住家被害認定に必要な物資等の準備 

（４）避難所における避難所運営マニュアルの作成及び住民主体の避難所開設訓練の

実施 

（５）避難行動要支援者名簿等、事前配布可能な情報の関係機関等との共有 

（６）主要避難施設への衛星携帯電話や簡易無線等の通信設備の整備 

（７）主要避難施設へのパソコン、プリンター等のリスト作成に係る設備の整備 

 

４ 避難所の資機材等の調達、確保 

避難所を開設した場合、当該避難所に必要な設備及び資機材の配備、食料等生活必

需品の調達、確保並びに職員の派遣が行えるよう、あらかじめ計画を作成しておく。 

 

５ 自主防災組織等 

地域の自主防災組織及び施設又は事業所の自衛消防組織は、避難指示があったとき

は、あらかじめ定めた避難計画及び町本部の指示に従い、地域住民及び従業員等の避

難誘導のために必要な措置をとる。 

 

６ 居住者等 

避難対象地域の居住者等は、避難場所、避難経路、避難方法及び家族との連絡方法

等を平時から確認しておき、津波が襲来した場合に備える。 

 

７ 避難行動要支援者への留意点 

他人の介護等を要する者に対しては、支援を行う者の避難に要する時間に配慮しつ

つ、次の点に留意する。 

（１）『広川町災害時要援護者避難支援計画』を基本とし、あらかじめ避難行動要支

援者名簿を作成し、必要に応じて関係者と情報共有する。 

（２）津波の発生のおそれにより、町長が避難の指示が行ったときは、自主防災組織

等を通じて、避難行動要支援者の避難場所までの介護及び担送に必要な資機材

（車いす、ヘルメット、ライフジャケット等）の避難支援等関係への提供その他

の援助を行う。 

（３）地震が発生した場合、避難行動要支援者を収容する施設のうち町が管理するも

の（協定を締結した福祉避難施設を含む。）について、収容者等に対し必要な救

護を行う。 

 

８ 外国人、観光客、出張者等対策 

あらかじめ関係事業者と協議して、外国人、観光客、出張者等に対する避難誘導等

の対応について定め、日本語が不慣れな外国人や地理に不案内な観光客、出張者等の
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避難誘導を行う。 

（１）避難は、各地区の消防団及び自主防災組織等との連携を図りながら実施する。 

（２）避難誘導は、町職員、消防職員、消防団員、警察官及び自主防災組織等が実施

するが、誘導に当たっては、避難路の安全を確認しつつ行う。 

（３）避難誘導・避難支援等を行う者が、安全に活動できるよう配慮する。 

 

９ 指定避難所における救護上の留意事項 

指定避難所、津波避難場所での救護に当たっては、次の点に留意する。 

（１）町が指定避難所、津波避難場所において避難者に対し実施する救護の内容は次

のとおりとする。 

① 収容施設への収容 

② 飲料水、主要食料及び毛布の供給 

③ その他必要な措置 

（２）町は、（１）に掲げる救護に必要な物資、資機材の調達及び確保を図るため、

次の措置をとる。 

① 流通在庫の引き渡し等の要請 

② 県及び他の市町村が備蓄している物資等の県に対する供給要請 

③ その他必要な措置 

 

10 意識啓発 

居住者等が津波襲来時に的確な避難を行うことができるよう、津波避難に関する意

識啓発のために、ハザードマップの作成・見直しとその周知、ワークショップの開催

等の対策を実施する。 

 

11 津波避難計画の策定 

町の地域特性等を踏まえ、津波による浸水想定区域の設定、避難対象地域の指定、

避難場所・避難路等の指定、津波情報の収集・伝達の方法、避難指示の具体的な発令

基準、避難訓練の内容等を記載した津波避難計画を策定するものとする。 
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第５節 消防機関等の活動 

 

１ 消防機関は、津波からの円滑な避難の確保等のために、次の事項を重点として必要

な措置を講ずるものとする。 

（１）津波警報等の情報の的確な収集・伝達 

（２）津波からの避難誘導 

（３）自主防災組織等の津波避難計画作成等に対する支援 

（４）津波到達予想時間等を考慮した退避ルールの確立 

（５）救助・救援等 

（６）緊急消防援助隊等応援部隊の進出・活動拠点の確保 

 

２ 町は、水防管理団体として、次のような措置をとる。 

（１）所管区域内の監視、警戒及び水防施設の管理者への連絡通知 

（２）水門、閘門及び防潮扉の操作又は操作の準備並びに人員の配置 

（３）水防資機材の点検、整備、配備 
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第６節 水道、通信、電気、放送関係 

 

１ 水道 

水道事業の管理者は、地域住民等の津波からの円滑な避難を確保するため、水道管

の破損等による二次災害を軽減させるための措置を実施する。 

 

２ 通信 

電気通信事業者は、津波警報等の情報を確実に伝達するために必要な通信を確保す

るため、電源の確保等の対策を実施する。 

 

３ 電気 

電力事業者は、津波から円滑な避難を確保するため、津波警報等の伝達や避難時の

照明の確保等に必要な電源供給のための体制確保等の措置を講ずるとともに、火災等

の二次災害防止に必要な利用者によるブレーカーの開放等の措置に関する広報を実施

する。また、災害応急活動の拠点等に対して電力を優先的に供給するために必要な措

置を実施する。 

 

４ 放送 

（１）放送事業者は、放送が居住者、観光客等への情報の正確かつ迅速な伝達のため

不可欠であることから、地震発生時には津波に対する注意喚起に努めるととも

に、津波警報等の正確かつ迅速な報道に努める。 

（２）放送事業者は、町、県、防災関係機関と協力して、被害に関する情報、交通に

関する情報、避難場所に関する情報、津波に関する情報等、住民の円滑な避難に

必要な情報提供に努める。 
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第７節 交通対策 

 

１ 道路 

県警察及び道路管理者等は、津波により危険度が高いと予想される区間及び避難経

路としての使用が予定されている区間についての交通規制の内容を定めるとともに、

事前の周知措置を講ずる。その計画については、「第３部 第 17章 第２節 道路交通

の応急対策計画」に定めるところによる。 

 

２ 海上 

和歌山海上保安部は、海上交通の安全を確保するための必要に応じた海域監視体制

の強化や船舶交通の制限及び津波による危険が予想される地域から安全な海域へ船舶

を退避させるなどの措置を講ずることとし、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航路障害物が認められる場合は、応急的な除

去作業を行うよう努める。その計画については、「第３部 第 17章 第３節 船舶交通

の応急対策計画」に定めるところによる。 

また、港湾管理者は、津波襲来のおそれがある場合、港湾利用者を避難させるなど

の安全確保対策を講ずる。 

 

３ 鉄道 

鉄道事業者は、走行路線に津波の発生により危険度が高いと予想される区間がある

場合等における運行の停止その他運行上の措置を講ずる。 

 

４ 乗客等の避難誘導 

一般旅客運送に関する事業者は、列車、自動車、船舶等の乗客や、駅、港湾のター

ミナルに滞在する者の避難誘導計画等を定めることとする。 

 



第６部 南海トラフ地震防災対策推進計画 

第３章 津波からの防護、円滑な避難の確保及び迅速な救助に関する事項 

 

 

 
344 

 

  

第８節 町が自ら管理等を行う施設等に関する対策 

 

１ 不特定かつ多数の者が出入りする施設 

町が管理する庁舎、会館、社会教育施設、社会体育施設、社会福祉施設、図書館、

学校等の管理上の措置は、おおむね次のとおりである。 

（１）各施設に共通する事項 

① 津波警報等の施設利用者等への伝達 

② 施設利用者等の安全確保のための退避等の措置 

③ 施設の防災点検及び設備、備品等の転倒、落下防止措置 

④ 出火防止措置 

⑤ 水、食料等の備蓄 

⑥ 消防用設備の点検、整備 

⑦ 非常用発電装置の整備、防災行政無線、戸別受信機、テレビ、ラジオ、コンピ

ューターなど情報を入手するための機器の整備 

⑧ ブロック塀の転倒防止対策 

（２）個別事項 

① 学校等にあっては、次の措置を講ずる。 

ア 当該学校等が、町の定める津波避難対象地域にあるときは、避難の安全に

関する措置 

イ 当該学校等に保護を必要とする生徒等がいる場合（特別支援学校等）は、

これらの者に対する保護の措置 

② 社会福祉施設にあっては、重度障害者、高齢者等、移動することが不可能又は

困難な者の安全の確保のための必要な措置を講ずる。 

なお、具体的な措置内容は施設ごとに別に定める。 

 

２ 災害応急対策の実施上重要な建物に対する措置 

（１）町本部又はその支部が設置される庁舎等の管理者は、１の（１）に掲げる措置

をとるほか、次に掲げる措置をとるものとする。 

また、町本部等を町が管理する施設以外の施設に設置する場合は、その施設の

管理者に対し、同様の措置をとるよう協力を要請するものとする。 

① 自家発電装置、可搬式発電機等の整備による非常用電源の確保 

② 無線通信機等通信手段の確保 

③ 町本部開設に必要な資機材及び緊急車両等の確保 

（２）避難所又は応急救護所が設置される学校、社会教育施設等の管理者は、１の

（１）又は（２）に掲げる措置をとるとともに、町が行う避難所又は応急教護所

の開設に必要な資機材の搬入、配備に協力するものとする。 
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３ 工事中の建築物等に対する措置 

工事中の建築物その他の工作物又は施設については、工事を中断するものとする。 

なお、特別の事情により津波被害の防止対策を行う場合には、作業員の安全確保の

ため、津波からの避難に要する時間に配慮する。 
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第９節 迅速な救助 

 

１ 消防機関等による被災者の救助・救急活動の実施体制 

消防団車庫等の耐震化等、救助・救急隊の体制の整備及び車両・資機材の確保に努

めるものとする。 

（１）災害の種類に適応した消防部隊（湯浅広川消防組合及び消防団）を災害規模に

応じ、必要数を出動させ、消防部隊の合理的な運用を図る。 

（２）被災者の救出体制は、湯浅広川消防組合などによる救助隊の編成を要請し、連

携して救出・救助に当たる。 

（３）要救出者が多数ある場合には、湯浅警察署に対し警察官の出動を要請し、連携

して救出・救助に当たる。 

（４）救助資機材等を備蓄し、消防団、自主防災組織、区、ボランティア等に配布・

貸与し、初動時における円滑な救助・救出を図る。 

 

２ 緊急消防援助隊の人命救助活動等の支援体制の整備 

緊急消防援助隊の運用に関する要綱に定める受援計画等による緊急消防援助隊の人

命救助活動等の支援体制の整備を、次のとおり行うものとする。 

（１）地理情報（地図等）の準備 

（２）野営場所及び車両保管場所の準備 

（３）現地給油のための燃料の確保 

（４）消防応援活動調整本部等が本町に設置される場合は、設置場所及び必要な人員

の確保、資機材等の準備 

（５）消防応援活動調整本部等と消防部隊との連絡手段の確保 

 

３ 実動部隊の救助活動における連携の推進 

自衛隊、海上保安部、県警察、消防等実働部隊による迅速な救助のため、被災地へ

の経路及び活動拠点の確保の確保を含む救助活動における連携の推進を図るものとす

る。 

 

４ 消防団の充実 

消防団に関して、加入促進による人員の確保、車両・資機材の充実、教育・訓練の

充実を図る。 

（１）町広報紙等を通じ地域及び事業所等へ消防団活動の PRを実施 

（２）幅広い地域との交流活動を通じて青年層の消防団活動への積極的な参加を働き

かけ 

（３）湯浅広川消防組合との連絡体制の整備・強化 



第６部 南海トラフ地震防災対策推進計画 

第３章 津波からの防護、円滑な避難の確保及び迅速な救助に関する事項 

 

 

 
347 

 

  

（４）施設・装備・活動資機材の充実・強化 

（５）訓練の実施 
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第４章 時間差発生等における円滑な避難の確

保等 
 

実施担当 全職員 

 

第１節 南海トラフ地震臨時情報（調査中）が発表された場合にお

ける災害応急対策に係る措置 

 

１ 南海トラフ地震臨時情報（調査中）の伝達、防災体制 

南海トラフ地震臨時情報（調査中）が発表された場合の情報伝達は、「第５部 第

３章 第２節 情報計画」に定めるところによる。また、防災体制については、「第５

部 第３章 第１節 防災組織計画」に定めるところによる。 
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第２節 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）が発表された場

合における災害応急対策に係る措置 

 

１ 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等の伝達、町本部等の設置 

南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表された場合の情報の収集・伝達

に係る関係者の役割分担や連絡体制は、「第５部 第３章 第２節 情報計画」に定め

るところによる。また、町本部等の設置運営方法その他の事項については、「第５部 

第３章 第１節 防災組織計画」に定めるところによる。 

 

２ 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表された後の周知 

南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）の内容、交通に関する情報、ライフライ

ンに関する情報、生活関連情報など住民に密接に関係のある事項について周知すると

ともに、地域住民等に対し、日頃からの地震の備えを再確認するなど、防災対応の必

要性を周知する。体制及び周知方法については、「第３部 第２章 第４節 災害広報

計画」に定めるところによる。 

 

３ 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表された後の災害応急対策の実施

状況等に関する情報の収集・伝達 

災害応急対策の実施状況その他南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表

された後の諸般の状況を具体的に把握するための情報収集は、「第３部 第２章 第２

節 被害情報等収集計画」に定めるところによる。町本部等からの指示事項等の伝達

は、「第５部 第３章 第１節 防災組織計画」に定めるところによる。 

 

４ 災害応急対策をとるべき期間 

南海トラフ沿いの想定震源域内のプレート境界における M8.0 以上の地震の発生か

ら１週間、後発地震（南海トラフの想定震源域及びその周辺で速報的に解析された

M6.8程度以上の地震が発生し、又はプレート境界面で通常とは異なるゆっくりすべり

等を観測した後に発生する可能性が平常時に比べて相対的に高まったと評価された南

海トラフ地震。以下同じ。）に対して警戒する措置をとる。また、当該期間経過後の

１週間、後発地震に対して注意する措置をとる。 

 

５ 避難対策 

（１）地域住民等の避難行動 

南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表された場合において、地域

住民等に対し、日頃からの地震への備えを再確認するなど、防災対応をとる旨を

呼びかける。また、建物の耐震性が不足する住居に居住している者や自力での避

難が困難な者等、南海トラフ地震に対して不安のある者等に対して、事前避難の
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検討を促すよう努める。 

（２）避難所の運営 

避難所の開設や収容保護等については、「第３部 第５章 第３節 避難計画」に

定めるところによる。 

 

６ 消防機関等の活動 

（１）南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）が発表された場合、消防機関及び消

防団が、出火及び混乱の防止、津波からの円滑な避難の確保等のために講ずる措

置について、津波警報等の情報の的確な収集・伝達、地域住民等の避難誘導、避

難路の確保を重点として、対策を定める。 

（２）町は、水防管理団体として、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発

表された場合に次のような措置をとる。 

① 所管区域内の監視、警戒及び水防施設の管理者への連絡通知 

② 水門、閘門及び防潮扉の操作又は操作の準備並びに人員の配置 

③ 水防資機材の点検、整備、配備 

 

７ 警備対策 

県警察等は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表された場合におい

て、犯罪及び混乱の防止等に関して、次の事項を重点として措置をとる。 

（１）正確な情報の収集及び伝達 

（２）不法事案等の予防及び取締り 

（３）地域防犯団体、警備業者等の行う民間防犯活動に対する指導 

 

８ 水道、通信、電気、放送関係 

（１）水道 

水道事業の管理者等は、必要な飲料水を供給する体制を確保する。 

（２）通信 

電気通信事業者は、災害時の通信を確保するための措置を講ずる。 

（３）電気 

電力事業者は、必要な電力を供給する体制を確保する。 

（４）放送 

① 放送事業者は、放送が居住者、観光客等への情報の正確かつ迅速な伝達のため

不可欠であることから、正確かつ迅速な報道に努める。 

② 放送事業者は、町、県、防災関係機関と協力して、被害に関する情報、交通に

関する情報、避難場所に関する情報、津波に関する情報等、住民の円滑な避難に

必要な情報提供に努める。 
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９ 交通 

（１）道路 

① 県警察は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表された場合の運

転者のとるべき行動の要領について定め、地域住民等に周知する。 

② 町は、道路管理者等と調整の上、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等

が発表された場合の交通対策等の情報についてあらかじめ情報提供する。 

（２）海上 

① 和歌山海上保安部及び港湾管理者は、在港船舶の避難対策について、津波に対

する安全性に留意し、地域別に行う。 

② 港湾管理者は、津波による危険が予想される地域に係る港湾の対策について、

津波に対する安全性に留意し行う。 

（３）鉄道 

鉄道事業者は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表された場

合、安全性に留意しつつ運行するために必要な対応を行うものとし、津波により

浸水するおそれのある地域については、津波への対応に必要な体制をとる。 

また、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表される前の段階か

ら、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表された場合の運行規制等

の情報についてあらかじめ情報提供を行う。 

 

10 町が管理又は運営する道路、河川その他の施設等に関する対策 

（１）不特定かつ多数の者が出入りする施設 

町が管理する庁舎、会館、社会教育施設、社会体育施設、社会福祉施設、図書

館、学校等の管理上の措置は、おおむね次のとおりである。 

① 各施設に共通する事項 

「第６部 第３章 第８節 町が自ら管理等を行う施設等に関する対策」に定め

るところによる。 

② 個別の事項 

ア 学校等にあっては、児童生徒等に対する保護の方法 

イ 社会福祉施設にあっては、入所者等の保護等の方法 

（２）道路、河川、海岸等 

① 橋梁、トンネル及び法面等に関する道路管理上の措置 

② 河川、海岸、港湾施設及び漁港施設について、水門及び閘門の閉鎖手順の確認

又は閉鎖等津波の発生に備えて講ずるべき措置 

（３）工事中の建築物等に対する措置 

施設管理者は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表された場合

における工事中の建築物その他の工作物又は施設について、安全確保上実施すべ

き措置を講ずる。 
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11 滞留旅客等に対する措置 

南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表された場合における滞留旅客等

の保護等のため、避難所の設置や帰宅支援等必要な対策を定める。 
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第３節 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）に対する災害応

急対策 

 

１ 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）等の伝達、防災体制 

南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）が発表された場合の情報の収集・伝達に

係る関係者の役割分担や連絡体制は、「第５部 第３章 第２節 情報計画」に定める

ところによる。また、防災体制については、「第５部 第３章 第１節 防災組織計画」

に定めるところによる。 

 

２ 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）等が発表された後の周知 

南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）の内容、交通に関する情報、ライフライ

ンに関する情報、生活関連情報など住民に密接に関係のある事項について周知すると

ともに、地域住民等に対し、日頃からの地震の備えを再確認するなど、防災対応の必

要性を周知する。体制及び周知方法については、「第３部 第２章 第４節 災害広報

計画」に定めるところによる。 

 

３ 災害応急対策をとるべき期間 

南海トラフ沿いの想定震源域内のプレート境界において M7.0 以上 M8.0 未満又はプ

レート境界以外や想定震源域の海溝軸外側 50km 程度までの範囲で M7.0 以上の地震

（ただし、太平洋プレートの沈み込みに伴う震源が深い地震は除く。）が発生するケ

ースの場合は１週間、南海トラフ沿いの想定震源域内のプレート境界面で通常と異な

るゆっくりすべりが観測されたケースの場合はプレート境界面で通常と異なるゆっく

りすべりの変化が収まってから、変化していた期間とおおむね同程度の期間が経過す

るまでの期間、後発地震に対して注意する措置をとる。 

 

４ 町のとるべき措置 

（１）住民への周知 

① 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）の内容、交通に関する情報、ライフ

ラインに関する情報、生活関連情報など住民に密接に関係のある事項について周

知する。 

② 地域住民等に対し、日頃からの地震の備えを再確認するなど、防災対応の必要

性を周知する。 

（２）町が管理等を行う施設等に関する対策 

町が管理する施設・設備等の点検等、日頃からの地震への備えを再確認する。 
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第５章 地震防災上緊急に整備すべき施設等の

整備計画 
 

実施担当 全職員 

 

１ 建築物、構造物等の耐震化・不燃化・耐浪化 

現在、町の公共施設等の耐震化状況は、社会福祉施設が 66.7%、幼稚園・小学校・

中学校が 100%、庁舎が 66.6%、公民館が 92.3%、公営住宅が 55.6%、その他施設が

100％となっており、対象となるすべての施設の 82.1%が耐震化されている状況である

が、今後、耐震化率 100%を目標とし、耐震化事業を推進する。 

また、火災の延焼を防止し、最小限の被害にとどめるために、一般建築物の不燃化

を推進する。 

さらに、本町が関与、利用する有田周辺広域圏事務組合管理運営公共施設（特別養

護老人施設潮光園等）においても同様に耐震化機能、浸水対策（浸水予想区域内施設

の移転等）を図ることは特に緊急性を要するため、速やかに整備するよう検討する。 

 

２ 避難場所、避難経路の整備 

レベル２の津波にも対応できる避難場所、避難経路について、津波浸水予測図や津

波到達予測時間、現状の津波避難対策等から、整備の必要がある箇所を調査し、津波

避難ビルの指定、津波避難タワー等の避難施設の整備や津波避難路・避難経路の整備

充実を行う。 

 

３ 土砂災害防止施設 

急傾斜地等においては地震により土砂災害の発生が懸念されることから、被害を最

小限に食い止められるよう、災害防止事業を推進する。 

（１）要配慮者が利用する施設、避難場所等の公共施設に係る土砂災害警戒区域、土

石流危険渓流、山地災害危険地区、地すべり危険箇所等において、重点的・計画

的な事業の推進を県に要請する。 

（２）崩壊するおそれのある急傾斜地は、特に被害想定区域内に学校等公共施設及び

要配慮者の関連施設等を含む箇所から重点的に保全する。 

 

４ 津波防護施設の整備 

津波からの避難を補助するため、海岸施設の開口部への水門・陸閘門等の設置、ま

た、長期的な対策として、防潮堤、防波堤及び堤防等の津波防護施設の整備を推進す

る。 
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（１）海岸線の水門・陸閘門等の遠隔化及び整備、海岸保全施設の整備、漁港の防波

堤等の補強整備、多重防護、施設配置の工夫等を県に要請する。 

（２）越流した水が長時間後背地に湛水し、被害が拡大するのを防ぐため、後背地の

内水対策を検討する。 

 

５ 避難誘導及び救助活動のための拠点施設その他の消防用施設の整備等 

安全で災害に強いまちづくりを推進するため、今後も各地区において津波避難の拠

点となる施設整備をしていく計画を策定する。 

また、耐震性貯水槽の整備等による飲料水の確保や消防水利の整備を推進するな

ど、消防用施設及び消防用資機材の整備について、現在の施設及び資機材の状況を考

慮し、整備又は更新を行う。 

 

６ 緊急輸送を確保するために必要な道路の整備 

災害発生時における物資輸送及び避難道路としても重要な役割を果たす国道 42 号

線や高速道路等の主要幹線道路の整備を推進する。 

 

７ 通信施設の整備 

町は、平成 26年度に同報系無線のデジタル化を実施し、J-ALERTの自動起動化が実

現しているが、消防団無線はアナログのままであるため、消防無線のデジタル化を推

進する。 
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第６章 防災訓練計画 
 

実施担当 全職員 

 

１ 防災訓練の実施 

防災関係機関と連携し、南海トラフ地震防災対策推進計画の熟知、関係機関及び地

域住民等との協調体制の強化を目的として、推進地域に係る南海トラフ地震を想定し

た防災訓練を実施する。 

（１）防災訓練は、11 月５日の津波防災の日に沿岸地域児童生徒合同津波避難訓練を

実施するなど、少なくとも年１回以上実施するよう努める。 

（２）防災訓練は、地震発生から津波来襲までの円滑な津波避難のための災害応急対

策を中心とし、津波警報等が発表された場合の情報伝達に係る防災訓練も実施す

るよう努める。 

 

２ 助言と指導 

自主防災組織等の参加を得て訓練を行う場合には、県に対し、必要に応じて助言と

指導を求める。 

 

３ 実践的な訓練 

県、防災関係機関、自主防災組織等と連携して、次のようなより具体的かつ実践的

な訓練を行う。 

（１）要員参集訓練及び本部運営訓練 

（２）要配慮者、滞留旅客等に対する避難誘導訓練 

（３）津波警報等の情報収集、伝達訓練 

（４）災害の発生の状況、避難指示、自主避難による各避難場所等への避難者の人数

等について、迅速かつ的確に県及び防災関係機関に伝達する訓練 
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第７章 地震防災上必要な教育及び広報に関す

る計画 
 

実施担当 全職員 

 

町は、防災関係機関、地域の自主防災組織、事業所等の自衛消防組織等と協力して、地

震防災上必要な教育及び広報を推進するものとする。 

 

１ 職員に対する教育 

地震災害応急対策業務に従事する職員を中心に、地震が発生した場合における地震

災害応急対策の円滑な実施を図るため、必要な防災教育を各課、各機関で行う。職員

に対する防災教育の内容は次のとおりとする。 

（１）南海トラフ地震臨時情報（調査中）、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警

戒）、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）の内容及びこれに基づきとられ

る措置の内容 

（２）南海トラフ地震に伴い発生すると予想される地震動及び津波に関する知識 

（３）地震及び津波に関する一般的な知識 

（４）南海トラフ地震臨時情報（調査中）、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警

戒）、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）等が出された場合及び南海トラ

フ地震が発生した場合に具体的にとるべき行動に関する知識 

（５）南海トラフ地震臨時情報（調査中）、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警

戒）、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）等が出された場合及び南海トラ

フ地震が発生した場合に職員等が果たすべき役割 

（６）南海トラフ地震防災対策として現在講じられている対策に関する知識 

（７）南海トラフ地震対策として今後取り組む必要のある課題 

 

２ 地域住民等に対する教育・広報 

関係機関と協力して、ハザードマップの作成・見直し・周知、ワークショップの開

催、防災訓練等の機会を通じて、津波からの避難に関する意識の啓発など、地域住民

等に対する教育・広報を実施する。 

地域住民等に対する防災教育・広報の内容は、次のとおりとし、地域の実態に応じ

て地域単位、職場単位等で行う。 

なお、その教育・広報の方法として、印刷物、ビデオ等の映像、各種集会の実施な

ど地域の実情に合わせたより具体的な手法により、自助努力を促し地域防災力の向上

を図ることにも留意しながら、実践的な教育を行うものとする。 
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（１）南海トラフ地震臨時情報（調査中）、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警

戒）、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）の内容及びこれに基づきとられ

る措置の内容 

（２）南海トラフ地震に伴い発生すると予想される地震動及び津波に関する知識 

（３）地震・津波に関する一般的な知識 

（４）南海トラフ地震臨時情報（調査中）、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警

戒）、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）等が出された場合及び南海トラ

フ地震が発生した場合における出火防止対策、近隣の人々と協力して行う救助活

動・避難行動、初期消火及び自動車運転の自粛等、防災上とるべき行動に関する

知識 

（５）正確な情報入手の方法 

（６）防災関係機関が講ずる災害応急対策等の内容 

（７）各地域における避難対象地域、急傾斜地崩壊危険箇所等に関する知識 

（８）各地域における避難場所及び避難経路に関する知識 

（９）避難生活に関する知識 

（10）地域住民等自らが実施し得る、最低でも３日間、可能な限り１週間分程度の生

活必需品の備蓄、家具の固定、出火防止等の平常時からの対策及び災害発生時に

おける応急措置の内容や実施方法 

（11）住宅の耐震診断と必要な耐震改修の内容 

 

３ 相談窓口の設置 

県及び町は、地震対策の実施上の相談を受けるため必要な窓口を設置するととも

に、その周知徹底を図る。 

 

４ 観光客等への広報 

現地の地理に不案内な観光客等に対して、パンフレットやチラシを配布したり避難

誘導看板を設置したりするなどして、避難対象地域や避難場所、避難経路等について

の広報を行うよう努める。 
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第１章 防火・防災に係る施設及び設備 

第１節 消防水利 

 

令和３年４月１日現在 

地区 合計 消火栓 防火水槽 防火タンク 井戸 その他 

広 
広西 48 41 7    

広東 33 25 5  3  

南広 

唐尾 12 11 1    

西広 22 18 4    

池ノ上 9 7 2    

山本 19 18 1    

上中野 18 16 2    

南金屋 11 10 1    

殿 7 6 1    

東中 9 8 1    

名島 10 10     

柳瀬 5 4 1    

井関 13 11 2    

河瀬 3 3     

津木 

前田 15 14 1    

猿川 4 4     

寺杣 9 8 1    

滝原 3     3 

岩淵 0      

落合 13 11  2   

中村 19 16 1 2   

猪谷 5 3 1 1   

合計 287 244 32 5 3 3 
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第２節 消防団設備 

 

第１ 消防車庫 

令和３年４月１日現在 

管理分団 名称 住所 

第 １ 分 団 広東消防車庫 広川町広 627-1 

第 １ 分 団 広西消防車庫 広川町広 1471 番地 

第 ２ 分 団 上中野・南金屋消防車庫 広川町上中野 1156-4 

第 ２ 分 団 名島・柳瀬消防車庫 広川町名島 269-1 

第 ２ 分 団 殿・東中消防車庫 広川町殿 269-4 

第 ２ 分 団 西広消防車庫 広川町西広 1081-1 

第 ２ 分 団 唐尾消防車庫 広川町唐尾 1024-1 

第 ２ 分 団 山本・池ノ上消防車庫 広川町山本 1224-1 

第 ２ 分 団 井関・河瀬消防車庫 広川町井関 205 番地付近 

第 ３ 分 団 前田・猿川消防車庫 広川町前田 540-1 

第 ３ 分 団 寺杣・滝原消防車庫 広川町下津木 768-8 

第 ３ 分 団 岩淵消防車庫 広川町下津木 1983-3 

第 ３ 分 団 落合消防車庫 広川町上津木 76 番地先 

第 ３ 分 団 中村・猪谷消防車庫 広川町上津木 751 番地 

 

第２ 消防団装備状況 

令和３年４月１日現在 

配属課名 用途区分 人
員 

情報伝達装備 救助活動用資機材 

発
電
機 

投
光
器 

車
載
無
線 

デ
ジ
タ
ル
無
線 

ト
ラ
ン
シ
ー
バ
ー 

油
圧
切
断
機 

エ
ン
ジ
ン
カ
ッ
タ
ー 

チ
ェ
ー
ン
ソ
ー 

保
護
衣 

混
合
油
容
器 

油
圧
ジ
ャ
ッ
キ 

可
搬
ウ
イ
ン
チ 

第１分団（広西） 積載車 39 ○ 4 2 ○ ○ ○ ○ ○   ○ ○ 

第１分団（広西） ポンプ車  ○  2        ○ ○ 

第１分団（広東） 積載車  ○ 3 2        ○ ○ 

第２分団（唐尾） 積載車 10 ○ 1 2   ○ ○ ○   ○ ○ 

第２分団（西広） 積載車 10 ○  2        ○ ○ 

第２分団（山本） 積載車 9 ○ 1 2        ○ ○ 

第２分団（上中野） ポンプ車 13 ○ 1 2        ○ ○ 

第２分団（殿） 積載車 7 ○ 1 2        ○ ○ 

第２分団（名島） 積載車 7 ○ 1 2        ○ ○ 

第２分団（井関） 積載車 9 ○  2 ○ ○ ○   ○ ○ ○ ○ 

第３分団（前田） 積載車 10 ○ 2 2 ○ ○   ○   ○ ○ 

第３分団（寺杣） 積載車 8 ○ 1 2   ○ ○ ○   ○ ○ 

第３分団（岩淵） 積載車 8 ○ 2 2   ○ ○ ○   ○ ○ 

第３分団（落合） 積載車 5 ○ 1 2        ○ ○ 

第３分団（中村） 積載車 7 ○ 2 2   ○ ○ ○   ○ ○ 

指令車 指令車  ○ 4 2        ○ ○ 

合計 142 16 24 32 3 3 6 5 6 1 1 16 16 
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第２章 災害救助法による救助の基準 

第１節 災害救助基準 

 

【災害救助法による救助の程度・方法及び期間（令和２年４月現在）】 

救助の種類 対象 費用の限度額 期間 備考 

避難所の設置 災害により現に

被害を受け、又

は受けるおそれ

のある者 

（基本額） 

避難所設置費 

１人 １日当たり 

330 円以内 

（加算額） 

冬季別に定める額を加算 

 

高齢者等の要配慮者等を収

容する「福祉避難所」を設

置した場合、当該地域にお

ける通常の実費を支出で

き、上記を超える額を加算

できる。 

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

職員等雇上費、消耗器材

費、建物等の使用謝金、借

上費又は購入費、光熱水費

並びに仮設便所等の設置費

を含む。 

２ 避難に当たっての輸送費

は別途計上 

応急仮設住宅

の供与 

住家が全壊、全

焼又は流失し、

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 

１ 規格：１戸当たり平均

29.7 ㎡（９坪）を基準と

する。 

２  限度額：１戸当たり

5,714,000 円以内 

３ 同一敷地内等におおむ

ね 50 戸以上設置した場合

は、集会等に利用するた

めの施設を設置できる。

（規模、費用は別に定め

るところによる） 

災害発生の日

から 20 日以内

着工 

１  平均１戸当たり 29.7

㎡、5,714,000 円以内であ

ればよい。 

２ 高齢者等の要援護者等を

数人以上収容する「福祉仮

設住宅」を設置できる。 

３ 供与期間 最長２年以内 

４ 民間賃貸住宅の借り上げ

による設置も対象（その場

合、限度額は地域における

通常の実費） 

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 

１人１日当たり 

1,160 円以内 

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 

当該地域における通常の実

費 

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 、 又 は 毀 損

し、直ちに日常

生活を営むこと

が困難な者 

１ 下記金額の範囲内 

２ 夏季（４月～９月）冬

季（10 月～３月）の季別

は災害発生の日をもって

決定する。 

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 

区分 １人世帯 ２人世帯 ３人世帯 ４人世帯 ５人世帯 

６人以上 

１人増す 

ごとに加算 

全壊 

全焼 

流失 

夏 18,900 24,200 35,800 42,800 54,200 7,900 

冬 31,200 40,400 56,200 65,700 82,700 11,400 

半壊 

半焼 

床上浸水 

夏 6,100 8,300 12,400 15,100 19,000 2,600 

冬 10,000 13,000 18,400 21,900 27,600 3,600 
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救助の種類 対象 費用の限度額 期間 備考 

医療 医療の途を災害

により失った者

（応急的処置） 

１ 救護班による場合は、

使用した薬剤、治療材

料、破損した医療器具等

の修繕費等の実費 

２ 病院又は診療所による

場合は、国民健康保険の

診療報酬の額以内 

３ 施術者による場合は、

協定料金の額以内 

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

前又は以後７日

以内に分べんし

た者であって、

災害のため助産

の途を失った者 

１ 救護班による場合は、

使用した衛生材料等の実

費 

２ 助産師による場合は、

慣行料金の 100 分の 80 以

内の額 

災害発生の日

から７日以内 

１ 対象者には、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

る者を含む。 

２ 妊婦等の移送費は、別途

計上 

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 

当該地域における通常の実

費 

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 

住宅の応急修

理（半壊・大

規模半壊） 

１ 住家が半壊

（焼）し、自

らの資力では

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

ことが困難な

程度に住家が

半壊（焼）し

た者 

居室、炊事場及び便所等日

常生活に必要最小限度の部

分 

１世帯当たり 

595,000 円以内 

災害発生の日

から１か月以

内に完了 

 

住宅の応急修

理（準半壊） 

住家が半壊に準

じる程度の損傷

を受け、自らの

資力では応急修

理をすることが

できない者 

居室、炊事場及び便所等日

常生活に必要最小限度の部

分 

１世帯当たり 

300,000 円以内 

災害発生の日

から１か月以

内に完了 

 

学用品の給与 住 家 の 全 壊

（焼）、流失、

半壊（焼）又は

床上浸水による

喪失若しくは損

傷等により、学

用品を使用する

ことができず、

就学上支障のあ

る小学校児童、

中学校生徒及び

高等学等生徒 

１ 教科書及び教科書以外

の教材で教育委員会に届

出又はその承認を受けて

使用している教材、又は

正規の授業で使用してい

る教材の実費 

２  文房具及び通学用品

は、１人当たり次の金額

以内 

小学生児童 4,500 円 

中学生生徒 4,800 円 

高等学校等生徒 5,200 円 

（教科書） 

災害発生の日

から１か月以

内 

（文房具及び

通学用品） 

災害発生の日

から 15 日以内 

１ 備蓄物資は評価額 

２ 入進学時の場合は個々の

実情に応じて支給する。 

３ 幼稚園児、専門学校生、

大学生等は対象外 

埋葬 災害の際死亡し

た者を対象に、

実際に埋葬を実

施する者に支給 

１体当たり 

大人（12 歳以上） 

215,200 円以内 

小人（12 歳未満） 

172,000 円以内 

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。 

遺体の捜索 行方不明の状態

にあり、かつ、

四囲の事情によ

り既に死亡して

いると推定され

る者 

当該地域における通常の実

費 

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

たものは一応死亡した者と

推定している。 
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救助の種類 対象 費用の限度額 期間 備考 

遺体の処理 災害の際死亡し

た者について、

死体に関する処

理 （ 埋 葬 を 除

く。）をする。 

１ 死体の洗浄、消毒等 

１体当たり 

3,500 円以内 

２ 死体の一時保存・施設

利用時は通常の実費・施

設利用できない場合 

１体当たり 

5,400 円以内 

３ 検案 

救護班以外は慣行料金 

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 半壊（焼）又は

床上浸水した住

居であって、住

居又はその周辺

に 運 ば れ た 土

石、竹木等で一

時的に居住でき

な い 状 態 に あ

り、自力では当

該障害物を除去

できない者 

１世帯当たり 

137,900 円以内 

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 

当該地域における通常の実

費 

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 

１人１日当たり 

医師、歯科医師 

21,000 円以内 

薬剤師、診療放射線技師、

臨床検査技師、歯科衛生

士、臨床工学技士 

15,100 円以内 

保健師、助産師、看護師、

准看護師 

16,200 円以内 

土木技術、建築技術者 

15,800 円以内 

大工 

21,800 円以内 

左官 

23,200 円以内 

とび職 

24,000 円以内 

救急救命士 

14,500 円以内 

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 
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第３章 防災対策に係る所管部署管理表 
 

※ 住民生活課の「住」は住民環境班、「保」は保健福祉班、「付」は給付班を指す。 

※ 産業建設課の「建」は建設班、「産」は産業班、「庶」は庶務管理班を指す。 

※ 教育委員会の「学」は学校教育班、「食」は給食センターを指す。 

※ 庁外組織等の「社」は町社会福祉協議会、「消」は湯浅広川消防組合、「警」は湯浅警察署又は県

警察本部、「海」は和歌山海上保安部、「通」は通信事業者、「電」は電気事業者、「鉄」は鉄道事

業者を指す。 

 

【第２部 災害予防計画】 

章・節 総務課 
企画 

政策課 

住民 

生活課 
税務課 

産業 

建設課 

出納室 

広文化 
会館 

教育 

委員会 
議会 

水道 

事務所 

庁外 

組織等 

第１章 河川等防災計画 ○    建      

第２章 砂防防災計画 ○    建      

第３章 山地防災計画     ○      

第４章 地すべり防止計画     建      

第５章 急傾斜地崩壊防止計画     建      

第６章 ため池防災計画 ○    建      

第７章 海岸防災計画     建      

第８章 港湾防災計画     建      

第９章 漁港・漁村防災計画     建      

第 10 章 道路防災計画     建      

第 11 章 火災予防計画           

 第１節 火災予防計画 ○         消 

 第２節 林野火災予防計画 ○    産     消 

第 12 章 建造物災害予防計画 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  

第 13 章 宅地災害予防計画 ○ ○   建      

第 14 章 下水道等施設災害予防計画     建    ○  

第 15 章 上水道施設災害予防計画         ○  

第 16 章 文化財災害予防計画  ○     ○   消 

第 17 章 危険物等災害予防計画           

 第１節 危険物災害予防計画 ○         消 

 第２節 火薬類災害予防計画 ○         消 

 第３節 高圧ガス災害予防計画 ○         消 

 
第４節 放射性物質事故災害予防

計画 
○         消 

 
第５節 危険物、高圧ガス、火薬

類輸送車両災害予防計画 
○         消・警 

 
第６節 有害物質流出等災害予防

計画 
  住        

第 18 章 公共的施設災害予防計画           

 
第１節 公衆電気通信施設災害予

防計画 
         通 

 第２節 電力施設災害予防計画          電 

 第３節 鉄道施設災害予防計画          鉄 

第 19 章 農林水産関係災害予防計画     ○      

第 20 章 防災業務施設等整備計画           

 第１節 消防施設計画 ○         消 

 第２節 水防施設整備計画 ○          

 第３節 救助物資等確保計画 ○          

第 21 章 防災行政無線整備計画 ○          
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章・節 総務課 
企画 

政策課 

住民 

生活課 
税務課 

産業 

建設課 

出納室 

広文化 
会館 

教育 

委員会 
議会 

水道 

事務所 

庁外 

組織等 

第 22 章 防災訓練計画 ○          

第 23 章 防災知識普及計画 ○          

第 24 章 自主防災組織整備計画 ○          

第 25 章 災害時救急医療体制確保計

画 
  保        

第 26 章 避難行動要支援者対策計画 ○  保        

第 27 章 ボランティア活動環境整備

計画 
○         社 

第 28 章 企業防災の促進に関する計

画 
○    産      

第 29 章 廃棄物処理にかかる防災体

制の整備 
  住        

第 30 章 業務継続体制確保計画 ○          

 

【第３部 災害応急対策計画】 

章・節 総務課 
企画 

政策課 

住民 

生活課 
税務課 

産業 

建設課 

出納室 

広文化 
会館 

教育 

委員会 
議会 

水道 

事務所 

庁外 

組織等 

第１章 防災組織計画           

 第１節 組織計画 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  

 第２節 動員計画 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  

第２章 情報計画           

 第１節 気象警報等の伝達計画 ○          

 第２節 被害情報等収集計画 ○          

 第３節 災害通信計画 ○ ○         

 第４節 災害広報計画 ○ ○         

第３章 消防計画 ○        ○  

第４章 水防計画 ○    建      

第５章 罹災者救助保護計画           

 第１節 災害救助法の適用計画   ○        

 
第２節 被災者生活再建支援法

の適用計画 
  ○ ○       

 第３節 避難計画 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  

 第４節 食料供給計画   ○  産  食    

 第５節 給水計画 ○  ○      ○  

 第６節 物資供給計画   ○        

 第７節 住宅・宅地対策計画     建      

 
第８節 住家等被害認定調査計

画 
   ○       

 第９節 医療助産計画   保        

 第 10 節 罹災者救出計画   ○       消・警 

 
第 11 節 住居等の障害物除去計

画 
○    建      

 
第 12 節 災害弔慰金等支給及び

援護資金等貸付計画 
  保        

 第 13 節 遺体捜索処理計画   住        

 第 14 節 災害義援金品配分計画 ○  ○        

 第 15 節 罹災証明書発行計画    ○       

第６章 保健衛生計画           

 第１節 防疫計画   保        

 第２節 清掃計画   住        

 第３節 食品衛生計画   保        
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章・節 総務課 
企画 

政策課 

住民 

生活課 
税務課 

産業 

建設課 

出納室 

広文化 
会館 

教育 

委員会 
議会 

水道 

事務所 

庁外 

組織等 

 第４節 保健師活動計画   保        

 第５節 精神保健福祉対策計画   保    学    

 第６節 動物保護管理計画   住        

第７章 公共土木施設等応急対策計

画 
    建    ○  

第８章 農林水産関係災害応急対策

計画 
    ○      

第９章 事故災害応急対策計画           

 第１節 海上災害応急対策計画 ○          

 
第２節 鉄道施設災害応急対策

計画 
         鉄 

 第３節 道路災害応急対策計画     建      

第 10 章 在港船舶対策計画     ○     消 

第 11 章 林野火災応急対策計画 ○    ○      

第 12 章 危険物等災害応急対策計

画 
          

 
第１節 危険物施設災害応急対

策計画 
○  住       消 

 
第２節 火薬類災害応急対策計

画 
○         消 

 
第３節 高圧ガス災害応急対策

計画 
○         消 

 
第４節 放射性物質事故災害応

急対策計画 
○  住       消 

 

第５節 危険物、高圧ガス、火

薬類輸送車両災害応急対策

計画 

○  住       消 

 
第６節 有害物質流出等災害応

急対策計画 
  住        

第 13 章 公共的施設災害応急対策

計画 
          

 
第１節 公衆電気通信施設災害

応急対策計画 
         通 

 
第２節 電力施設災害応急対策

計画 
         電 

第 14 章 文教対策計画  ○     ○・食    

第 15 章 災害警備計画           

 第１節 警察警備計画 ○         警 

 第２節 海上災害警備計画 ○         海 

第 16 章 災害対策要員の計画           

 第１節 災害対策要員動員計画 ○          

 
第２節 奉仕団体等協力要請計

画 
○          

 第３節 ボランティア受入計画          社 

 第４節 労働者の確保計画 ○          

第 17 章 交通輸送計画           

 第１節 輸送計画 ○  ○        

 
第２節 道路交通の応急対策計

画 
    建     警 

 
第３節 船舶交通の応急対策計

画 
    建     海 

第 18 章 自衛隊派遣要請等の計画 ○          
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章・節 総務課 
企画 

政策課 

住民 

生活課 
税務課 

産業 

建設課 

出納室 

広文化 
会館 

教育 

委員会 
議会 

水道 

事務所 

庁外 

組織等 

第 19 章 県防災ヘリコプター派遣

要請計画 
○          

第 20 章 広域防災体制の計画 ○         消 

 

【第４部 災害復旧・復興計画】 

章・節 総務課 
企画 

政策課 

住民 

生活課 
税務課 

産業 

建設課 

出納室 

広文化 
会館 

教育 

委員会 
議会 

水道 

事務所 

庁外 

組織等 

第１章 施設災害復旧事業計画 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  

第２章 災害復旧資金計画  ○ ○  産      

第３章 その他の復旧計画  ○   産      

第４章 復興計画事前策定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  

 

【第５部 地震・津波災害対策計画】 

章・節 総務課 
企画 

政策課 

住民 

生活課 
税務課 

産業 

建設課 

出納室 

広文化 
会館 

教育 

委員会 
議会 

水道 

事務所 

庁外 

組織等 

第１章 総則           

第２章 地震・津波災害予防計画           

 第１節 火災予防計画 ○          

 第２節 建造物災害予防計画 ○ ○   建      

 第３節 防災知識普及計画 ○          

第３章 地震・津波災害応急対策計

画 
          

 第１節 防災組織計画 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  

 第２節 情報計画 ○          

 
第３節 被災建築物・被災宅地

応急危険度判定計画 
   ○ 建      

 

【第６部 南海トラフ地震防災対策推進計画】 

章・節 総務課 
企画 

政策課 

住民 

生活課 
税務課 

産業 

建設課 

出納室 

広文化 
会館 

教育 

委員会 
議会 

水道 

事務所 

庁外 

組織等 

第１章 総則           

第２章 関係者との連携協力の確保 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  

第３章 津波からの防護、円滑な避

難の確保及び迅速な救助に関

する事項 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

第４章 時間差発生等における円滑

な避難の確保等 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

第５章 地震防災上緊急に整備すべ

き施設等の整備計画 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  

第６章 防災訓練計画 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  

第７章 地震防災上必要な教育及び

広報に関する計画 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  

 


