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共通対策編 

第１章 総 則 

第１節 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、藍住町防災会議が

作成する計画であり、藍住町（以下「本町」という。）の地域における災害に係る町の処理すべき事務

又は業務に関し、地域内の関係機関の協力業務も含めて、その大綱を定めることにより、災害に対す

る総合的かつ計画的な対策の推進を図り、もって住民の生命、身体及び財産を災害から保護し又は被

害を最小限に止めることを目的とする。 

 

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、それぞれ当該各号に定めるところによるものと

する。 

法         災害対策基本法 

本計画       藍住町地域防災計画 

指定緊急避難場所  災害の発生やその他の危険から身を守るために一時的に避難する場所で、

町が指定した場所 

指定避難所     災害が起きた時に自宅が住めなくなった人たちが一定期間、避難生活をす

る施設で、町が指定した施設 

要配慮者      防災上何らかの配慮を要する者（高齢者、障がい者、妊産婦、乳幼児・児

童、外国人等） 

避難行動要支援者  要配慮者のうち、災害時に自ら避難が困難なことにより特に支援を要する

者 
 
第３節 藍住町の概況 

第１ 自然環境の特性 

１ 地 勢 

本町は、徳島県の中央を流れる吉野川下流の北岸にあり、吉野川と旧吉野川に囲まれ、板野郡のほ

ぼ中央部にある。徳島県の二大都市である徳島市と鳴門市に接しており、山は全くなく、吉野川によ

って形成されたデルタ地帯である。平均海抜 5.17m、面積 16.27㎢の地味肥沃な平坦地である。 

山がないため、土石流及び地すべり等の危険区域はないが、吉野川及び旧吉野川に囲まれた地形の

ため指定水防管理団体に指定されており、水防面における十分な対策を講じる必要がある。 

 

主たる河川 

河川名 流路延長(km) 備 考 

吉野川 194.0 

 

 

幹川流路延長 

旧吉野川 24.8  

正法寺川 5.2  

前川 1.4  
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２ 地 質 

西南日本内帯に属する吉野川左岸流域は、大部分が阿讃山脈であり、和泉層群で形づくられている。

和泉層群は花崗岩類の上にいくつかの岩層が堆積し、不整合に被っている。また和泉層群は基底から

上部まで単調に南に傾いた構造であるが西半部では向斜軸がみられ西端部は船底型の向斜ドームを作

っている。 

また、吉野川によって形成されたデルタ地帯であるため、地震時には液状化による被害の発生が懸

念される。 

３ 活断層 

西南日本外帯山地を構成する変成岩・古生層・中生層・古第三紀層には、ほぼ中央構造線に併走す

る断層が多いが、活断層に関しては、東北日本外帯とともに、日本の陸上で最も発達の悪い地帯をな

す。また、断層の特性は、密度が小さく、長さは短く、活動度は、0.01m～0.1m/1,000 年であり、断

層型は逆断層と横ずれ断層が混在している。 

四国山地では、古い断層に由来するリニアメントはきわめて多いが、活断層は少ない。四国東部の

御荷鉾構造線沿いにいくつかの右ずれ断層があるが、活動度は小さい。 

中央構造線地帯は、とくに四国の中央部で活動度が高く、右ずれの平均変位速度が５～10m/1,000

年に達する。上下変位は、和泉山脈南麗から讃岐山脈南麗までは北側隆起であるが、以西は南側隆起

となり、大地形に調和的である。 

４ 気 象 

  平均気温 最高気温 最低気温 平均風速 日照時間 降水量 積雪の深さ 
最 大 

単位 ℃ ℃ ℃ m/s h mm cm 
１月 6.1 14.63 -1.07 3.54 168.26 38.95 0.2 
２月 6.97 16.91 -0.18 3.22 134 65.05 1.1 
３月 10.01 21.85 1.43 3.57 169.59 90.45 0 
４月 14.85 25.74 4.91 3.58 196.85 110.7 0 
５月 19.56 29.16 10.49 3.46 197.74 117 0 
６月 23 32.56 15.84 2.93 125.56 217.05 0 
７月 26.86 34.95 20.44 3.07 177.87 196.6 0 
８月 28.23 36.12 21.66 3.13 207.09 234.7 0 
９月 24.92 32.51 17.29 3.14 173.96 329.85 0 

１０月 19.63 28.07 9.72 3.05 163.28 192.35 0 
１１月 13.86 22.91 4.25 3.02 143.25 91.95 0 
１２月 8.57 18.87 0.73 3.4 161.41 95.1 0.2 

「気象庁徳島地方気象台データ（2007年～2016年）」 
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第２ 社会環境の特性 

１ 人 口 

本町の人口推移は、昭和 45年以降増加の一途をたどっているが、近年はやや頭打ちとなっている。

人口増加の背景には、徳島市、鳴門市に隣接し、通勤・通学が可能であったことや、都市計画区域内

でありながら線引きをしていなかったことが大きな要因としてあげられる。 

しかし、平成 29 年の人口は約 35,000人であり、今後、大きな増加は見込めないと考えられる。 

また、65歳以上の人口比率は、全国的な少子高齢化や平均寿命の伸びに伴い、平成 12年の 12.2％

から平成 29年には約 22.5％へと増加しており、今後も高齢化が進行すると考えられる。 

 

「藍住町人口ビジョン（平成 29年 12月）」 

 

２ 土地利用 

本町の土地利用を地目別にみると、農地が町土の約 32％、畑地が約 21％、宅地が約 47％を占めて

いる。（平成 28年：固定資産の価格等の概要調書） 

本町は全域が「農業振興地域」に指定されているが、指定から除外されると農地から宅地への転用

が可能となり、人口の増加とともに急速に宅地化が進んできた。 

また、本町は全域が都市計画区域内であるが、用途地域の指定がされていないため、全町的に無秩

序なスプロールを招き、都市施設の整備が十分なされないまま市街地の形成が進んでいる。 

  

6,178 6,022 5,656 5,452 5,431 5,424 5,361 5,371

14,698 17,272 19,726 21,195 22,480 22,133 21,445 21,568

1,743
2,357

2,993
3,719

4,375 5,628 7,591 7,823

0

15
9

2
0

153 229 0

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

昭和60年 平成2年 平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 平成29年

年齢不詳

65歳以上

15～64歳

15歳未満

総人口（年齢３区分人口）の推移

22,619

25,674(+13.5%) 28,408(+10.6%)

30,368(+6.9%)

33,338(+3.3%) 34,751(+3.9%)

資料：国勢調査（平成29年のみ、住民基本台帳（9月1日現在））
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３ 産 業 

本町の各産業の就業比率は平成27年国勢調査において、第１次産業が4.6％、第２次産業が27.4％、

第３次産業が 66.5％であった。第１次産業が減少し、第３次産業が増え続けていることから、就業構

造にも都市化の波が押し寄せている事がうかがえる。 

本町における各産業の就業比率の推移は下表のとおりである。 

 

 

（平成 27年国勢調査） 

 

４ 交 通 

本町には、広域間の高速移動を受け持つ自動車専用道路として四国縦貫自動車道（徳島自動車道）

が町南部を東西に横断しており、藍住ＩＣが設けられている。 

また、隣接都市との円滑な連携やネットワークを図る地域幹線道路として、東西に主要地方道松茂

吉野線、主要地方道徳島環状線が横断しており、徳島市、北島町、板野町に結ばれている。南北には

地方主要道徳島・引田線が縦断しており、徳島市への重要な連絡道路となっている。その他の幹線道

路として、主要地方道徳島北灘線、一般県道檜藍住線がある。 

公共交通機関としては、本町と北島町の境界近くにＪＲ高徳本線の勝瑞駅があるほか、路線バスが

運行しているものの、いずれも運行本数は少ない。 

  

12.0% 9.0% 6.9% 6.0% 5.4% 4.9% 4.6%

38.9% 39.2% 38.2% 35.4% 30.1% 29.0% 27.4%

48.7% 50.9% 54.8% 57.7% 64.4% 65.7% 66.5%

0.4% 0.9% 0.1% 0.9% 0.1% 0.3% 1.5%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

昭和６０年 平成２年 平成７年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年

第１次産業就業者比率 第２次産業就業者比率

第３次産業就業者比率 分類不能就業者比率
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第３ 災害の歴史 

徳島県に影響を及ぼし被害のあった災害一覧（昭和９年以降） 

災
害
区
分 

区分 

  

 

災害の 

原因(注 1) 

発生年月日 

徳島地方気象台における観測値(注 2) 
日最大降水量(注 2) 

最多総降水量 

(注 2) 

最低気圧 

(hPa) 

最大風速 最大瞬間風速 

風向 (m/s) 風向 (m/s) 地点名 (mm) 地点名 (mm) 

風 
 

水 
 

害 

室戸台風 S9.9.18～21 942.1 SE 36.7 SE 44.0 桜谷 371.1 桜谷 413.7 

枕崎台風 S20.9.16～19 977.4 SSE 29.3 SSE 35.6 一宇 348.0 川井 387.3 

デラ台風 4902 号 S24.6.18～21 994.2 S 22.6 S 31.8 椿泊 300.2 椿泊 654.6 

ジェーン台風 5028 号 S25.9.1～3 969.3 NNW 29.2 NNW 36.7 福原 382.0 福原 601.5 

キジャ台風 5029号 S25.9.12～15 999.9 SE 24.7 SE 31.9 木頭 395.7 木頭 823.2 

ルース台風 5115号 S26.10.13～15 977.7 SE 27.9 SE 39.3 福原 328.0 鬼籠野 332.0 

5313号 台風 S28.9.23～25 983.1 NW 22.5 NW 31.2 下分上山 290.0 鬼籠野 693.0 

5412号 台風 S29.9.12～14 985.1 SE 32.2 SE 44.5 木頭 360.0 菅生 739.0 

洞爺丸台風 5415号 S29.9.25～26 982.1 SE 30.2 SE 39.7 福原 380.5 福原 401.5 

南海丸遭難(低気圧) S33.1.26 1,007.6 WNW 13.2 WNW 17.7 徳島 9.3 徳島 9.3 

伊勢湾台風 6915号 S34.9.23～26 966.7 N 26.4 N 36.3 下分上山 343.9 下分上山 449.8 

第 2室戸台風 6118 号 S36.9.14～16 934.9 SE 27.5 SE 38.0 木頭 660.5 木頭 1,160.0 

低気圧 集中豪雨 S36.10.26～27 994.6 SE 20.2 SE 28.5 福原旭 593.0 福原旭 623.0 

6420号 台風 S39.9.24～25 977.2 SSE 29.8 SSE 49.5 剣山 461.5 剣山 473.5 

6523号 台風 S40.9.8～10 952.5 SE 35.8 SSE ≧67.0 剣山 383.5 剣山 458.0 

6524号 台風 S40.9.13～17 985.3 WNW 16.7 WNW 27.4 木頭 526.5 木頭 1,346.0 

昭和 42年 7月豪雨 S42.7.8～9 1,002.3 WNW 8.3 WNW 12.5 木頭 337.0 祖谷一宇 497.0 

発達した低気圧による大雪 S43.2.14～16 1,000.5 WNW 14.3 WNW 20.7 最深積雪 
池田 55cm 岩倉 99.0 

徳島 19cm 徳島 74.5 

7009号 台風 S45.8.13～15 997.3 SSE 20.0 SSE 31 小見野々 610.0 小見野々 694.0 

7010号 台風 S45.8.20～21 996.2 SSE 24.5 SE 42 日早 438.0 日早 713.0 

7123号 台風 S46.8.29～31 981.4 SE 21.3 SE 33.0 福原旭 532.0 日早 727.0 

秋雨前線(熱低) S47.9.6～9 1,005.6 SE 10.0 S 15.6 坂州(県企業) 582.0 坂州 1,038.0 

7408号 台風と前線 S47.7.6～7 1,004.8 SE 16.2 SE 26 小見野々 953.0 小見野々 1,065.0 

7418号 台風と前線 S49.9.8～9 1,002.7 W 13.3 W 21.6 福原旭 443.0 福原旭 445.0 

7505号 台風 S50.8.17 998.5 SE 16.2 SE 27 福原旭 390.0 福原旭 834.0 

7506号 台風 S50.8.21～23 971.1 E 18.6 E 34.7 剣山 678.0 福原旭 813.0 

7617号 台風 S51.9.8～13 997.0 SSE 18.7 SSE 31.0 日早 1,114.0 日早 2,781.0 

集中豪雨(前線) S51.10.18      牟岐 414.0 牟岐 414.0 

7916号 台風と前線 S54.9.24～30 961.1 E 23.0 E 41.2 福原旭 401.0 福原旭 509.0 

7920号 台風 S54.10.18～19 973.8 ESE 16.7 SSE 29.5 福原旭 264.0 福原旭 457.0 

8013号 台風 S55.9.10～11 989.1 SSE 18.8 SSE 36.5 旭丸 361.0 日早 671.0 

8219号 台風 S57.9.23～25 994.0 SSE 21.0 SSE 39.4 日早 259.0 日早 476.0 

8310号 台風 S58.9.25～28 991.1 S 10.0 S 18.3 名頃(四電) 250.0 木屋平(建) 530.0 

8719号 台風 S62.10.16～17 974.9 SSE 20.6 SE 36.7 旭丸 428.0 旭丸 484.0 

8917号 台風 H1.8.26～27 978.0 ESE 15.3 ENE 28.9 旭丸 338.0 旭丸 426.0 

9019号 台風 H2.9.16～20 978.8 N 14.2 N 31.6 福原旭 479.0 福原旭 960.0 

9021号 台風 H2.10.4～8 993.0 NE 10.1 N 19.3 宍喰 232.0 宍喰 339.0 

9119号 台風 H3.9.26～28 989.0 SSE 21.2 SSE 39.7 木頭 292.0 木頭 406.0 

9305号 台風 H5.7.26～28 1,006.5 SSE 13.2 SSE 23.0 旭丸 379.0 旭丸 801.0 

9306号 台風 H5.7.29～30 1,002.9 SSE 14.0 SSE 23.0 京上 159.0 旭丸 165.0 

9307号 台風 H5.8.8～10 995.2 SSE 18.8 SSE 34.9 福原旭 365.0 木頭 595.0 

9426号 台風 H6.9.28～30 983.3 WNW 11.9 WNW 23.4 旭丸 338.0 旭丸 435.0 

9612号 台風 H8.8.13～15 985.8 S 19.4 SSE 40.7 旭丸 262.0 福原旭 472.0 

9719号 台風 H9.9.14～17 996.5 SE 16.7 SSE 34.2 木頭 463.0 福原旭 563.0 

日本海低気圧と前線 H10.5.16～17 1,012.0 ESE 8.3 SE 14.6 太竜寺山 372.0 太竜寺山 374.0 

0410号 台風 H16.7.30～8.2 999.3 SE 15.0 SE 28.1 旭丸 588.0 旭丸 1,243.0 

0416号 台風 H16.8.28～31 981.9 SSE 27.6 S 54.1 旭丸 411.0 旭丸 485.0 

0418号 台風 H16.9.4～7 998.9 SSE 23.2 SE 45.4 木頭 275.0 木頭 543.0 

0423号 台風 H16.10.18～20 969.4 SE 16.9 SSE 36.1 福原旭 470.0 福原旭 550.0 

0514号 台風 H17.9.4～7 990.5 SSE 22.4 SSE 41.8 木頭 414.0 旭丸 794.0 

0704号 台風 H19.7.12～15 978.6 SE 15.9 SE 29.2 木頭 531.0 木頭 627.0 

梅雨前線 H20.6.26～29 1,003.6 ESE 11.0 ESE 20.3 日和佐 267.0 宍喰 274.0 

0909号 台風 H21.8.9～10 1,003.7 E 12.1 E 16.3 木頭 461.0 木頭 780.5 

1106号 台風 H23.7.18～21 977.4 ESE 21.0 E 30.6 福原旭 641.5 福原旭 813.5 

1112号 台風 H23.9.1～4 985.2 E 24.3 E 33.7 福原旭 532.5 福原旭 909.5 

1115号 台風 H23.9.19～21 988.0 WNW 14.5 WNW 27.0 徳島 429.5 徳島 598.5 

1412号 台風 H26.8.1～6 1,006.4 SSE 7.6 SSE 12.2 蒲生田 490.0 京上 705.0 

1411号 台風 H26.8.8～10 973.1 SSE 21.2 SSE 33.2 福原旭 366.5 福原旭 815.0 

平成 26年 12月大雪 H26.12.5～6 1,012.7 W 8.9 WNW 16.4 <最深積雪> - 池田 74.5 

1511号 台風 H27.7.16～17 984.3 SSE 18.1 SSE 32.0 福原旭 425.0 福原旭 512.5 

地
震
等 

南海地震 S21.12.21 震度 徳島 5 津波の最高潮位 牟岐 5.0m 

チリ地震 津波 S35.5.24 津波の最大振幅 4.0m(浅川)最高潮位は当時の予想潮位より+1.3m 

兵庫県南部地震(阪神・淡路大震災) H7.1.17 震度 徳島 4 

東北地方太平洋沖地震(東日本大震災) H23.3.11 津波の最大波 1.1m(徳島由岐) 

徳島県南部地震 H27.2.6 震度 牟岐町 5強、海陽町 5 弱 

 



藍住町地域防災計画（共通対策編） 

6 

災
害
区
分 

区分 
 
 

災害の原因 
(注 1) 

人的被害(人)(注 3) 住家の被害(棟)(注 3) 
総被 
害額 
(億円) 

災害救助法適用市町村 死者 
(不明) 

負傷者 
全壊
(燃) 
流失 

半壊
(燃) 

床上浸水 

風 
 

水 
 

害 

室戸台風 39 345 988 1,268 6,168   

枕崎台風 47 18 1,166 1,417 1,536   

デラ台風 4902 号 10  39 21 710 13.7  

ジェーン台風 5028 号 38 282 536 2,138 7,626 85.8  

キジャ台風 5029号 5 24 42 168 8,434(上下) 28.6  

ルース台風 5115号 10 85 353 1,390 468 25.5  

5313号 台風 1 6 31 60 1,924 44.8  

5412号 台風 10 8 186 263 2,059 45  

洞爺丸台風 5415号 3 116 251 370 121 9.7  

南海丸遭難(低気圧) 167       

伊勢湾台風 6915号 5 24 26 37 438 28.7  

第 2室戸台風 6118 号 11 253 622 1,777 25,313 122.5  

低気圧 集中豪雨 4 2 3 5 1,422 89.7  

6420号 台風 5 14 31 76 15 18.3  

6523号 台風 23号・24 号合算の被害 徳島市 鳴門市 小松島市 阿南市 那賀川町 松茂町 

6524号 台風 15 73 276 586 3,538 163.7 徳島市 小松島市 阿南市 牟岐町 日和佐町 海部町 

昭和 42年 7月豪雨 3  6 8 5 9.1  

発達した低気圧による大雪      106.5  

7009号 台風  6 1 1 105 22.7  

7010号 台風 8 6 21 45 406 56.4 脇町 穴吹町 

7123号 台風 2 6   230 42.3 鷲敷町 

秋雨前線(熱低) 1  2 2 894 11.8 徳島市 鳴門市 

7408号 台風と前線  1 11 19 704 93.5 徳島市 小松島市 

7418号 台風と前線  1 16 12 708 47.9  

7505号 台風 1     24.7  

7506号 台風 16 23 115 122 1,482 277.2 石井町 神山町 市場町 鴨島町 川島町 美郷村 貞光町 一宇村 穴吹町 木屋平村 

7617号 台風 10 9 187 103 3,777 463.1 徳島市 鳴門市 石井町 上坂町 吉野町 鴨島町 一宇村 穴吹町 木屋平村 

集中豪雨(前線)   1  353 14.2 牟岐町 

7916号 台風と前線 2 9 7 15 991 195.4 鳴門市 

7920号 台風 1 3    50.5  

8013号 台風 1 1  1 25   

8219号 台風     66 27.1  

8310号 台風 1 7 15 8 46   

8719号 台風  1 2 2 194   

8917号 台風 1 1   5   

9019号 台風 1 1 1 2 60   

9021号 台風 3 1   121   

9119号 台風  2 1 98 2   

9305号 台風 5号・6号合算の被害  

9306号 台風 3  1 2 25 109.2  

9307号 台風  1 1 3 123   

9426号 台風 1   1 1 52  

9612号 台風 1 2    11.4  

9719号 台風 1 1   9   

日本海低気圧と前線 1  1 1 193 56.5  

0410号 台風 2 2 9 16 5  上那賀町 木沢村 

0416号 台風  15 3 6 65   

0418号 台風  6 1 4 6   

0423号 台風 3 1 5 234 1,589  徳島市 鳴門市 小松島市 吉野川市 

0514号 台風 1 4   32 95.6  

0704号 台風 1     24  

梅雨前線  2 1  13 2.9  

0909号 台風 3 1 3  153 18.3  

1106号 台風  2   3 34.7  

1112号 台風 3 1  1 37 42.3  

1115号 台風  2 1  155 36.2  

1412号 台風 1   1 261 88  

1411号 台風  1 6 159 299 那賀町 

平成 26年 12月大雪 2     1.6  

1511号 台風  2  4 54 39.4  

地
震
等 

南海地震 202 258 1,015 914 2,362   

チリ地震 津波     1,055 10.1  

兵庫県南部地震(阪神・淡路大震災)  21 4 84  8  

東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)     2 5.3  

徳島県南部地震        

(注 1)台風番号は、はじめの 2 字は西暦年数、後の 2 字はその年の番号である。例えば 7123 号は 1971 年の第 23 号で
あることを示している。 

(注 2)気象資料は、観測原簿による。 
(注 3)人、住家被害は徳島県自然災害誌（徳島県）による。 

「徳島県地域防災計画 資料編」より 
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第４節 計画の構成 

本計画は、町の気象、地勢その他地域の特性によって起こりうる危険を想定するとともに、町内に

おいて過去に発生した災害の状況及びこれらに対してとられた応急対策並びに近年の社会経済情勢の

変化等を勘案し、初動及び情報収集の体制、交通・輸送、救助・救急、医療救護、避難所運営、広域

救援及びボランティアの受入体制並びに公共施設やライフライン等の整備等、災害に強いまちづくり

等の新たな視点を踏まえ、今後予想される災害に備えるため、次の事項によりこの計画を構成する。 

１ 共通対策編 

各編に共通する総則、災害予防、災害応急対策、災害復旧・復興 

２ 地震・津波災害対策編 

南海トラフ地震（遠地津波を含む）による災害対策、直下型地震による災害対策及び南海トラフ地震

防災対策推進計画 

３ 風水害対策編 

風水害による災害対策 

４ 大規模事故等災害対策編 

航空事故、鉄道事故、道路事故、危険物等事故、大規模な火事、原子力事故による災害対策 

５ 資料編 

各編に付属する各種資料 
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第５節 計画策定にあたっての基本方針 

本計画は、これまでの風水害や地震津波災害等の経験に加え、時期が接近して襲来する複数の台風

や、地震発生後に台風や大雨に見舞われるといった複合災害のリスクなどを踏まえている。災害の発

生を完全に防ぐことは不可能であり、災害時の被害を最小化する「減災」の考え方を防災の基本方針

とし、たとえ被災したとしても人命が失われないことを最重要視し、防災関係機関がとるべき災害予

防、災害応急対策、災害復旧及びその他必要な災害対策の基本的事項等を中心に定めるものである。

防災関係機関はこれに基づき細部計画等を定め、その具体的推進に努めるものとする。 

また、南海トラフ巨大地震や風水害など大規模地震時のリスク軽減を図るため、国土強靱化地域計

画を作成し、計画に基づきハード・ソフト両面から防災対策を推進するものとする。 

 
第６節 藍住町防災会議 

１ 設置及び所掌事務 

(1) 災害対策基本法第 16 条の規定に基づき、藍住町防災会議を設置し、その所掌事務を定める。 

(2) 所掌事務は次のとおりである。 

ア 藍住町地域防災計画を作成し、その実施を推進すること 

イ 藍住町の地域に係る災害が発生した場合において当該災害に関する情報を収集すること 

ウ 前２号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務 

２ 組織及び運営 

藍住町防災会議の組織及び運営に関しては、藍住町防災会議条例の定めるところによる。 

 

第７節 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、毎年定期的に検討を行い、必要があると認めら

れるときは、修正するものとする。 

 

第８節 計画の周知徹底 

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

平常時において訓練その他の方法により、本計画の習熟に努めるものとする。 

また、町は、本計画の趣旨等について広く住民への周知を図るものとする。 

 

第９節 防災機関の処理すべき事務又は業務の大綱 

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

第１ 実施責任と対策の体系化 

１ 藍住町 

町は、町の地域並びに住民の生命、身体及び財産をあらゆる災害から保護する防災の第一次的責任

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

公共的団体及び住民の協力を得て防災活動を実施する。 

２ 指定地方行政機関 

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

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

滑に実施されるよう勧告、指導、助言等の措置をとる。 

３ 指定公共機関及び指定地方公共機関 

指定公共機関及び指定地方公共機関は、その業務の公共性又は公益性に鑑み、自主的に防災活動を
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実施するとともに、町の防災活動が円滑に実施されるようにその業務に協力する。 

４ 公共的団体及び防災上重要な施設の管理者 

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

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

 

第２ 処理すべき事務又は業務の大綱 

１ 町 

事 務 又 は 業 務 の 大 綱 

(1) 藍住町防災会議に関する事務 

(2) 防災組織の整備 

(3) 防災訓練の実施 

(4) 防災に関する物資及び資材の備蓄、整備及び点検 

(5) 防災に関する施設及び設備の整備及び点検 

(6) 町内の災害に関する情報の収集、伝達及び被害調査 

(7) 住民等に対する災害広報 

(8) 警報の伝達並びに避難の勧告又は指示 

(9) 消防・水防その他の応急措置 

(10) 被災者の救難、救助その他の保護 

(11) 災害を受けた児童、生徒の応急の教育 

(12) 食料、医薬品、その他の物資の確保 

(13) 施設及び設備の応急の復旧 

(14) 清掃、防疫その他の保健衛生 

(15) 緊急輸送等の確保 

(16) 災害復旧の実施 

(17) 町内における公共的団体及び住民防災組織の育成指導 

(18) ボランティアに関する事項 

(19) その他災害発生の防御又は拡大防止のための措置 

 

２ 県 

事 務 又 は 業 務 の 大 綱 

(1) 防災会議に関する事務 

(2) 防災対策の組織の整備 

(3) 市町村等各機関との防災に関する連絡調整 

(4) 防災のための知識の普及、教育及び訓練 

(5) 防災に関する物資及び資材の備蓄、整備及び点検 

(6) 防災に関する施設及び設備の整備及び点検 

(7) 県地域の災害に関する情報の収集、伝達及び被害調査 

(8) 住民等に対する災害広報 

(9) 消防、水防その他の応急措置 

(10) 被災者の救難、救助、その他の保護 

(11) 避難の指示及び指定避難所の開設の指示 

(12) 災害児童、生徒の応急の教育 
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(13) 食料、医薬品、その他の物資の確保についての措置 

(14) 施設及び設備の応急の復旧についての措置 

(15) 清掃、防疫その他の保健衛生についての措置 

(16) 犯罪の予防、交通規制その他災害地における社会秩序の維持に必要な措置 

(17) 緊急輸送等の確保 

(18) 公共的団体及び住民防災組織の育成指導 

(19) ボランティアに関する事項 

(20) 災害復旧の実施 

(21) その他災害発生の防御又は拡大防止のための措置 

 

３ 町内の指定地方行政機関 

機 関 名 事 務 又 は 業 務 の 大 綱 

四国地方整備局 

徳島河川国道事務所 

（旧吉野川出張所） 

① 吉野川直轄管理区間の河川管理施設の整備と防災管

理 

② 氾濫警戒情報（旧吉野川・今切川）並びに水防警報（旧

吉野川）及び情報伝達 

③ 被災河川管理施設の復旧（直轄区間） 

 

４ 町内の指定公共機関 

機 関 名 事 務 又 は 業 務 の 大 綱 

日本放送協会徳島放送局 
① 住民に対する防災知識の普及及び警報等の周知徹底 

② 社会事業団体等による義援金品の募集協力 

西日本高速道路株式会社 

四国支社徳島高速道路事務所 

① 徳島自動車道(徳島 IC～井川池田 IC)の整備と防災管

理 

② 徳島自動車道(徳島 IC～井川池田 IC)の維持管理 

③ 徳島自動車道(徳島 IC～井川池田 IC)の災害復旧 

四国旅客鉄道株式会社 

① 鉄道施設の保全 

② 救助物資及び避難者の輸送の協力 

③ 災害時における旅客の安全確保 

西日本電信電話株式会社徳島支店

及び株式会社ＮＴＴドコモ 

四国支社徳島支店 

① 電気通信施設の整備 

② 警報の伝達及び非常緊急通話の取扱い 

③ 被災電気通信施設の応急対策及び災害復旧 

四国電力株式会社徳島支店 

① 電力施設等の防火管理 

② 電力供給 

③ 被害施設の応急対策及び災害復旧 

ＫＤＤＩ株式会社四国総支社 

① 電気通信施設の整備 

② 警報の伝達及び非常緊急通話の取扱い 

③ 被災電気通信施設の応急対策及び災害復旧 

ソフトバンクモバイル株式会社 

① 電気通信施設の整備 

② 警報の伝達及び非常緊急通話の取扱い 

③ 被災電気通信施設の応急対策及び災害復旧 
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５ 町内の指定地方公共機関 

機 関 名 事 務 又 は 業 務 の 大 綱 

四国放送株式会社、一般社団法

人徳島新聞社、株式会社エフエ

ム徳島 

① 住民に対する重要な情報の周知と防災知識の普及 

② 社会事業団等による義援金品の募集協力 

一般社団法人徳島県バス協会及

び一般社団法人徳島県トラック

協会 

貨物自動車等による救助物資及び避難者の輸送の協力 

一般社団法人徳島県エルピーガ

ス協会 
ＬＰガス施設の防災対策及び災害時における供給対策 

 

６ 町内の公共的団体及び防災上重要な施設の管理者 

機 関 名 事 務 又 は 業 務 の 大 綱 

板野郡農業協同組合 

吉野川第一漁業協同組合 

① 農林水産関係の被害調査及び対策の指導 

② 被災農業者に対する融資のあっせんの協力 

藍住町商工会 
① 商工業関係の被害調査及び対策の指導 

② 被災商工業者に対する融資のあっせんの協力 

藍住町防犯推進委員協議会 
情報連絡、消火、救出救護、避難誘導等災害応急対策の実

施及び協力 

各自主防災組織 自主防災体制の強化確立及び近隣災害の応援措置 

消防団 
① 平常時の防災訓練等の実施 

② 災害の予防、警戒及び防御等消防活動 

防災団 
① 防災活動 

② 救助活動 

各郵便局 

郵便業務の確保及び郵便局の窓口業務の維持を図るとと

もに、次により災害特別事務取扱い、援護対策を実施する。 

① 被災者に対する郵便葉書等の無償交付 

② 被災者が差し出す郵便物の料金免除 

③ 被災地あて救助用郵便物の料金免除 

④ 被災者救助団体に対するお年玉付郵便葉書等に付加

される寄附金の配分 

板野郡医師会 

板野郡歯科医師会 

板野郡薬剤師会 

① 救護班の編成並びに医療及び助産の救護の実施 

② 遺体の検視、身元確認及び処理に関する協力 

土地改良区(富吉、中島用水、 

川口、井隈、藍園) 
たん水防排除施設の整備及び活動 

藍住町社会福祉協議会 
① ボランティア活動体制の整備 

② 被災生活困窮者に対する生活福祉資金の貸付 

その他社会文化事業団 被災者の救助等災害応急対策の協力 
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７ 自衛隊 

機 関 名 事 務 又 は 業 務 の 大 綱 

陸上自衛隊第 14 旅団 

自衛隊徳島地方協力本部 

① 災害派遣に必要な基礎資料の調査及び収集 

② 県・町が実施する防災訓練への協力 

③ 災害派遣の実施（被害状況の把握、避難の援助、避難

者の捜索救助、水防活動、消防活動、道路・水路の啓

開、応急医療救護及び防疫、通信支援、人員・物資の

緊急輸送、炊飯・給水及び入浴支援、宿泊支援、危険

物の保安及び除去） 
④ 災害救助のため、防衛省の管理に属する物品の無償貸

付及び譲与 

海上自衛隊徳島教育航空群 

海上自隊第 24航空隊 

① 情報収集 

② 防災訓練の共同実施 

③ 救援物資の空輸 

④ その他災害対策 
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第２章 災害予防 

第１節 防災知識の普及・啓発 
第１ 方 針 

災害による被害を最小限に止めるためには、行政の的確な対応はもとより、住民一人ひとりが日ご

ろから災害に対する認識を深め、「自らの身の安全は自らが守る（自助）」ことを基本認識とし、平常

時より防災についての備えを心がけるとともに、発災時には自らの身を守るよう行動することが重要

である。また、災害時には、「初期消火や近隣の負傷者、要配慮者を地域の人々が協力しあって助ける

こと（共助）」、避難場所での活動、あるいは「町などが行う防災活動（公助）」への協力など、防災へ

の寄与に努めることが求められる。 

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

役割を十分果たすとともに、相互の密接な連携・協働のもとに行う住民をあげての取り組みが重要で

あり、防災運動として、自主防災組織の組織化の促進と活動の活性化を図り、防災機関は、既存の自

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

識の高揚に努めるとともに、職員に対して災害の防止に必要な教育の徹底を図るものとする。 

この際、男女共同参画の視点を取り入れた防災体制の確立にも配慮するものとする。 

なお、防災関係機関の職員（以下「防災対策要員」という。）においては、住民の先頭に立って災害

対策を推進する必要があり、災害とその対策に関する深い知識と高い意識を身につけられるよう防災

教育活動を実践する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２ 内 容 

１ 一般住民に対する防災知識の普及・啓発 

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

紙に掲載するほか、防災マップ及び広報パンフレット等を適宜作成・配布するとともに、防災展の開

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

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

行動ができるよう、防災週間、防災とボランティア週間及び津波防災の日等、機会ある毎に、次によ

り防災知識の普及徹底を図るものとする。 

(1) 普及・啓発の内容 

ア 災害の知識 

(ｱ) 簡単な気象知識  

(ｲ) 災害に関する一般的知識 

(ｳ) 予報、注意報、警報、特別警報に関する知識 

(ｴ) 災害危険箇所 

(ｵ) 過去の主な被害事例 

防災知識の普及・啓発 

一般住民に対する防災知識の普及・啓発 

児童・生徒に対する防災教育 

町職員に対する防災教育 

防災団、自主防災組織、ボランティアに対する防災教育 

災害教訓の伝承 
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(ｶ) 県、町等の災害対策の現状（行政の対応には限界があること） 

(ｷ) 災害時における応急措置並びに心得 

(ｸ) 指定緊急避難場所、指定避難所、避難経路その他避難対策に関する知識 

(ｹ) 避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告、避難指示（緊急）の内容 

(ｺ) 津波浸水想定区域 

(ｻ) 洪水浸水想定区域 

(ｼ) 保険・共済等の生活再建に向けた事前の備え 

(ｽ) 町長（災害対策本部長）等が行う厳しい判断 

イ 平常時の心得 

(ｱ) 家族と避難先や連絡先の相談 

(ｲ) 防災訓練への参加 

(ｳ) 自主防災組織への加入 

(ｴ) 平素住民が実施しうる応急手当、３日分以上の食料、飲料水、携帯トイレ、トイレットペ

ーパー等の備蓄、非常持ち出し品（救急箱、懐中電灯、ラジオ、乾電池等）の準備 

(ｵ) 消火用具の準備 

(ｶ) 建物の補強、家具類の転倒・落下の防止 

(ｷ) ブロック塀等の点検補修 

ウ 災害発生時の心得 

(ｱ) まずわが身の安全の確保 

(ｲ) すばやく火の始末 

(ｳ) 非常脱出口の確保 

(ｴ) 火の始末（電気、ガスの元栓を閉鎖） 

(ｵ) 火が出たらまず消火 

(ｶ) 避難するときの注意点 

ａ あわてて屋外に飛び出さないこと 

ｂ 狭い路地、塀ぎわ、がけや川べりに近寄らないこと 

ｃ 避難は徒歩で、持ち物は最小限にすること 

ｄ みんなが協力しあって応急救護を行うこと 

ｅ 正しい情報をつかみ、的確な行動をとること 

(2) 普及・啓発の方法 

ア テレビ・ラジオ及び新聞の利用 

イ 広報紙・広報車の利用 

ウ 映画・ビデオ等による普及 

エ パンフレットの利用 

オ 防災マップの配布 

カ 講習会、講演会等の開催及び訓練の実施 

(ｱ) 講座の編成 

ａ 防災関係基礎知識 

ｂ 平常時の心得 

ｃ 災害発生時の心得 

ｄ 応急救護の基礎知識 

ｅ 災害対策映画の上映 
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(ｲ) 実習 

ａ 人工呼吸等応急処置の実習 

キ 町ホームページ 

ク イベント 

(3) 防災人材育成の取組 

町は、県が設置した徳島県防災人材育成センターを有効に活用し、次代をになう防災人材を育成

するとともに、学校における防災教育を総合的に支援する。 

(4) 実施時期 

普及内容により各種の防災週間・月間などの効果的な時期を選んで啓発等を行うものとする。 

ア 徳島県震災を考える日・防災の日   毎年９月１日 

イ 徳島県震災を考える週間・防災週間  毎年８月 30日から９月５日まで 

ウ 水防月間              毎年５月１日から５月 31日まで 

エ 土砂災害防止月間          毎年６月１日から６月 30日まで 

オ 防災とボランティアの日       毎年１月 17日 

カ 防災とボランティア週間       毎年１月 15日から１月 21日まで 

キ 津波防災の日            毎年 11月５日 

２ 児童・生徒に対する防災教育 

町は、児童生徒の発達段階、地域の実態等に応じ、学校教育を通じて、災害等に対する科学的知識

の習得、自主防災思想のかん養、災害予防措置及び避難の方法の習得に必要な防災教育を実施する。 

(1) 教科指導 

教科課程の中で災害等の種類、原因、過去の事例及び災害対策や発生時の心得等について取り上

げ、習得させる。 

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

うにする。 

(2) 防災訓練 

学校行事として防災訓練を実施し、災害発生時における危険を認識し、日常的な備えを行うとと

もに、自然災害等の危険に際して、自らの命を守り抜くため主体的に行動できるようにする。 

(3) 課外活動 

防災関係機関、防災施設、防災展等の見学を行う。 

３ 町職員に対する防災教育 

町は、災害時における職員の適正な防災対応能力を養い、町及び防災関係機関における防災体制の

確立と防災活動の円滑な実施を期するため、職員に対する防災教育の徹底を図る。 

また、町は関西広域連合が実施する専門的な研修を活用し、防災担当職員の災害対応能力の向上を

図る。 

(1) 研修会 

学識経験者及び関係機関の専門職員を講師として、災害の原因及び対策等についての専門知識を

習得させる。 

(2) 検討会 

災害時の業務分担の内容及びその処理方法について、関係各課が合同して確認及び検討を行う。 

(3) 視察、現地調査 

防災関係施設の視察等の現地調査を行い、町の現況を把握するとともに、問題点や課題等につい

ての対策を検討する。 
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４ 防災団、自主防災組織、ボランティアに対する防災教育 

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

主防災組織、ボランティアに対する防災教育、啓発に努める。 

(1) 講習会 

学識経験者及び関係機関の専門職員を講師として、地震・津波による災害の原因及び対策につい

ての専門知識を習得させる。また、阪神・淡路大震災や東日本大震災の教訓等を踏まえ、災害時の

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

(2) 藍住町地震・津波対策計画要約版の配布 

受講者にこの計画の要約版を配布し、この計画を周知させる。 

(3) 見学会等 

防災関係機関、防災施設、防災展等防災関係の催し等について見学をさせる。また、地震体験車等

により実際に地震を体験させる。 

５ 防災上重要な施設管理者に対する教育 

病院、スーパーマーケットなどの不特定多数の者が出入りする施設、危険物を取り扱う施設等防災

上重要な施設の管理者は、防災関係機関と協力して、防災訓練、安全講習会等を通じて、職員の防災

意識の高揚を図り、避難、出火防止、初期消火等災害時における的確な行動力を養い、自主防災体制

の整備を図る。 

６ 災害教訓の伝承 

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

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

きるよう公開に努める。 
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第２節 防災訓練 

第１ 方 針 

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

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

な訓練を定期的、継続的に実施する必要がある。 

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

がある。 

 
 
 
 
 
 

第２ 内 容 

１ 総合防災訓練 

(1) 県及び町は、防災機関相互の連携体制の強化を図り、併せて住民の防災意識の高揚を図ること

を目的として、関係機関等の参加と住民その他関係団体の協力を得て総合的な訓練を実施する。 

その訓練は、各種災害に対応するのはもとより、南海トラフ地震を想定した地震発生から津波来

襲までの円滑な津波避難訓練等も考慮して実施する。 

(2) 訓練種目 

ア 動員及び災害対策本部設置、運営 

イ 交通規制及び交通整理 

ウ 避難準備及び避難誘導、指定避難所の設置運営 

エ 救出・救助・応急医療 

オ 各種火災消火 

カ 道路復旧・障害物除去 

キ 緊急物資輸送 

ク 地震津波情報等災害情報の収集伝達 

ケ 流出油等防除 

コ 緊急地震速報対応訓練 

サ その他、震災時に起こりうる被害を想定し、幅広い種目について実施する。 

２ 広域合同防災訓練 

(1) 訓練の実施 

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

訓練は、大規模な地震の発生を想定し、阪神・淡路大震災や東日本大震災の教訓をもとに、防災

関係機関相互の連携体制の確立や住民一体となった実際的な訓練を実施することとし、現地対策本

部、広域応援体制、ボランティアの受入体制等の訓練を行う。 

(2) 訓練の内容 

ア 災害対策本部の設置及び運営 

イ 現地災害対策本部の設置運営 

ウ 各種火災消火及び広域消防応援体制の確立 

エ 救出・救助及び救護・応急医療並びにこれらの広域応援体制の確立 

防災訓練 

総合防災訓練 

広域合同防災訓練 

防災関係機関が実施する訓練計画 

防災団、自主防災組織、住民等の実践的な防災訓練 
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オ 避難準備及び避難誘導並びに指定避難所の機能確保と運営 

カ ボランティアの受入及び活用 

キ 緊急物資輸送 

ク 無線による被害情報の収集及び伝達 

３ 防災関係機関が実施する訓練計画 

(1) 町が実施する訓練 

ア 非常参集訓練 

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

集等職員の動員訓練を実施する。 

イ 通信連絡訓練 

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

り、各種事態を想定して訓練を実施する。 

ウ 消防訓練 

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

あり、火災防御技術等の訓練を実施する。 

エ 避難訓練 

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

導等の訓練を単独又は他の訓練とあわせて実施する。 

オ 各種救助訓練 

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

に行うために必要な訓練であり、単独又は他の訓練とあわせて実施する。 

(2) 保育所、幼稚園、学校、病院及び社会福祉施設における訓練 

町は、災害発生時の幼児、児童・生徒、傷病者、身体障がい者及び高齢者等の災害対応力の比較

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

避難訓練を中心とする防災訓練を実施するよう指導する。 

４ 防災団、自主防災組織、住民等の実践的な防災訓練 

(1) 訓練の必要性等の周知 

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

活動を実施していくことが重要であり、日ごろから実践的な防災訓練を実施し、災害時の行動に習

熟するとともに、関連する防災関係機関との連携を深めておく必要がある。 

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

ティア及び住民に周知させるものとする。 

(2) 事業所における実践的な防災訓練 

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

基づき避難訓練を定期的に実施するものとする。 

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

参加し、事業所の特性に応じて地域の防災対策行動に貢献することが望ましい。 

(3) 防災団、自主防災組織、ボランティア等における実践的な防災訓練 

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

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

訓練を実施することが望ましい。 

訓練種目としては、初期消火、通報、避難、応急救護及び高齢者、身体障がい者、傷病者などの
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要配慮者の安全確保の訓練等に加え、防災マップを利用した訓練、夜間避難訓練及び避難所体験訓

練等の実践的な訓練を行うものとする。 

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

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

する。 

(4) 一般住民の訓練 

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

際しては広く住民の参加を呼びかけるものとする。 

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

家庭においても日ごろから防災について話し合うなど高い防災意識を持つ必要がある。 
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第３節 緊急輸送体制の整備 

第１ 方 針 

人命の救助や生活物資・資機材等の広域な緊急輸送を行うため、緊急輸送路を指定・整備、緊急輸

送体制の整備等について定める。指定された緊急輸送路の管理者は、最新の国の耐震基準や国の点検

要領に基づき、耐震性の調査を行い、必要な整備を順次実施するとともに、被災箇所の優先復旧を図

るため、必要な資機材の確保等早期復旧のために必要な対策をあらかじめ検討しておくものとする。 

 
 
 
 

第２ 内 容 

１ 緊急輸送路の指定 

(1) 県が指定している緊急輸送路 

ア 第１次緊急輸送道路 

広域的な輸送に必要な主要幹線道路及び重要港湾・空港を接続する幹線道路 

町内を通る第１次緊急輸送道路 

路線名 区 間 

四国縦貫自動車道 

（徳島自動車道） 
徳島ＩＣ～井川池田ＩＣ～三好市 愛媛県境 

徳島引田線 国道 192号（徳島市）～板野インター線（板野町） 

イ 第２次緊急輸送道路 

県内の防災活動の重要拠点施設である、県庁、総合県民局、東部県土整備局、県警察、市町村

役場及び地域の医療拠点、広域避難場所等の主要な施設と第１次緊急輸送確保路線とを接続する

幹線道路 

町内を通る第２次緊急輸送道路 

路線名 区 間 

松茂吉野線 全線（松茂町～阿波市） 

徳島環状線 全線＜事業中＞ 

徳島北灘線 市道春日３丁目・不動線（徳島市）～松茂吉野線（藍住町） 

町道直道９号線 徳島引田線（藍住町）～町道 1095号線（板野町） 

ウ 第３次緊急輸送道路 

１次、２次路線を補完し、ネットワークを構築する路線 

(2) 町における輸送路の確保 

町においては、県指定の第１次、第２次輸送確保路線に繋がり、指定避難所等防災上重要な建物

とを結ぶ道路を優先的に業者に復旧を要請できるよう協定締結に努め、災害時の輸送路の確保を図

るものとする。また、緊急輸送路沿道の建築物等の耐震化を促進する。 

一級町道 

路線名 区 間 

町道江ノ口新居須線 乙瀬字北新田～徳命字新居須 

町道奥野富吉線 徳命字西張～富吉字富吉 

町道勝瑞中富線 住吉字若宮～奥野字乾 

町道竜池猪熊線 東中富字龍池傍示～奥野字猪熊 

町道竹ノ瀬板西線 富吉字須崎～富吉字岸ノ下 

緊急輸送体制の整備 

緊急輸送路の指定 

民間事業者との連携 

緊急通行車両の事前届出 



藍住町地域防災計画（共通対策編） 

21 

 
２ 民間事業者との連携 

(1) 町は、緊急輸送が円滑に実施されるよう、あらかじめ運送事業者等と協定を締結するなど体制

の整備を図る。 

(2) 町は、必要に応じ、緊急輸送に係る調整業務等への運送事業者等の参加、物資の輸送拠点にお

ける運送事業者等を主体とした業務の実施、物資の輸送拠点として運送事業者等の施設を活用す

るための体制整備を図る。 

３ 緊急通行車両の事前届出 

町は、警察本部が行う緊急通行車両の事前届出制度を、民間事業者等に対して当該制度の周知を行

うとともに、自らも積極的に利用するなど、その普及を図る。 
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第４節 自主防災組織の育成 
第１ 方 針 

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

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

っていくことが効果的であることから、自主防災組織の結成促進及び育成を図る必要がある。 

 
 
 
 
 
 
 
 

第２ 内 容 

１ 災害対策の役割分担 

(1) 住民の役割 自助： 「自らの身の安全は自ら守る」といった考え方に基づき、住民一人ひと

りが自分の命や生活を守る活動をいう。（各組織が自分の組織を守るため

の活動も含む。） 

(2) 地域の役割 共助： 地域連携による防災活動をいい、住民一人ひとりが隣人等と協力して地

域を守る活動をいう。（自治組織や民間組織が、住民や近隣組織と連携し

て地域の安全を守る活動も含む。） 

(3) 行政の役割 公助： 行政が実施主体となる防災対策で、自然災害に強い町土を実現する活動

をいう。 

２ 自主防災組織の育成等 

(1) 自主防災組織の意義 

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

た行政の力には限界があることが予想される。このため自主防災組織の結成促進及び育成を図るこ

とにより、住民自らが出火防止、初期消火、被害者の救出・救護、避難等の防災活動を自主的かつ

組織的に行い、もって各種災害を最小限に止め、災害の拡大を防止する。 

(2) 自主防災組織の結成促進 

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

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

への働きかけ及び支援を積極的に行う。育成強化する際には、障がい者、高齢者等の要配慮者や女

性の参画の促進に努める。 

ア 単 位 

自主防災組織は、既存のコミュニティ単位である自治会、町内会等ごとに結成することを目標

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

イ 支 援 

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

支援を行い、組織率の向上を図るものとする。 

 

自主防災組織の育成 

災害対策の役割分担 

自主防災組織の育成等 

地区防災計画の作成 

 
その他の地域防災活動の支援等 

関係団体との協調 
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(3) 自主防災組織の育成 

町は、自主防災組織の育成を図るため、必要な措置を講ずるものとする。 

ア 協力体制の整備 

自主防災組織の協力体制を整備するため、町内の自主防災組織の連絡協議会を設置し、自主防

災組織間の情報や意見交換を行う機会を設けるなど、組織間の連携体制の強化に努める。 

イ 活動支援 

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

実を図る。 

ウ リーダー養成 

自主防災組織のリーダーを養成するための教育、研修等を実施し、自主防災組織の活動を活性

化する。 

(4) 自主防災組織の編成 

ア 組 織 

自主防災組織は、災害対応組織の基本単位である町内会等がブロックごとに結成する実行組織

と、これら実行組織の集合体である統括組織（防災団）からなる。 

イ 実行組織 

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

を原則とするが、地域特性及び自治会等に属する世帯数等を考慮した防災活動に最も適した組織

とする。 

ウ 統括組織（防災団） 

統括組織（防災団）は、町内に７分団を結成し、防災活動に従事する活動班を置くことを原則

とするが、地域の歴史や地理的条件等にも配慮し、地域の実情に即した組織づくりを行う。 
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エ 実行組織の活動班 

活動班 
活 動 内 容 

平 常 時 災 害 時 

①消 火 班 消火器の使い方、消火訓練、火災予防 
出火防止対策、初期消火の活動、火災

の警戒 

②救出・救護班 
救出用資機材の調達と整備、救助技術の

習得、救出・救助訓練の実施 
救出・救護活動、防災機関への協力 

③情 報 班 
地震の基礎知識普及、巡回広報、情報収

集伝達訓練の実施 

情報の収集伝達、デマ防止、防災機関

への被害などの報告 

④避難誘導班 
集合場所、避難時（所）の安全点検、避

難訓練の実施 

避難の呼びかけ、避難人員の点呼、安

全な避難誘導 

⑤生 活 班 
非常時持出品準備の啓発、炊き出し用具

の確保と訓練、避難生活計画作成 

炊き出し、物資配分の協力、避難所生

活の調整、生活相談や心のケア 

⑥衛生救護班 
応急手当や衛生知識の普及、仮設便所の

対策検討 

応急救護の実施、重傷者の搬送、防疫

の協力、し尿対策などの報告 

⑦安全点検班 地域の巡回点検、危険物の調査 被災後の巡回、危険箇所の広報 

⑧清 掃 班 
ゴミ処理対策、がれき等廃棄物処理の検

討 
ごみの処理、避難路の障害物の除去 

⑨補 修 班 
家屋等の補修に必要な資機材と人員の

確保 
屋根の応急処置等 

 
オ 統括組織の活動班 

活動班 活 動 内 容 

①総 務 班 所属する実行組織の相互応援等の防災活動の調整を行う。 

②情 報 班 地域及び広域の災害情報の収集及び伝達を行う。 

③避難所運営班 指定避難所の自主的運営を行う。 
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(5) 自主防災組織の防災計画 

ア 平常時の活動 

 

イ 災害時の活動 

組 織 活 動 内 容 

実 行 組 織 

・地域災害情報の収集及び伝達 

・初期消火 

・救出・救護 

・避難誘導 

・給水給食及び生活必需品の配付 

・指定避難所の開設・運営 

統 括 組 織 

（ 防 災 団 ） 

・所属する実行組織との連絡調整 

・給水給食及び救援物資等の配分 

・自主的で秩序ある指定避難所の運営のために必要な町職員、学校職員、ボラ

ンティア等との連絡調整 

 

ウ 自主防災組織等のリーダー育成  

町は、自主防災組織の活動班のリーダーあるいは自治会等や婦人会、子ども会等の住民団体等

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

責任感及び実行力を有するリーダーを育成するものとする。 

エ 防災士の養成 

町は、防災士の資格取得に向けた支援を行う。 

オ 町職員の積極的参加 

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

的に参加するものとする。 

カ 自主防災資機材の整備 

各実行組織ごとにジャッキ、丸形スコップ、テコバール、替刃式折込ノコ、布バケツ等の簡易

救助用資機材を整備するよう努めるものとする。 

キ 自主防災資機材の管理 

各実行組織ごとに整備する資機材の管理は各実行組織で行うものとする。 

 

組 織 活 動 内 容 

実 行 組 織 

・防災意識の啓発 

・防災知識の普及 

・防災資機材の管理 

・防災訓練 

統 括 組 織 

（ 防 災 団 ） 

・所属する実行組織との連絡調整 

・婦人会、子ども会、ＰＴＡ及びボランティア団体等の住民団体並びに社会福

祉施設及び事業者等との間に地域の防災活動の連携を目的としたネットワー

クづくりを行う。 
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３ 地区防災計画の作成 

町は、地域住民が効果的な防災活動を行えるよう、自主防災組織等により、次の項目についての理

解しやすい地区防災計画の作成を指導し、配布するものとする。 

(1) 平常時の活動 

ア 日ごろの備え及び災害時の的確な行動等の防災知識の普及 

イ 情報の収集・伝達、初期消火、救出・救護、避難等の防災訓練 

ウ 初期消火、救出・救護用の防災資機材等の備蓄・管理 

エ 家庭及び地域における防災点検 

オ 地域における避難行動要支援者の把握 

カ 危険な場所、避難場所、指定緊急避難経路及び避難方法の情報を掲載した地図の作成及び住

民等への周知 

(2) 災害時の活動 

ア 正確な情報の収集及び伝達 

イ 出火防止、初期消火の実施 

ウ 避難行動要支援者の把握 

エ 避難行動要支援者の避難支援 

オ 救出・救護の実施 

カ 炊き出し等の給食及び給水の実施及び協力 

キ 救援物資の配分及び配付並びに避難所の運営及びそれらに係る協力 

４ その他の地域防災活動の支援等 

町は、地域コミュニティを住民防災運動の最も重要な啓発対象と捉え、自主防災組織はもとより、

未組織の地域住民や企業に対しても、防災教育の普及に努め、地域コミュニティ構成員が自助・共助

の精神を基本として主体的に地域活動に参加し、ボランティアや地域の各種団体等とネットワークを

つくり、その連携の中で自主的な防災活動ができるよう、指導助言など支援に努める。 

５ 関係団体との協調 

自主防災組織は、災害発生時に協力・連携が取れるよう、総務課や消防機関等との連携体制及び協

力体制の確立に努めるものとする。 
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第５節 消防団を中核とした地域の防災体制 

第１ 方 針 

地域防災力の充実強化は、地域に密着し、災害が発生した場合に地域で即時に対応することができ

る消防機関である消防団がその中核的な役割を果たす。そのため、消防団の強化を図るとともに、住

民の防災に関する意識を高め、自発的な防災活動への参加を促進すること、自主防災組織等の活動を

活性化すること等により、地域における防災体制の強化を図ることを旨として、行われなければなら

ない。 

そのため、消防団の活動能力の向上を図るため、団員確保等の体制整備、教育訓練及び活動環境の

整備を行う。また、消防団を中核とした地域の防災体制づくりを進める。 

 

第２ 内 容 

１ 体制整備 

(1) 消防団は、地域社会における消防防災の中核として、重要な役割を果たしている。地域住民の

消防団活動に対する理解を促し、消防団員の員数確保、地域社会における消防団への協力体制の

確保等を図る。 

(2) 青年層・女性層の消防団への参加を促進する等により、消防団員の確保を図る。 

２ 教育訓練 

消防団員の消防活動技術の向上を図るとともに、平常時の住民に対する防災啓発や訓練指導の活動

が増加していることから、指導者としての力量を高める教育を行う。 

３ 環境整備 

消防団の施設及び消防車、資機材等の整備を行い、活動環境の充実に努める。 

４ 住民に対する消防団活動の周知 

町広報誌等を活用し、消防団活動の周知を図る。 

５ 自主防災組織等との連携 

消防団員は地域の防災リーダー及びコーディネーターとして、地域の自主防災組織の育成、避難訓

練の実施等について指導的役割を果たす。 
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第６節 ボランティア受入体制の整備 

第１ 方 針 

災害時におけるボランティア活動は、被災者の生活の安定と再建を図る上で重要な役割を担うもの

である。このため、災害発生時にボランティア活動が効果的に行えるよう、平常時からボランティア

団体等との連携協力関係を構築しておくとともに、災害時にそのマンパワーを有効に活用できるよう

受入体制や活動環境の整備を積極的に行うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

第２ 内 容 

１ ボランティア活動の普及及び啓発 

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

を確保するため、ボランティアコーディネーターやリーダーの養成、情報ネットワーク体制の整備、

研修会の開催、災害時におけるボランティア活動の調整、ボランティア活動拠点の確保、防災訓練の

実施等により体制づくりを推進するとともに、住民や事業所に対するボランティア活動の普及・啓発

に努めるものとする。 

２ ボランティア団体との連携 

町及び藍住町社会福祉協議会は、平常時から徳島県災害ボランティア連絡会（日本赤十字社徳島県

支部、社会福祉協議会やボランティア団体等）、ボランティア関連団体、企業、大学等とのネットワー

クや社会貢献活動、地域活動を行っている団体等とのネットワークを形成し、災害時における協力体

制を構築しておくものとする。 

３ ボランティア受入体制等の整備 

町は、ＮＰＯ法人やボランティアグループだけでなく、組織化されていないボランティアが円滑な

支援活動を行うことができるよう、受け入れ体制整備に努め、災害時受援計画の策定を推進する。 

このため、町は、ボランティアコーディネーターやリーダーの養成、情報ネットワーク体制の整備、

研修会の開催、災害時におけるボランティア活動の整備、ボランティア活動拠点の確保、防災訓練の

実施等により体制づくりを推進する。 

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

防災ボランティア登録制度を創設する。 

(1) 活動拠点の整備 

町は、災害発生時においてボランティア活動の拠点となる「災害ボランティア支援センター」を

藍住町社会福祉協議会に設置するものとし、平常時から拠点整備に努めるとともに、情報通信手段

となる災害時優先電話、無線機、ＦＡＸ、パソコン等の資機材の整備を進めておくものとする。 

(2) ボランティア活動時における保険制度の整備 

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

うものとする。 

(3) 防災ボランティア登録制度の創設等 

ア 登録対象者 

ボランティア受入体制の整備 

ボランティア活動の普及及び啓発 

ボランティア団体との連携 

ボランティア受入体制等の整備 

専門ボランティアの活動への支援 
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(ｱ) 町内に在住又は勤務する個人又は団体 

(ｲ) 町内に活動拠点を有する個人又は団体 

イ 活動内容等  

(ｱ) 一般ボランティア 

特別な資格を必要としない次のような活動を行う。 

・ 炊き出し 

・ 清掃 

・ 救援物資の管理及び配付 

・ 被災者の生活支援や話し相手 

・ 専門ボランティアの補助等 

(ｲ) 専門ボランティア 

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

動を行う。 

・ 災害時に行う建物や宅地の危険度判定 

・ アマチュア無線等による情報の収集及び伝達 

・ インターネット等による災害、安否、生活情報等の収集及び伝達 

・ 特殊車両による救援 

・ 救急救護 

・ メンタルケア 

・ 介護 

・ 通訳・手話等 

(ｳ) ボランティアコーディネーター 

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

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

ーの育成を図る。 

４ 専門ボランティアの活動への支援 

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

活動体制の整備に努める。 
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第７節 企業防災の促進 

第１ 方 針 

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

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

る。 

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

に、町は、防災体制の整備、防災訓練の実施、事業所の耐震化・耐浪化、予想被害からの復旧計画の

策定、各計画の点検・見直し、燃料、電力等重要なライフラインの供給不足への対応、取引先とのサ

プライチェーン確保等の事業継続上の取組みを継続的に実施するなど、企業が行う防災活動の推進に

努めるものとする。 

 
 
 
 
 

第２ 内 容 

１ 周知・啓発 

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

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

２ 防災力向上の推進 

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

に地域活動に参加することが求められる。 

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

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

構築し、その連携の中で自主的な防災活動が行えるよう、指導・助言などの支援に努めるものとする。 

また、企業は、地震発生時における施設の利用者等の安全確保や機械停止等による被害防止を図る

ため、緊急地震速報受信装置等の積極的活用を図るように努めるものとする。 

 

  

企業防災の促進 

周知・啓発 

防災力向上の推進 
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第８節 避難行動要支援者への支援対策の充実 

第１ 方 針 

災害発生時には、高齢者、疾病者、障がい者、妊産婦、乳幼児、外国人など災害対応能力の弱い要

配慮者への十分な支援が必要となる。 

要配慮者は、自力による避難が困難であったり、災害情報の伝達に配慮すべき点があることなどか

ら、浸水や土砂災害等の情報伝達や避難対策などが重要となる。 

このため、次により各種対策を実施し、災害時の避難行動要支援者に対する安全確保を図るものと

する。その際、災害時における避難行動要支援者の特性に十分配慮するとともに、男女のニーズの違

い等男女双方の視点に十分配慮するよう努めるものとする。 

 

 
 

第２ 内 容 

１ 避難行動要支援者への支援体制の確保 

(1) 避難行動要支援者支援マニュアルの作成 

町は、県の協力を得て「避難行動要支援者支援（災害時要援護者支援対策）マニュアル」の作成

を推進する。 

(2) 避難行動要支援者に関する情報の把握・共有 

町は、福祉担当部局と連携のもと、要配慮者を適切に避難誘導し、安否確認を行うため、民生・

児童委員、自主防災組織等の協力を得ながら、平常時より要配慮者に関する情報を把握・共有する。 

また、要介護状態や障がい等の理由により、在宅等で発災前から発災時の避難行動に支援が必要

な避難行動要支援者の避難支援を行うために、名簿（以下「避難行動要支援者名簿」という。）を

作成する。 

この避難行動要支援者名簿は、避難行動要支援者本人からの同意を得て、災害時に避難行動要支

援者の避難を支援する「避難支援等関係者」に平常時から情報を提供するものである。 

また、災害が発生、発生の恐れが生じた場合には、町は本人の同意の有無に関わらず、名簿情報

を避難支援等関係者及びその他の者に提供する。 

(3) 支援体制の整備 

町は、事前に把握した避難行動要支援者の情報をもとに、安否確認や避難誘導、指定避難所での支

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

り、必要な支援体制の整備に努める。 

(4) 福祉避難所 

町は、社会福祉施設等の管理者との協議により、避難行動要支援者が相談や介助・医療的ケアな

どの必要な生活支援が受けられ、安心して生活ができる福祉避難所（二次的な避難施設）の事前の

指定に努める。 

避難行動要支援者への支援対策の充実 

避難行動要支援者への支援体制の確保 

社会福祉施設対策 

在宅要配慮者への防災対策 

 
外国人への防災対策 

 
避難行動要支援者対策 



藍住町地域防災計画（共通対策編） 

32 

 

２ 社会福祉施設対策 

(1) 社会福祉施設の安全確保等 

社会福祉施設等の利用者の大半は、寝たきり高齢者や障がい者、傷病者等の要配慮者であること

から、施設管理者は、施設自体の震災に対する安全性を高めるために耐震性の確保に配慮するとと

もに、地盤災害等の立地条件を踏まえた対策を講じるものとする。 

また、災害時において消防機関等への早期通報が可能な非常通報装置等の設置についても、促進

を図るものとする。 

さらに、スプリンクラーについては、設置義務のない施設についても必要に応じ設置に努めるも

のとする。 

また、町は、地震、津波対策事業を強力に実施するとともに、浸水想定区域等に存在する社会福

祉施設等の安全確保のため、危険性について、施設管理者への周知、講習会の推進などに配慮する。 

(2) 防災組織の整備 

社会福祉施設等の管理者は、各種調査結果などを踏まえて、震災発生時における迅速かつ的確な

対応を行うため、あらかじめ自衛防災組織を整え、施設職員の任務分担、動員計画、緊急連絡体制

を明確化するものとする。 

また、必要に応じ、関係機関との連携のもと、施設相互間並びに地域住民、自主防災組織等との

平常時からの連携を密にし、利用者の実態に応じた協力が得られる体制作りに努めるものとする。 

(3) 防災教育・防災訓練の充実 

社会福祉施設等の管理者は、施設の職員等が、防災に関する基礎的な知識や災害時に取るべき行

動等についての理解・関心を高めるための防災教育を実施するとともに、災害時の切迫した状況下

においても、適切な行動が取れるよう、あらかじめ災害時における避難計画を策定し、各々の施設

の構造や利用者の実態に応じた防災訓練を定期的に実施するものとする。 

特に自力避難が困難な者等が利用している施設にあっては、居室の配置に配慮するとともに、夜

間を想定した防災訓練や地域の特性に配慮した防災訓練などについても実施するものとする。 

(4) 防災備品の整備 

社会福祉施設等の管理者は、災害に備え、食料、生活必需品、防災資機材等の備蓄に努めるもの

とする。 

３ 在宅要配慮者への防災対策 

(1) 防災知識の普及・啓発及び訓練の実施 

町は、要配慮者及びその関係者に対して、広報紙、パンフレット等の配布を行い、地震災害に関

する基礎知識の普及・啓発に努めるものとする。 

また、地域における防災訓練への参加の呼びかけ、実地訓練を体験させるとともに、住民に対し

ても要配慮者の救助・救援に関する訓練を実施するものとする。 

(2) 避難誘導・救出・救護体制の確立 

町は、要配慮者を適切に避難誘導・救出・救護するため、県が作成した「避難行動要支援者支援

（災害時要援護者支援対策）マニュアル」により、平常時より自主防災組織や民生・児童委員等と

連携して要配慮者の情報（所在、家族構成、緊急連絡先、日常生活の自立度等）や状況を把握し、

その名簿を整理するなど、実態把握に努める。 

なお、把握した情報については、個人情報等の保護に十分配慮しつつ、福祉事務所及び保健所等

の関係機関において共有するとともに、支援の必要性の高い者から優先的、重点的に、各要配慮者

の個別避難支援プラン策定に努める。 
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また、町は、より一層の防災知識の普及・啓発を図り、住民全体で防災に取り組む土壌の育成に

努めるとともに、町内会、自治会等を中心とした自主防災組織の育成について促進を図るものとす

る。 

また、震災時におけるひとり暮らし高齢者等の安全確保のため、必要に応じて緊急通報システム

の整備に努めるものとする。 

（要配慮者利用施設…別添資料編として整理） 

(3) 的確な情報伝達 

町は、要配慮者に対し正確かつ迅速に情報提供を行うため、個々の要配慮者にとり適切な伝達手

段を検討し、民生・児童委員や地域住民等の連携による伝達など、多様な手段の整備に努めるもの

とする。 

４ 外国人への防災対策 

(1) 外国人の所在の把握 

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

て外国人登録の推進を図り、外国人の人数や所在の把握に努めるものとする。 

(2) 防災基盤の整備 

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

外国人にもわかりやすい案内板の設置を進めるものとする。 

(3) 防災知識の普及啓発及び訓練の実施 

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

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

とする。 

(4) 防災訓練の実施 

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

外国人を含めた防災訓練を積極的に実施するものとする。 

(5) 通訳・翻訳ボランティアの確保 

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

ンティアなどの確保を進めるものとする。 

５ 避難行動要支援者対策 

要配慮者を、発災前から避難後の生活までの段階に区分し、時間軸に沿って要配慮者について整理

すると、 

① 発災前から要介護状態や障がい等の理由により、発災時の避難行動に支援が必要な者 

② 避難途中に障がい等を負い、避難支援が必要となった者 

③ 避難後に指定避難所等での生活に支援が必要となった者 

となる。このうち、在宅等で①に該当する者を「避難行動要支援者」という。 

 
(1) 避難支援等関係者となる者 

避難行動要支援者の避難を支援する者で、消防署、消防団、防災団、警察、民生・児童委員、社会

福祉協議会、自主防災組織を避難支援等関係者とする。 

(2) 避難行動要支援名簿に記載する者の範囲 

町では、「避難行動要支援者」は、以下の条件を有する在宅等の者とする。 

ただし、避難支援等関係者が、客観的にみて、支援が必要ないと判断される場合は、避難行動要

支援者としない。 
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ア 要介護認定３～５を受けている者 

イ 身体障害者手帳１・２級（総合等級）の第１種を所持する身体障がい者（心臓、じん臓機能

障がいのみで該当するものは除く） 

ウ 療育手帳Ａを所持する知的障がい者 

エ 精神障がい者保健福祉手帳１・２級を所持する者で単身世帯の者 

オ 日常生活に支援が必要な難病患者 

カ 上記以外で町が支援の必要を認めた者 

上記ア～ウ及びカのうち、生活の基盤が自宅にあり、かつ単身世帯、高齢者のみ世帯、障がい者

のみ世帯及び高齢者・障がい者世帯に属する者を「避難行動要支援者」とし、他は「情報伝達要支

援者」として、名簿に登載する。 

避難行動要支援者名簿には、避難行動要支援者に関する下記の事項を記載し、又は記録するもの

とする。 

①氏名、②生年月日、③性別、④住所又は居所、⑤電話番号その他の連絡先、⑥避難支援等を必

要とする事由、⑦前各号に揚げるもののほか、避難支援等の実施に関し町長が必要と認める事項 

避難行動要支援者名簿は、災害による停電等を考慮し、電子媒体での管理に加え、紙媒体でも最

新の情報を保管しておくこととする。 

(3) 避難行動要支援名簿作成に必要な個人情報及び入手方法 

町において、避難行動要支援者名簿を作成するに当たり、避難行動要支援者に該当する者を把握

するため、町の関係部署で把握している情報の集約に努める。 

また、町が把握していない情報（例えば、難病患者に係る情報等）の取得が避難行動要支援名簿

の作成に必要と認められる時は、県知事その他の者に対して、情報提供を求める。なお、情報提供

の依頼及び提供に際しては、災害対策基本法に基づく依頼又は提供であることを、書面をもって明

確にする。 

(4) 避難行動要支援者名簿の更新に関する事項 

避難行動要支援者の状況は常に変化しうることから、避難行動要支援者の把握に努め、避難行動

要支援者名簿を更新する機関や仕組みを構築し、名簿情報を最新の状態に保つこととする。 

(5) 避難行動要支援者名簿の提供に際し、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

ずる措置 

町は、平常時に避難支援等関係者に対して、避難行動要支援者名簿の提供に際し、情報漏えいを

防止するために以下の措置を講ずる。 

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

提供すること 

イ 災害対策基本法に基づき、避難支援等関係者個人に守秘義務が課せられることを十分に説明

すること 

ウ 施錠可能な場所へ避難行動要支援者名簿を保管するように指導すること 

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

オ 避難行動要支援者名簿の提供先が個人ではなく団体の場合、その団体内で避難行動要支援者

名簿を取扱う者を限定するように指導すること 

カ 名簿情報の取扱状況を報告させること 

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

(6) 避難行動要支援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 

避難行動要支援者が円滑に避難するため、又は、避難支援等関係者が避難行動要支援者名簿を活
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用して着実な情報伝達及び早い段階での避難行動を促進できるように、通知又は警告の発令及び伝

達に当たっては、以下の事項を配慮する。 

ア 高齢者や障がい者等にも分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

ようにすること 

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

ウ 高齢者や障がい者等に合った必要な情報を選んで流すこと 

エ 外国人に対する情報提供の方法について検討すること 

(7) 避難支援等関係者の安全確保 

避難支援等関係者は避難行動要支援者の避難を支援するが、支援者本人や支援者の家族等の生命、

身体を守ることが大前提となる。 

(8) 地域住民による支援 

自主防災組織などで避難行動要支援者とともに避難する計画を検討する。 

(9) 町における支援体制の確立 

災害発生時の避難支援は、迅速に避難できるよう、避難準備・高齢者等避難開始の伝達を行うな

ど、町があらかじめ定めたマニュアル・計画に沿った避難支援を行う。 

災害発生時の避難誘導、安否確認及び救出については、避難行動要支援者を速やかに避難誘導し、

安否確認を行うため、地域住民、自主防災組織、民生・児童委員、介護保険事業者、障害福祉サー

ビス事業者、ボランティアなど多様な主体と連携して、消防団を中心とした情報伝達体制の整備、

要配慮者に関する情報の把握を行う。そのため、避難支援計画等の避難誘導体制の整備に努めるも

のとする。また、消防本部や警察と連携して避難誘導や救出の体制を整備する。 

長期の避難については、指定避難所の設備の整備や応急仮設住宅への入居などについて、要配慮

者に配慮した計画を策定する。 
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第９節 帰宅困難者等対策 

第１ 方 針 

災害時には、多数の旅行者や、遠距離通勤者等が帰宅困難となるおそれがあり、避難及び帰宅の支

援を行う必要がある。町は、こうした人々に対して適切に情報を提供できるよう努める。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

第２ 内 容 

１ 町民への啓発 

町民が他の地域で帰宅困難者になることも想定し、町民に対して「むやみに移動を開始しない」と

いう基本原則の周知徹底を図るとともに、安否確認手段、帰宅困難となった場合の指定緊急避難場所、

関西広域連合の共同事業である「災害時帰宅困難者支援ステーション」等の対応策について普及啓発

に努めるものとする。 

２ 企業等への普及啓発 

企業等に対して従業員等を一定期間事業所内に留めおくことができるよう、必要な物資の備蓄等の

促進について、普及啓発に努めるものとする。 

３ 安否確認手段の支援 

災害時の家族等の安否確認のためのシステム（災害用伝言ダイヤル「171」、災害用伝言板「Web171」、

携帯電話の「災害用伝言板」、すだちくんメール（徳島県が構築した災害時の安否確認サービス）等）

について、普及啓発に努めるものとする。 

４ 災害時帰宅困難者支援ステーションの確保に対する周知及び協力 

町及び事業者は、県が行っている「災害時帰宅困難者支援ステーション」の確保に対して、協力す

るものとする。 

※災害時帰宅困難者支援ステーションは、大規模災害が発生し、交通が途絶えた場合に、帰宅困

難者支援「協力店」のステッカーを表示し、災害時帰宅困難者の利便性の向上を図るとともに、

帰宅困難者に対し、次のような支援を可能な範囲で行う。 

(1) テレビやラジオ等で収集した被災情報の提供 

(2) 水道水の提供 

(3) トイレの提供 

(4) 休息スペースの提供 

(5) 地域の指定避難所情報の提供 

(6) 防災マップ情報の提供 

５ 帰宅困難者への情報提供体制の整備 

町は、帰宅困難者に対し必要に応じて指定避難所等の滞在場所の提供を行い、必要な情報を提供す

る。また、インターネットによる情報の提供を行う。 

  

帰宅困難者等対策 

町民への啓発 
企業等への普及啓発 
安否確認手段の支援 
災害時帰宅困難者支援ステーションの 
確保に対する周知及び協力 
帰宅困難者への情報提供体制の整備 
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第１０節 広域応援・受援体制の整備 
第１ 方 針 

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

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

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

 

 
 
 
 
 
 

 
第２ 内 容 

１ 応援要請・応援受入体制の整備 

(1) 町は、応援要請があった場合に速やかな応援を実施できるよう、派遣職員の編成、携行資機材、

使用車両、応援の手順等について事前に準備する。 

(2) 町は、円滑に他の市町村、県、防災関係機関等から応援を受けることができるよう、受援に関

する連絡・要請手順、応援機関の活動拠点等について事前に準備する。 

(3) 町は、大規模災害時には、受援の司令塔となる災害対策本部内に受援担当課（総務課）を設置

する。 

(4) 町は、具体的な受援体制を構築するため、「災害時受援計画」の策定を推進する。 

２ 市町村間相互応援協定の拡充 

町は、「徳島県及び市町村の災害時相互応援協定」に基づき、必要な情報の共有を図るとともに、応

援に必要な条件整備に努めるものとする。 

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

相互応援協定の締結をするなど、広域応援体制の拡充に努めるものとする。 

また、既に締結している協定については、その内容を常に検討し、新たな災害で得た教訓や社会環

境への変化を反映させるとともに、その内容の具体化に努めるものとする。 

３ 消防機関の相互応援 

(1) 消防広域応援体制の強化 

地震等の大規模災害の発生に対し、各消防機関の消防力の広域的な運用を行い、これらの災害に

対応できるよう、既に全消防機関の間で締結されている「徳島県広域消防相互応援協定」及び「徳

島県市町村消防相互応援協定」を踏まえ、消防広域応援基本計画の策定、派遣要請システムの整備、

代表消防機関の設置、応援情報リストの整備等消防広域応援体制の強化を図るとともに、実践的な

訓練等を通じて、人命救助活動等の支援体制の整備又は確立に努める。 

(2) 応援要請体制の整備 

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

職員への周知徹底を図るものとする。 

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

交換等を実施するものとする。 

ア 隣接市町村 

広域応援・受援体制の整備 

応援要請・応援受入体制の整備 

市町村間相互応援協定の拡充 

消防機関の相互応援 

他市町村応援活動体制の整備 
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次に掲げる事項について、口頭又は電話等をもって要請し、後日文書によりあらためて処理す

るものとする。 

(ｱ) 災害の状況及び応援を求める理由 

(ｲ) 応援を希望する機関名 

(ｳ) 応援を希望する人員、物資等 

(ｴ) 応援を必要とする場所及び期間 

(ｵ) 応援を必要とする活動内容 

(ｶ) その他必要な事項 

イ 応援要請の連絡方法 

(ｱ) 応援要請は口頭又は電話により行う。 

(ｲ) 応援要請後、(3)のイで定める活動計画をＦＡＸにより送付する。 

(ｳ) 文書による応援要請は、災害による混乱が収拾した後に行う。 

(3) 受援体制の整備 

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

の周知徹底を図るものとする。 

なお、受援体制の主な内容は次のとおりとし、これ以外の事項については臨機応変に対処するも

のとする。 

ア 応援要請及び応援活動の記録 

(ｱ) 応援の要請先、要請日時、要請内容 

(ｲ) 回答先、回答日時、回答内容 

(ｳ) 応援部隊の到着日時、人員、責任者の氏名・連絡先 

(ｴ) 活動（滞在）期間、自立度（食料、飲料水、宿舎） 

(ｵ) 搬入物資の内容・量・返却義務の有無 

(ｶ) 応援活動実績記録（事故等の記録を含む） 

(ｷ) 撤収日時 

イ 応援部隊の活動計画の作成 

要請した応援部隊について、いつから、どこで、何を、いつまで応援活動を要請するのか等を

整理した応援部隊の活動計画を作成する。 

ウ 食料、飲料水、宿舎等の準備 

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

最小限の食糧、飲料水、宿舎、待機場所、駐車場等を準備する。 

エ 藍住町災害時受援計画の策定の推進 

他市町村からの多人数の応援部隊の受入れを円滑に行うため、「藍住町災害時受援計画」の策定

を推進する。 

４ 他市町村応援活動体制の整備 

(1) 応援体制の整備 

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

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

ア 支援対策本部の設置及び運営 

イ 派遣部隊の編成及び派遣 

ウ 携帯資機材の調達及び運搬 

エ 応援活動の作業手順等 
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(2) 応援にあたっての留意事項 

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

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

（災害時における協定一覧…別添資料編として整理） 
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第１１節 情報通信機器・施設の運用・管理 

第１ 方 針 

大規模な地震が発生した場合、多種多様かつ多量な災害情報が発生するなかで、町及び防災関係機

関は緊密な連携のもとに被害状況を把握、伝達し、的確かつ迅速に応急対策を実施するとともに、避

難者等に対しては適切な広報活動を行い、災害による社会的混乱を最小限に防止する必要がある。 

このためには、迅速かつ的確な情報の収集及び伝達が不可欠であるので、町及び防災関係機関は、

最新の情報通信技術を適用した情報通信ネットワークを整備する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

第２ 内 容 

１ 情報通信体制の整備 

(1) 総合情報収集体制の整備 

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

等、情報収集体制を整備するとともに、被害状況捕捉システムを確立するなど、情報収集機能の向

上に努めるものとする。 

(2) 情報連絡体制の整備 

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

報伝達体制を整備するものとする。 

ア 指定電話及び情報連絡担当者 

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

定め、情報連絡窓口を一本化するものとする。 

イ 町の情報連絡体制 

町の災害に係る情報連絡体制は次のとおりとする。 

(ｱ) 災害対策本部が設置されていない場合 

町総務課 （電話 088－637－3111） 

(ｲ) 災害対策本部が設置された場合 

町災害対策本部 （電話 088－637－3111） 

ウ 災害時優先電話の使用 

町及び防災関係機関は災害発生時における有線電話の異常輻輳により一般通話が制限される可

能性があることから、災害情報の収集及び伝達を円滑にするため「非常通話」、「非常電報」に加

入申込及び更新を行っておくものとする。 

また、町及び西日本電信電話株式会社徳島支店は、有線電話の異常輻輳による通信不能の事態

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

ておくものとする。 

エ 通信手段の多様化 

町及び防災関係機関は、通信手段の途絶に備え、総合情報通信ネットワークシステム、アマチ

ュア無線、携帯電話メール（緊急速報メール）、タクシー等の業務無線等、各種の通信手段が利用

情報通信機器・施設の運用・管理 

情報通信体制の整備 

防災情報システムの整備・充実 

緊急速報メールの活用 

各種データの整備保全 
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できるような体制の整備に努めるものとする。 

オ 全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）による情報伝達体制等の整備 

町は、特別警報や緊急地震速報の迅速な伝達のため、全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）

による伝達体制及び通信施設、設備の充実を図る。 

町及び放送事業者等は、受信した緊急地震速報を町防災行政無線等により住民等へ伝達する。 

（同報系防災行政無線子局設置場所、移動系防災行政無線機設置場所…別添資料編として整理） 

 

 

(3) 広報体制の整備 

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

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

向上に努めるものとする。 

２ 防災情報システムの整備・充実 

(1) 総合防災情報システムの整備・充実 

町は、被害情報の集計・分析やインターネット等に活用するため、コンピュータ等情報関連機器

の整備に努めるものとする。 

また、気象情報や災害情報など総合的な防災情報等が共有できる災害時情報共有システム（Ｌア

ラート）を含む総合情報通信ネットワークシステムを活用するとともに、防災関連情報のデータベ

ース化を図るなど、機能充実に努めるものとする。 

(2) 防災情報システムの耐震化 

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

る。 

ア 無停電電源装置の導入 

イ 防災関連システムのコンピュータ設置への免震床の導入 

ウ 主要機器のシステムの二重化 

(3) 防災行政無線のデジタル化 

町は、同報系防災行政無線システムのデジタル化を実施し、地域住民への防災情報伝達手段の多

重化に対応できるよう整備を進める。 

３ 緊急速報メールの活用 

町は、住民に災害情報を伝達するため、県と協力して携帯電話の緊急速報メールの活用を進めるも

のとする。 

４ 各種データの整備保全 

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

籍、建築物、権利関係、施設、地下埋没物等情報及び測量図面、情報図面等データの整備保存並びに

バックアップ体制の整備）をしておくものとする。 
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第１２節 防災拠点施設等の整備 

第１ 方 針 

町は、それぞれの機関の防災中枢機能を果たす施設、設備の充実及び災害に対する安全性の確保、

総合的な防災機能を有する拠点・街区の整備、推進に努めるとともに、保有する施設、設備について、

代替エネルギーシステムの活用を含め自家発電設備等の整備を図り、十分な期間の発電が可能となる

よう燃料の備蓄等に努める。 

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

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

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

 

 

 

第２ 内 容 

１ 地域の拠点となる指定避難所の整備・選定 

町は、周辺の指定避難所が被災した場合の代替施設や物資の集配拠点等として、一定の地域をカバ

ー（支援）する地域の拠点となる指定避難所（以下「拠点避難所」という。）について、県が「拠点避

難所」として整備する県立学校等や、町自らが整備する指定避難所を「拠点避難所」として選定して

おくものとする。 

(1) 「拠点避難所」のカバーする地域 

地域や他の指定避難所の実情を踏まえ、「拠点避難所」がカバーする地域を定める。 

(2) 「拠点避難所」として有すべき機能 

ア 建物の耐震化、ＬＥＤ太陽光照明灯など施設の安全性を確保 

イ 雨水タンク、防災井戸、太陽光発電装置などライフラインの整備 

ウ 簡易トイレ、炊き出し用資材、テント、ヘリポートなど避難生活等に必要な資機材等 

（指定避難所一覧…別添資料編として整理） 

 

  

防災拠点施設等の整備 地域の拠点となる指定避難所の整備・選定 
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第１３節 物資等の備蓄体制の整備 
第１ 方 針 

大規模災害発生時には、多くのり災者に対する防災機関の対応能力にはおのずと限界があり、全て

の被災者に対して迅速な対応は期待できない。住民は家庭や地域レベルで日常から防災の意識を高め、

災害時には「自らの命は自らが守る」ことを基本理念として、災害発生後救援体制が立ち上がるまで

の間は、住民は自らの生活維持をしていくため、食料・水及び最低限の非常用生活物資３日分の確保

に努めることが必要である。このため町は自ら備蓄することの必要性を住民に周知徹底するものとす

る。 

一方で、町は、家屋倒壊等で備蓄物資の確保ができなかったり災者等のために飲料水や食料、生活

必需品などの供給を行うなど地域住民の生活に密接した物資の確保を行う義務がある。 

したがって、町の特性から必要量を算定し物資の備蓄・確保に努めるものとする。 

さらに、それぞれの防災関係機関は、地震が発生した場合において、本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、必要な資機材の点検、整備及び配備等の準備を行うもの

とし、具体的な措置内容は、県と県内市町村とで構成する「災害時相互応援連絡協議会」において定

める「南海トラフ地震等に対応した備蓄方針」に基づき、関係機関ごとに定めておくものとする。 

町では、備蓄倉庫を設置し、必要な物資等の備蓄に努めるものとする。 

 

 

 

 

 

第２ 内 容 

１ 必要物資の備蓄 

(1) 備蓄の考え方 

町は、家屋倒壊等により備蓄物資を確保できなかったり災者に対し、飲料水や食料、生活必需品

等を提供できるよう、次の事項を基本に、物資の備蓄を図る。 

ア 発災直後の生命維持や生活に最低限必要な食料・飲料水・生活必需品等の物資や指定避難所

運営に必要な資機材を中心とした備蓄に努めるものとし、地域特性等も考慮した上で、計画的

な備蓄を進める。 

イ 要配慮者や女性の避難生活に必要な備蓄物資の確保に配慮するものとする。 

ウ 災害時の輸送を最小限に抑えるよう指定避難所等への分散備蓄の推進や、民間物流事業者の

協力を視野に入れた備蓄拠点から各指定避難所への輸送体制の構築など、地域の状況を踏まえ

た上で、被災者への物資の迅速な提供を目的とした体制整備に努める。 

エ 被災者支援を想定した備蓄のほか、災害対応職員が災害対応初動期に必要な食料や飲料水の

備蓄に努める。 

(2) 備蓄品目と備蓄目標 

町は、県と県内市町村とで構成する「災害時相互応援連絡協議会」において定める「南海トラフ

地震等に対応した備蓄方針」に基づく、備蓄品目と目標数量を計画的に確保する。 

(3) 飲料水の確保対策 

ア 上水道の応急配管及び応急復旧用資機材の備蓄増強に努める。 

イ 浄水器の導入による飲料水の確保について検討する。 

ウ 民間業者と協力協定を締結し、飲料水を確保する。 

物資等の備蓄体制の整備 

必要物資の備蓄 

調達及び輸送等 

関係機関との調整 
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エ 飲料水兼用耐震性防火水槽の早期整備を検討する。 

オ ろ水器及び給水車の購入を検討する。 

 

２ 調達及び輸送等 

(1) 調達の考え方 

町は、家屋倒壊等により備蓄物資を確保できなかったり災者に対し、飲料水や食料、生活必需品

等を提供できるよう、次の事項を基本に、物資の調達を図る。 

ア 消費期限が短い、保管に広い場所が必要になるなどの備蓄に適さない物資や、大量に必要と

なるもので全てを備蓄することが困難な物資、発災からの時間の経過とともに必要となる物資

については、調達による確保に努める。 

イ 災害発生時に物資の速やかな調達を可能にするため、関係事業者等との優先的物資供給に係

る協定締結に努める。なお、大規模災害時には、協定先事業者が被災し、調達が困難となるこ

とも想定されるため、多様な調達先の確保に努める。 

(2) 輸送の考え方 

民間からの調達や国や県又は他の市町村からの支援により供給される大量の物資を迅速に被災

地に輸送するため、町は、平時から輸送体制の整備に努める。 

また、町は、指定した拠点へ搬送される物資を指定避難所等へ輸送し、避難者へ物資を供給する。

そのため、平時から物資の集積拠点を選定しておくとともに、大量の物資の仕分けや指定避難所へ

の輸送等について、地域特性に応じて、民間物流事業者と連携するなど体制整備に努めるものとす

る。 

(3) 給水体制 

町は、初期段階の応急給水ができるよう、飲料水ペットボトル、ポリ容器、給水袋、その他必要

な資材を整備、備蓄するとともに、あらかじめ指定避難所、医療施設、社会福祉施設、防災拠点施

設等防災上重要な施設の運搬給水先を定めておくほか、運搬先ごとに運搬給水の水源となる浄水場、

配水池、消火栓、民間の飲用井戸等や運搬輸送ルートについても定めておく。 

また、近隣市町等からの応急給水がある場合は、運搬先の周知や、運搬先での受け入れ体制を整

えておく。 

 

３ 関係機関との調整 

(1) 備蓄台帳の整備 

町は、保管している物資について、品目、数量、保管場所、荷姿、重量等を記載した台帳を作成

し、関係機関間で情報共有する。 

(2) 情報の共有 

町は、備蓄情報に関する関係機関間の共有化を図るため、災害時情報共有システムの積極的活用

を図ることとし、同システムへの登録データの随時更新を関係機関が実施することにより、情報の

鮮度を保持する。 

(3) 備蓄意識高揚のための取り組みの促進 

大規模災害が発生した場合には、特に発災初期を中心として、自助・共助による取り組みが欠か

せない。また、事業所等における事業継続のためにも、必要な物資の備蓄等が重要となる。このた

め、町は、町民や事業所等に対する備蓄意識高揚のための取り組みを促進する。 
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第３章 災害応急対策 

第１節 災害応急対策の流れ 

第１ 方 針 

各防災関係機関は、災害対応の各段階に応じた災害応急対策作業の優先順位を理解し、行動する。 

また、町は迅速かつ円滑な応急対策を実施するために、災害発生時に構ずべき対策等を体系的に整

理した個別災害対応業務実施マニュアル等の整備を推進する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
第２ 内 容 

災害発生時・発生の恐れのある各段階において、優先的に実行又は着手すべき主な業務を次のとお

り時系列的に示す。 

ただし、その災害の進捗状況等により、柔軟に対応を変える必要があることにも留意する。 

１ 津波及び気象警報等が発表中〔初動体制を確立し、災害発生に備え警戒〕 

○ 津波、気象等に関する（特別警報・警報・注意報）の伝達、避難 

○ 防災関係機関職員の緊急参集（勤務時間外発生の場合） 

○ 必要に応じて災害対策本部の設置、防災関係機関の指揮体制確立 

○ 被害情報の収集 

○ 水防警報の発令、河川等の警戒監視の強化 

○ 住民避難情報の発令 

ア 避難準備・高齢者等避難開始 

・避難所の開設準備（施設の応急危険度判定の優先実施、管理・運営担当職員の派遣）  

・避難行動要支援者の所在確認、避難所等への移動 

・一般住民の避難準備 

・児童生徒等の安全確保 

イ 避難勧告 

・一般住民の移動避難、避難所への収容 

・避難所備蓄物資による対応 

・避難者の状況把握（避難者リスト作成準備） 

ウ 避難指示（緊急） 

・残留住民の移動避難、建物上層階等での籠城避難 

 

 

 

 

災害応急対策の流れ 

津波及び気象警報等が発表中 

地震、津波、台風等による災害発生から１時間以内 

災害発生から２４時間以内 

災害発生から７２時間以内 

災害発生から１週間以内 

災害発生から１ヶ月以内 
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２ 地震、津波、台風等による災害発生から１時間以内〔人命優先に活動しつつ、情報収集〕 

○ 防災関係機関職員の緊急参集 

○ 災害対策本部の設置、防災関係機関の指揮体制確立 

○ 水防活動等被害拡大防止活動を実施する。 

○ 被災状況により自衛隊等の出動準備要請、派遣要請  

○ 公共救助機関による被災者の救出、負傷者の搬送 

○ 被災状況により県や他市町村への広域的な応援を要請する。 

３ 災害発生から２４時間以内〔人命救助を本格化するとともに、被災者支援を開始〕 

○ 被害情報の収集報告 

○ 県、自衛隊、他市町村等応援要員の受援体制の確立 

○ 緊急物資輸送用車両の確保 

○ 緊急輸送道路の啓開 

○ 被災市町村への職員の派遣 

○ 町の被害状況の把握 

○ 被災地への救護所の設置 

○ ライフライン、公共土木施設等の被害状況調査と応急措置 

○ 災害救助法の適用 

○ 通信途絶地域への仮設通信設備設置 

○ 指定避難所の開設（施設の安全確認、管理・運営担当職員の派遣） 

○ 指定避難所への避難者の概数及び食料等必要量の把握 

○ 各種施設の被災状況の把握 

○ 指定避難所等への仮設トイレの設置 

○ 指定避難所等への食料・生活必需品の輸送 

○ 指定避難所での要配慮者の支援対策の実施 

○ 遺体の一時安置場所の確保 

○ 避難所外避難者の状況の把握 

４ 災害発生から７２時間以内〔被災者支援を本格化〕 

○ ボランティアセンターの設置 

○ ボランティアの受入れ 

○ 義援金の受付 

○ 義援金の受入 

○ 救援物資の受入、仕分け、配分 

○ 学校施設の応急復旧、応急教育の実施 

○ 疫学調査、健康診断、被災地への防疫処理 

○ 被災建築物応急危険度判定の実施 

５ 災害発生から１週間以内〔応急的な復旧を開始〕 

○ 公営住宅等の提供 

○ 被災住宅の応急修理 

○ 被災者の心のケア 

○ 遺体の検視、身元確認、火葬 

○ 災害廃棄物の処理 
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６ 災害発生から１ヶ月以内〔応急的な復旧を本格化〕 

○ 応急仮設住宅の供与 

○ 学校教育の再開 

○ 義援金の配分 
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第２節 活動体制 
（主な実施機関：町（総務課、住民課）） 

各防災関係機関は、町内に災害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、迅速かつ円滑な災害

応急対策を実施するため、それぞれ災害対策本部等を設置し、活動体制を整備するものとする。 

第１ 方 針 

町内に災害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、防災関係機関はもとより民間団体や住民

等も含めて、一致協力して災害の拡大の防止と被災者の救援救護に努め、被害を最小限に止める必要

がある。 

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

置し、防災業務の遂行にあたる必要がある。 

 
 
 
 
 
 

第２ 内 容 

１ 災害対策本部の設置 

災害が発生し、又は発生するおそれがある場合で町内における応急対策を実施するため町長が必要

と認めるときは、この計画に定めるところにより災害対策本部を設置する。 

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

所在調整、情報の収集・連絡・調整のための要員の相互派遣、合同会議の開催等に努める。 

なお、災害対策本部を設置するに至らない災害にあっては災害対策本部に準じた体制を整え、事後

の処理にあたるものとする。 

(1) 設置基準 

ア 自動設置 

(ｱ) 町内で震度５弱以上の地震が発生したとき 

(ｲ) 気象庁本庁又は大阪管区気象台が大津波警報を発表したとき 

イ 判断設置 

(ｱ) 町内で震度４以上の地震災害が発生したとき 

(ｲ) 気象庁本庁又は大阪管区気象台が「徳島県津波」の津波警報を発表したとき 

(ｳ) 大雨特別警報（雨要因）が発表されたとき 

(ｴ) 気象業務法（昭和 27 年法律第 165号）に基づく暴風、大雨、洪水、高潮の警報が発表さ

れ、大規模な災害が予測されるとき 

(ｵ) 上記警報の有無にかかわらず、局地的豪雨等により現に災害が発生し、その規模及び範囲

等の状況から特にその対策を要するとき 

(ｶ) 町内で火災又は爆発が発生し、特にその対策を要するとき 

(ｷ) 町内に有害物、放射性物質が大量に放出されたとき 

(ｸ) 多数の遭難者を伴う事故又はその他重大な事故が発生し、応急対策を要するとき 

(ｹ) 災害救助法による救助を適用する災害が発生したとき 

(ｺ) その他通常の町行政組織により災害応急対策が不可能と判断される特殊な災害が発生し

活動体制 

災害対策本部の設置 

災害対策本部の運営 

災害対策本部の廃止 

職員の参集・動員 
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たとき 

(2) 災害対策本部設置基準と非常体制配備基準との対応 

 配備体制区分 対策本部 風水害等一般災害の基準 地震・津波災害の基準 

準
備
体
制 

第１ 

◆配備決定 

総務課長 
未設置 

○大雨・洪水・暴風警報のいずれ

かの警報が発せられる可能性が高

いとき、又は発せられたとき 

○震度３の地震が発生したと

き 
○地震防災対策強化地域判定

会が召集されたとき 
○津波注意報が発せられたと

き 

第２ 

◆配備決定 

総務課長 
未設置 

○大雨・洪水・暴風警報のいずれ

かの警報が発せられ、今後の状況

推移に注意を要し、警戒体制発令

を発する可能性があるとき 

警
戒
体
制 

第１ 

◆配備決定 

総務課長 

(副町長承認） 

未設置 

○大雨・洪水又は暴風警報のいずれ

かの警報が発せられ、警戒を必要と

するとき 

○震度４の地震が発生したと

き 
○地震災害に対する警戒宣言

が発令されたとき 
○津波警報が発せられたとき 

第２ 

◆配備決定 

総務課長 

(副町長承認) 

未設置 
○災害の規模が大きく、災害対策本

部の設置が予想されるとき 

非
常
体
制 

第１ 

◆配備決定 

町長 
設置 

○災害対策本部が設置されたとき 
○台風の接近に伴い暴風圏に入る

ことが確実とされ、本町への影響が

大きいと予想されるとき 

○震度５弱以上の地震が発生

したとき 
○大津波警報が発せられたと

き 
○町長が必要と認めたとき 

第２ 

◆配備決定 

町長 
設置 

○特別警報が発せられたとき 
○被害が相当数発生した時、又は、

発生する可能性が大のとき 

○震度６弱以上の地震が発生

したとき 
○大津波警報が発せられたと

き 
○町長が必要と認めたとき 

 
※１ 地震災害の場合は、基準震度の地震発生により、各体制が発令されたものとする。 
※２ 震度４の地震が発生した場合、管理している施設（指定管理施設を含む）の被害状況を把握し、

各所属長から総務課長に発災後、１時間以内（道路・排水路・橋梁・下水道・水道施設等は２時
間以内）を目途に被害状況を報告すること。 
なお、各施設担当課の調査・連絡体制については、管理施設の規模等に応じて事前に各所属長が
体制を整えておくこと。 
ただし、警戒体制の第１又は第２の配備が決定され、総務課から参集の連絡があった場合はこの
限りではない。 

※３ 震度５弱以上の地震発生の場合、通常の電話連絡は行わない。家族等の安全を確保した後、直ち
に配備基準に基づき第１又は第２非常体制配備につくこと。 

 

(3) 災害対策準備会議 

災害対策本部の設置について、設置判断が必要となった場合は、総務課長が部員の招集を行い、

副町長を本部長とした災害対策準備会議により体制を協議する。 

ア 災害対策準備会議の組織 

本部長 副本部長 本部員 その他 

総務担当副町長 
事業担当副町長  

教育長 
課長職 本部長が認めるその他職員 
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イ 災害対策準備会議の事務局は、総務課が行うものとする。 

(4) 災害対策準備会議設置時における初動活動 

ア 勤務時間外の職員の参集 

管理職以上の職員は、勤務時間外において震度４以上の地震又は暴風、大雨、洪水、津波警報

があった場合は、次のとおり行動する。 

(ｱ) 直ちにテレビ、ラジオ等により状況の把握に努める。 

(ｲ) 総務課長からの招集がない場合でも電話等による問い合わせを行わず、できる限り自動車

以外（徒歩、自転車、オートバイ等）を利用し役場に参集する。 

(ｳ) 必要に応じて庁内の災害時優先電話を使用し関係職員を招集する。 

イ 被害情報の収集 

(ｱ) 119番等住民からの通報 

(ｲ) 第２消防署と消防団詰所周辺部における調査 

(ｳ) 町の 24時間体制勤務部署周辺部における調査 

(ｴ) 町の出先機関を所管する所属長は、直ちに施設及びその周辺の被害状況の有無について関

係課員に調査を指示し、その結果を所属長を通じて総務課長に報告するものとする。 

(ｵ) 管理職以外の職員は、勤務時間外において、自宅周辺の被害の発生を確認したときは、所

属長に報告し取りまとめの上、所属長は直ちに消防本部に通報しなければならない。 

(ｶ) 報道機関からの情報提供・アマチュア無線協会からの情報提供 

(ｷ) その他防災機関からの情報収集 

 

（勤務時間内） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 長 

総務課長 

・震度４以上の地震 

・暴風、大雨、洪水、

津波警報 

・その他 

(1)のイ判断設置(ｱ)

～(ｺ)の事象 

消防本部 
第２消防署 

本部員 
災害対策 
準備会議 

関係職員 

情報収集 
被害調査 

報 告 招 集 
（電話・庁内放送等） 

被
害
状
況
の
報
告 

必要に応じて招集 

警戒体制の 
配備 

副町長 

本部長（総務担当副町長） 

副本部長（事業担当副町長） 

教育長 
(副本部長) 

災
害
対
策
本
部
の
設
置
判
断
及

び
設
置
体
制
の
構
築 
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（勤務時間外） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

被
害
状
況
の
報
告 

必要に応じて招集 

町 長 

総務課長 

報 告 

本部長（総務担当副町長） 

副本部長（事業担当副町長） 
副町長 

招 集 
（メール、災害優先電話） 警戒体制の 

配備 

災害対策 
準備会議 

教育長 
(副本部長) 

災
害
対
策
本
部
の
設
置
判
断
及

び
設
置
体
制
の
構
築 

・震度４以上の地震 

・暴風、大雨、洪水、

津波警報 

・その他(1)のイ判断

設置(ｱ)～(ｺ)の事

象 

本部員 

関係職員 

一般職員 消防本部 
第２消防署 

情報収集 
被害調査 

自宅周辺の被害 
状況の報告 

所属長 
報告 
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(5) 災害対策本部の組織等 

災害対策本部の設置にあたっては、藍住町災害対策本部条例（昭和 38年藍住町条例第 54号）に

定めるほか、対策本部の組織及び事務分掌等は次のとおりとする。 

ア 町災害対策本部の組織 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 
イ 災害対策本部担当課 

部の名称 災害対策本部担当課 

会計部 出納室 

総務部 総務課、議会事務局 

税務部 税務課 

情報通信広報部 企画政策課 

住民福祉部 住民課、福祉課、健康推進課 

建設環境部・ 

産業部 

建設課、経済産業課、下水道課、生活環境課、西クリーンステーション、

農業委員会 

水道部 水道課 

教育部 教育委員会 

児童施設部 中央保育所、江ノ口児童館 

教育施設部 
藍住東小学校、藍住北小学校、藍住南小学校、藍住西小学校、藍住東

幼稚園、藍住北幼稚園、藍住南幼稚園、藍住西幼稚園、図書館 

 

 

 

本部長 
（町長） 
 
副本部長 
（副町長） 
（教育長） 
 
本部員 
（課長職以上） 

会計部 
総務部 
税務部 
情報通信広報部 
住民福祉部 
建設環境部・産業部 
水道部 
教育部 
児童施設部 
教育施設部 

 板野東部消防組合 
 板野東部消防団 

 は指示、連絡系統を示す。 
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ウ 本部会議 

(ｱ) 構 成 

災害対策本部の最高意思決定機関として、本部会議を設置し、本部長、副本部長及び本部員

全員をもって構成する。 

(ｲ) 庶 務 

本部会議の庶務は、総務課において行う。 

エ 事務分掌 

部の名称 部長 部となる課 事 務 分 掌 

会計部 
出納室長 

（出納主任） 
出納室 

・義援金・義援物資の受入・保管に関すること 

・義援金・義援物資の配分に伴う払出に関すること 

・その他災害に関する金品の入出に関すること 

総務部 
総務課長 

(議会事務局長) 

総務課 

議会事務局 

・本部の設置及び廃止に関すること 

・職員の動員・配備に関すること 

・国・県・警察・消防・自衛隊等関係機関との連絡調

整に関すること 

・他の市町村等からの応急対策活動及び復旧活動の支

援に対する調整に関すること 

・災害予算に関すること 

・本部員会議及び関係本部員会議に関すること 

・本部長命令の示達に関すること 

・本部の庶務に関すること 

・気象予報に関すること 

・町有建物の応急復旧に関すること 

・水防計画の実施についての連絡調整に関すること 

・防災行政無線の運用に関すること 

・応急対策に係る議決事項等の専決及び議会に関する

こと 

・受援体制の司令塔に関すること 

税務部 税務課長 税務課 

・町緊急車両の手続及び運用管理に関すること 

・物資運搬車両の調達・確保に関すること 

・被害家屋の判定基準及び家屋被害状況の調査に関す

ること 

・り災証明(火災によるものを除く)等の災害に関する

諸証明の発行に関すること 

・災害ボランティア(物資輸送関係、建物危険度判定関

係)に関すること 

情報通信広報 
企画政策課長 

(企画政策課課長) 
企画政策課 

・災害ボランティアの総合窓口及びボランティアセン

ター(社会福祉協議会内)との連絡調整に関すること 

・災害状況の情報収集及び記録(写真他映画記録含む) 

・各部対策実施状況の記録及び連絡調整 

・本部として行う報道機関への発表及び報道機関との

連絡調整に関すること 

・住民への生活関連情報提供等広報に関すること 

・連絡調整会議に関すること 

・行政事務の復旧調整に関すること 

・災害ボランティアに関すること 

(アマチュア無線・インターネット等関係) 
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部の名称 部長 部となる課 事 務 分 掌 

住民福祉部 

福祉課長 

（健康推進課長） 

（住民課長） 

（保健ｾﾝﾀｰ所長） 

（地域包括支援ｾﾝﾀｰ 

所長） 

福祉課 

健康推進課 

住民課 

保健ｾﾝﾀｰ 

地域包括支援 

ｾﾝﾀｰ 

・災害救助法適用に関する連絡・調整及び指導に関す

ること 

・災害救助の資料その他災害救助の実施状況の取りま

とめ及び報告に関すること 

・指定避難所の開閉及び管理運営に関すること 

・避難者の収容に関すること 

・被災者に対する見舞金に関すること 

・義援金・義援物資の配分に関すること 

・災害救助法に基づく助産に関すること 

・救護班の編成、救護所の設置その他医療助産の調整

に関すること 

・被災地の防疫活動に関すること 

・遺体の捜索、収容、安置、処理、埋・火葬に関する

こと 

・要配慮者(高齢者、障がい者等)に関すること 

・応急保育の実施 

・福祉避難所の開設要請に関すること 

・福祉避難所への避難者の収容に関すること 

建設環境部 

・産業部 

建設課長 

（下水道課長） 

（経済産業課長） 

（生活環境課長) 

(西ｸﾘｰﾝｽﾃｰｼｮﾝ所長） 

建設課 

下水道課 

生活環境課 

西ｸﾘｰﾝｽﾃｰｼｮﾝ 

農業委員会 

経済産業課 

・被災者等への食料の確保及び配給に関すること 

・救援物資の受入れ及び配付に関すること 

・中小企業への災害復旧資金の融資に関すること 

・農林水産業施設の防災及び復旧に関すること 

・農林水産業の災害復旧資金の融資に関すること 

・農産物・家畜等の災害対策に関すること 

・災害ボランティア(救援物資関係)に関すること 

・災害応急工事の実施に関すること 

・河川・道路・橋梁・宅地等の防災及び復旧に関する

こと 

・災害救助法に基づく障害物の除去に関すること 

・排水施設等の防災及び復旧に関すること 

・ライフライン復旧の連絡調整に関すること 

・緊急輸送路の確保に関すること 

・住宅の応急修理に関すること 

・応急仮設住宅の設置・供与・撤去に関すること 

・町営住宅の防災・復旧に関すること 

・一般廃棄物の収集、処理、処分に関すること 

・災害廃棄物の撤去、処理、処分に関すること 

・死亡獣畜の収集、処理、処分に関すること 

・道路、みぞ等の環境整備に関すこと 

水道部 
水道課長 

(水道課課長) 
水道課 

・飲料水の供給に関すること 

(指定避難所等への給水、臨時給水所の設営等含む) 

・給水区域への給水の確保に関すること 

教育部 

教育委員会事務局長 

(社会教育課長) 

(学校教育課長) 

教育委員会 

・児童・生徒の保護および応急教育に関すること 

・教育施設の防災及び復旧に関すること 

・災害救助法に基づく学用品の給与に関すること 

・災害ボランティア(通訳、手話関係)に関すること 

施設部 

(指定避難所 

含む) 

各施設の管理者 各施設 
・各所属施設の復旧 

・指定避難所等の指定、施設又は避難所運営支援 

※部長以外で各部に属する課長（所長）を副部長とする。 
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オ 代決者 

災害対策本部の本部長は町長があたるものとし、町長が不在の時は副町長、会計管理者の順に

より代行するものとし、これら全員が不在の時は総務課長が代行するものとする。 

本部員は、各部の部長及び副部長があたるものとする。 

また、これら全員が不在の時は、部内において、上席の職務の者をもってあてるものとする。 

(6) 災害対策本部及び現地災害対策本部設置場所 

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

設に置くことがある。また、本部長が災害対策上必要と認めたときは、現地対策本部を設置して、

緊急に対処するものとする。 

(7) 災害対策本部の表示 

総務課長は災害対策本部が設置された時は、役場前に「藍住町災害対策本部」の看板（総務課保

管）を掲出するものとする。 

(8) 災害対策本部設置の通知 

総務課長は、災害対策本部を設置した場合は、直ちに各課にその旨を連絡するとともに、町長を

通じ徳島県災害対策本部等、関係機関へその旨通知するものとする。 

(9) 職員の動員及び参集 

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

職員を動員するものとする。この場合の手順については、本編第１章第２節職員参集・動員計画の

とおりとする。 

(10) 本部職員の証票等 

ア 身分証明書 

町災害対策本部職員の証は、「身分証明書」等を以て兼ねるものとし、災害対策基本法 83条第

２項による身分を示す証票も本証を以て兼ねるものとする。 

イ 腕章 

町本部職員のうち災害応急対策の実施又はその事務にあたる者は、一般災害対策計画に定める

腕章を着用するものとする。 
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ウ 標旗 

 
 

災害対策本部で災害応急対策に使用する自動車には標旗をつけるものとする。 

２ 災害対策本部の運営 

(1) 災害対策本部会議の開催 

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

合は、本部会議を開催するものとする。 

ア 本部会議の協議事項 

(ｱ) 災害対策本部の廃止に関すること 

(ｲ) 避難のための立退き指示に関すること 

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

と 

(ｴ) 自衛隊に対する災害派遣の要請に関すること 

(ｵ) 災害救助法の発動についての意見に関すること 

(ｶ) その他災害対策に関する重要事項 

(2) 災害対策本部室の設置 

ア 開 設 

災害対策本部が設置された場合、総務課長は直ちに災害対策本部室を開設する。 

イ 災害対策本部長の所在 

災害対策本部長は、原則として災害対策本部室に在室するものとする。 

ウ 本部室の役割 

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

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

本部の決定事項の伝達を行う。 

エ 設置場所 

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

の施設に置くことがある。 

オ 本部室の構成 

災害対策本部室は、次の課の所要の職員で構成し、副町長が統括する。 

(ｱ) 総務課 

(ｲ) 企画政策課 

(ｳ) 住民課 

(ｴ) 建設課 

(ｵ) 消防署 

 

災 藍 住 町 

３５cm 

５０cm 
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(ｶ) その他本部長が必要と認める課又は、職員 

３ 災害対策本部の廃止 

(1) 災害対策本部の廃止基準 

災害対策本部は、本部長が次のとおり認めたときに廃止する。 

ア 町の地域に係る災害発生のおそれが解消したとき 

イ 災害応急対策がおおむね完了したとき  

(2) 災害対策本部の廃止通知 

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

本部長を通じ徳島県災害対策本部等関係機関へその旨通知するものとする。 

４ 職員の参集・動員 

(1) 職員の非常配備 

ア 職員配備体制 

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

備体制に基づき、所定の業務に従事するものとする。 

なお、職員の配備体制は、次に示すとおり、準備体制から第２非常体制までの４段階とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 体制の配備決定 

体制の配備決定は、次により行うものとする。ただし、決定者が不在の場合はイで定める代決者

が決定し、事後承認を得るものとする。 

ア 配備決定手続き 

(ｱ) 警戒体制 

総務課長が状況を判断し、副町長の承認を得て決定する。 

(ｲ) 非常体制 

町長が決定する。 

イ 代決者 

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

災害対策 
準備会議 

災害対策本部 
（本部員会議・本部室開設） 

地震の発生 
 

警戒宣言 
の発令 

津波予警報 
等の発表 

準
備
体
制 

警
戒
体
制 

非
常
体
制
配
備
指
令 

第
１
非
常
体
制 

第
２
非
常
体
制 

非
常
体
制
配
備
指
令
解
除 

解 
 
 

散 

設置 

設置 廃止 
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の者が直ちにその職務を遂行し、事後その承認を受けるものとする。 

(ｱ) 町 長 

(ｲ) 副町長 

(ｳ) 総務課長 

(3) 職員の配備 

ア 非常体制配備指令の発令 

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

に応じて必要な防災体制をとるため、職員に対し非常体制配備指令を発令する。 

イ 非常体制配備指令の解除 

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

を解除する。 

ウ 配備体制の人員基準 

配備人員の基準は、応急対策マニュアルによるものとする。 

(4) 職員非常配備実施台帳の作成 

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

る。 

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

かじめ定めておくものとする。 

 

藍住町職員非常配備実施台帳 
 
 
 

課等名 

 
 
 

職名 

 
 
 

氏 名 

 
非 

常 

連 

絡 

員 

配 備 体 制 連 絡 先 
 
 
 

備考 
準備  

体制 

警戒  

体制 

第 １ 

非 常 

体制 

第 ２ 

非 常 

体制 

有線  

電話 

携帯  

電話 

ﾒｰﾙ 

ｱﾄﾞﾚｽ 

 
 
 
 

総務課 

課長 ×××× 
  

○ 

 

○ 

 

○ 

 

○ 

 

xxxx 

 

xxxx 

 

xxxx 
 

課長 

補佐 
×××× 

 

○ 

 

○ 

 

○ 

 

○ 

 

○ 

 

xxxx 

 

xxxx 

 

xxxx  

           
            

 
 

建設課 
課長 

 

×××× 

  

○ 

 

○ 

 

○ 

 

○ 

 

xxxx 

 

xxxx 

 

xxxx 
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(5) 職員の非常動員 

ア 非常体制配備指令の伝達 

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

段により、発令内容を迅速かつ正確に伝達するものとする。 

(ｱ) 勤務時間内  

総務課長は、２のイの決定を受け、次の伝達系統及び伝達手段により、地震等に関する情報

及び配備の種類を伝達する。 

ａ 伝達系統 

 

 
ｂ 伝達手段  

(a) メール（パソコン）一斉送信 

(b) 防災行政無線、消防無線 

(c) 庁内放送 

 

○ 庁内放送等の文例 

「町長からの指令を伝達します。町長からの指令を伝達します。 

○時○分徳島地方気象台から○○警報が発表され、町内における被害の発生

が予想されます。 

ついては、（○時○分災害対策本部を設置し、）非常体制により災害応急対策

を実施しますので、職員は、規定の計画どおり所定の配置につき、応急対策の

実施に万全を期してください。 

（以上繰り返します。）」 
 

  

総務課長 町長 

副町長 

庁舎内職員 

庁舎外職員 

消防本部 

第 2 消防署 

指揮・命令 

状況報告 

状況報告 

庁内放送 

安否報告

 
安否報告

 メール（パソコン）又は 

防災行政無線（移動系） 
情報交換 防災無線 

防災行政無線（移動系） 
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(ｱ) 勤務時間外  

総務課長は、非常体制配備の決定を受け、次の伝達系統及び伝達手段により、地震等の情報

を伝達する。  

なお、総務課長が退庁している場合は、在庁している宿日直の職員及び警備員より被害状況

等の情報を入手し、決定を行うものとする。  

 

ａ 伝達系統 

 
 

ｂ 伝達手段  

(a) 電話等 

(b) 職員召集メールシステムによるメール（携帯電話）一斉送信 

(c) 防災行政無線 

ｃ 非常連絡員の対応 

(a) 非常配備指令を上司及び所定の職員に伝達 

(b) 所定の職員の非常配備の状況を総務課に報告 

イ 勤務時間外の職員の参集 

(ｱ) 地震・津波被害 

a 震度５弱以上の地震が発生した場合・大津波警報が発表された場合 

勤務時間外に震度５弱以上の地震が発生したとき、又は大津波警報が発表されたときは

第１非常体制とし、関係職員はおおむね１時間以内に自動的に参集する。このとき基本的

に総務課からの招集メールは配信しない。ただし、第２非常体制に移行するときは関係職

員に対して招集メール又は同報系防災行政無線（防災ラジオ）を利用して伝達する。なお

各部の上席の職務の者は、出務者名を対策本部総務部に報告する。（変更の場合も同）報告

は、非常体制発令から１時間以内を目途とする。（以後、増減は適宜）また電話等が不通の

場合は、移動系防災行政無線で報告すること。 

住民福祉部は指定された避難所（小・中学校）に参集し、避難所の開設を行う。なお、

この場合において、本部指令（担当部長指示含む）があるまで、避難所で避難者の受入れ

業務等を行う。 

b 震度６弱以上の地震が発生した場合・大津波警報が発表された場合 

総務課長 町長 

副町長 

全職員 

消防本部 

第 2 消防署 

指揮・命令 

状況報告 

電話等 

状況報告 

電話など 

職員招集メールシステムによる 

メール（携帯電話）を一斉送信 

又は防災行政無線（同報系）を 

防災ラジオで受信 

情報交換 
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震度６弱以上地震が発生したとき、又は大津波警報が発表された場合は第２非常体制と

し、全職員は概ね１時間以内に自動的参集する。 

その他については震度５弱以上の地震が発生した場合に準ずる。 

c 電話による問い合わせについて 

震度５弱以上の地震が発生した場合電話の輻輳が予想されるため、役場に出務等に関す

る問い合わせをしないこと。 

(ｲ) 風水害 

a 警戒体制から移行した場合・特別警報が発表された場合 

勤務時間外に警戒体制から第１又は第２非常体制に移行するときは関係職員に対して招

集メール又は同報系防災行政無線を利用して伝達する。 

特別警報が発表されたときは第２非常体制とし、全職員は直ちに配備につくこと。この

とき基本的に総務課からの招集メールは配信しない。 

b 警戒体制の補充員について 

災害の規模により、警戒体制を拡充する必要がある場合、または、警戒体制の欠員が多

くなった場合等の補充員として、第１非常体制の職員を招集する場合がある。 

（同報系防災行政無線子局設置場所、移動系防災行政無線機設置場所…別添資料編として整理） 

 

 

(6) 職員の安否確認 

災害時の安否確認は、職員召集メールシステムへの返信の有無で行う。このメールは自動的に配

信されるため、職員は安否内容を漏れなく返信する。 
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第３節 情報通信 

（主な実施機関：町（総務課）、消防本部、防災関係機関） 

第１ 方 針 

各防災関係機関は、災害による被害の未然防止や軽減の措置を講じるため、気象情報や災害発生の

おそれのある異常な現象等を、予め定めた経路により、迅速・的確に関係機関及び住民に周知するこ

ととする。 

 
 
 
 
 
 
 

 
第２ 内 容 

１ 伝達系統 

津波予報・地震情報・津波情報は次の伝達系統により伝達する。  

  

情報通信 

伝達系統 

異常な気象発見時の通報 

災害用通信設備等の運用 

東海地震に関連する情報の通報 

津波警報等の伝達 
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(1) 津波予報(大津波警報・津波警報･津波注意報)の伝達系統 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注１ は各伝達中枢機関を示す。 

注２  ＮＴＴ系統は警報とその解除だけを通知する。 

注３    は総合情報通信ネットワークシステムによる県庁統制局一斉送信を示す。 

注４ ※の機関は地震及び津波に関する情報の通知機関 

注５ ＮＨＫと徳島放送局及び四国放送は津波警報を発表時にラジオ・テレビにより緊急警報信号を発信する。 

注６    点線の経路は、特別警報が発表された際に、通知もしくは周知の措置が義務づけられている伝達経路 

 

  

気
象
庁
大
阪
管
区
気
象
台 

NTT 西日本 

JR 四国運輸部輸送課 

総務省消防庁 
藍 住 町 

総務省消防庁 

徳島県危機管理部 

四国放送 

関係防災機関 
報道機関 

NHK 徳島放送局 

徳
島
地
方
気
象
台 

NHK 大阪放送

 

神
戸
地
方
気
象
台 

四国管区 
警察局 

高
松
地
方
気
象
台 

第五管区 
海上保安部 徳島海上保安部 

徳島県警察本部 
関係警察署 

交番・駐在所 

徳島海上保安部美波町分室 

徳島小松島港台風・津波等対策委員会 

船 舶 

県漁連 各漁港 

住
民 

各関係機関 

海上自衛隊第 24航空隊 

海上自衛隊徳島教育航空群 ※ 

エーアイテレビ 
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(2) 地震情報・津波情報の伝達系統 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

徳 

島 

地 

方 

気 

象 

台 

徳島県危機管理部 

徳島市消防局 

徳島県警察本部 

徳島海上保安部 

四国地方整備局徳島河川国道事務所 

四国電力徳島系統制御所 

牟岐漁業無線局 

ＮＨＫ徳島放送局 

徳島小松島港台風・津波等対策

委員会 

小松島海上保安部美波分室 

県漁連 各漁港 

住 

民 

警察署 

船舶 

関係交番・駐在所 

海上自衛隊第 24航空隊 

各県関係出先機関 

海上自衛隊徳島教育航空群 

藍住町 

陸上自衛隊第 15普通科連隊 

四国放送 

エフエム徳島 

エーアイテレビ 
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(3) 気象に関する警報・注意報・情報の伝達系統 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注１  ＮＴＴ系統は警報とその解除だけを通知する。 

注２     は総合情報通信ネットワークシステムによる県庁統制局一斉送信を示す。 

注３ 太枠は発表官署、機関を示す。以下各図とも同じ。 

注４     点線の経路は、特別警報が発表された際に、通知もしくは周知の措置が義務づけられている伝達経 

       路 

徳 

島 

地 

方 

気 

象 

台 

徳島県危機管理部 

徳島市消防局 

徳島県河川振興課 

徳島県警本部 

四国地方整備局徳島河川国道事務所 

四国電力徳島系統制御所 

牟岐漁業無線局 

ＮＨＫ徳島放送局 

徳島海上保安部美波分室 

県漁連 各漁港 

住 

民 

警察署 

船舶 

海上自衛隊第 24航空隊 

各県関係出先機関 

海上自衛隊徳島教育航空群 

陸上自衛隊第 15普通科連隊 

四国放送 

徳島新聞社 

ＮＴＴ西日本又は東日本 

エフエムびざん 

エフエム徳島 

徳島空港気象連絡室 

徳島海上保安部 

ＪＲ四国運輸部輸送課 

警察航空隊 

徳島小松島港台風・津波等対策委員会 

海上自衛隊徳島教育航空群 

徳島空港事務所 

航空会社 

藍住町 

ｴｰｱｲﾃﾚﾋﾞ 
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(4) 吉野川洪水注意報・警報・情報の伝達系統 

（徳島地方気象台と四国地方整備局徳島河川国道事務所が共同で発表する吉野川洪水予報に関す

る通報） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
四

国

地

方

整

備

局

徳

島

河

川

国

道

事

務

所 
 

四国地方整備局河川管理課、災害対策室 

徳島河川国道事務所 
 吉野川上板出張所 
 旧吉野川出張所 

（一財）河川情報センター 
 高松センター 

水防本部 
災害対策警戒 
（連絡）本部 

県 

東部県土整備局（吉野川） 
宮川内ダム管理担当 

（県関係庁舎等） 
西部総合県民局 
（美馬・三好） 
東部県土整備局 
（徳島・鳴門・吉野川） 

県各関係出先機関 
（上記以外） 

海上自衛隊第 24 航空隊 

海上自衛隊徳島教育群 

海上自衛隊第 14 旅団 徳

島

地

方

気

象

台 

（共同発表） 

総務省消防庁 

ＮＴＴ西日本 
 又は 
ＮＴＴ東日本 
（警報のみ） 

注：必要により通知 

報道機関 
 ＮＨＫ徳島放送局 
 四国放送 
 徳島新聞社 
 ＦＭ徳島 
 ＦＭびざん 
  徳島市消防局 

徳島県警察本部 

四国地方整備局那賀川河川事務所 

四国電力徳島系統制御所 

陸上自衛隊第 15 普通科連隊 

関係警察署 

関係管理者 
 水門 
 排水機場 

関係水防管理 

団体 

（藍住町） 

操作責任者 

水防団 

（消防団） 

住  民 

（凡例） 
◎ 防災情報提供システム 
☆ オンラインによる伝達 
 （気象情報伝送処理システム） 

☆ 

◎ ｴｰｱｲﾃﾚﾋﾞ 
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(5) 火災気象通報及び火災警報の伝達系統 

ア 火災気象通報の伝達系統 

 
 
 
 
 
 
 
 

イ 火災警報の伝達系統 

 

 
 
 
 

 

 

２ 異常な気象発見時の通報 

(1) 通報義務 

ア 災害が発生するおそれのある異常な現象を発見した者は、遅滞なくその旨を町長又は警察官

に通報しなければならない。 

イ 通報を受けた警察官は、その旨を速やかに町長に通報しなければならない。 

(2) 町の通報義務 

上記(1)により通報を受けた町長は、その旨を関係する次の機関に通報しなければならない。 

ア 徳島地方気象台 

イ 知事（災害対策本部が設置されている時は同本部長） 

ウ 徳島板野警察署板野庁舎 

エ 東部県土整備局徳島庁舎 

オ 東部農林水産局 

カ 徳島海上保安部 

キ その他関係機関 

(3) 町の対応 

町長は、(2)による通報と同時に住民その他関係の公私の団体に周知させるとともに、とるべき

必要な措置について指示するものとする。 

 

 

 

 

  

県総合情報通信 
ネットワーク 

徳島県危機管理部 藍住町 

消防本部 

徳島地方気象台 

連絡 

県 藍住町長 住民 

エーアイテレビ 

通知 
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＜異常現象通報系統＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 災害用通信設備等の運用 

防災関係機関は、災害に関する予警報その他必要な情報の円滑な通信連絡を実施するため、通信施

設等の適切な利用を図るものとする。 

(1) 通信連絡系統の整備 

各防災関係機関は、災害時における通信連絡が迅速かつ円滑に実施できるよう、平常時から有線

及び無線を通じた複数の通信連絡系統を整備しておくものとする。 

(2) 電気通信設備の優先利用 

防災関係機関は、災害応急対策の実施等について緊急かつ特別の必要がある場合は、ＮＴＴ支店、

営業所及びＮＴＴドコモに対し非常通話、非常電報等を申し込み、電気通信設備を優先利用するこ

とができる。 

(3) 総合情報通信ネットワークシステムの運用 

総合情報通信ネットワークシステムの運用については、県、市町村及び防災関係機関が一体とな

って災害時における迅速かつ円滑な情報の収集、伝達に利用するとともに、日常の防災行政事務に

も広く活用し、緊急時に備えるものとする。 

(4) 防災相互通信無線局の利用 

防災相互通信無線局を備える防災機関は、災害時における迅速かつ円滑な情報の収集、伝達のた

め、相互の情報連絡手段として、同無線局を活用するものとする。 

(5) 有線通信途絶時の通信施設の優先利用 

ア 非常通信 

防災機関は、有線通信が途絶し、利用することができないとき又は利用することが著しく困難

であるときは、電波法第 52 条第４項の規定に基づき、非常通信として徳島県非常通信協議会の加

入機関等の無線通信施設を利用することができる。非常通信の要件としては、地震、台風、洪水、

東
部
農
林
水
産
局 

東
部
県
土
整
備
局 

総

合

県

民

局 

警

察

署 

藍

住

町

長 

警察官 発 見 者 海 上 保 安 官 

住民・ 公私の団体 知 事 徳 島 地 方 気 象 台 

関 係 機 関 

徳 島 海 上 保 安 部 

東
部
保
健
福
祉
局 
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津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、

有線通信を利用することができないか、又はこれを利用することが著しく困難であるときに人命

の救助、災害の援助、交通通信の確保又は秩序の維持のために行われる場合である。 

この非常通信を利用して、町におけるアマチュア無線局の協力体制により、災害情報の収集等

通信の確保を図るものとする。 

（通信施設に関する資料…別添資料編として整理） 

(6) 放送の要請 

町長は、法 56条の規定による必要な通知又は要請等を行う際に、緊急を要する場合で、かつ特

別の必要があるときは、放送局に放送を要請することができる。 

４ 南海トラフ地震に関連する情報の通報 

徳島地方気象台は、気象庁から「南海トラフ地震に関連する情報」が発表されたときは、徳島県知

事に通報するものとする。 

県は、通報受けた場合、速やかに各市町村へ伝達するものとする。 

町は、県から伝達を受けた場合、速やかな対応ができるよう準備を行うものとする。 

５ 津波警報等の伝達 

(1) 町及び県の措置 

津波警報、注意報が発表された場合、県は、総合情報通信ネットワークシステムの自動通信の他、

手動通信により町に予報を正確かつ確実に伝達するとともに、次の指示確認事項を徹底する。 

ア 津波警報・注意報の再伝達 

イ 住民、観光客、釣り客及びドライバー等、可能な限り広範に周知徹底を行うこと 

ウ 気象台からの情報、ラジオ、テレビ等の情報に十分注意すること 

エ 本計画に基づく、町の連絡体制、配備体制をとること 

町は、津波警報・注意報又は避難勧告・指示を防災行政無線や広報車等により、正確かつ確実

に住民、観光客、釣り客及びドライバー等可能な限り広範に周知徹底するものとする。 

(2) 津波の自衛措置 

ア 津波注意報が発表された場合、状況に応じ、安全を確保した上で情報収集を行い、被害を伴

う津波の発生が予想されるときは、町長は住民等に対して避難勧告又は避難指示（緊急）を伝

達するなど、必要な措置をとるものとする。 

イ 町長は、避難対策として、強い揺れ又は弱い揺れであっても長い時間ゆっくりとした揺れで

ある場合においては、津波予報を迅速に知るために、少なくとも１時間以上、ラジオ・テレビ

（ＮＨＫ・四国放送は放送終了後でも臨時に放送する）を聴取する責任者を定めておくものと

する。 

（同報系防災行政無線子局設置場所、移動系防災行政無線機設置場所、津波災害警戒区域一覧 

…別添資料編として整理） 
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第４節 災害情報の収集・伝達 

（主な実施機関：町（応急対策担当課）、消防本部、防災関係機関） 

防災関係機関は、災害時において、効果的に応急対策を実施するため被害情報及び関係機関の応急

対策の活動情報等の収集・連絡を迅速に行い、被害規模等の早期把握を行うものとする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
第１款 被害状況及び災害応急対策に関する情報の収集・伝達 

第１ 方 針 

町は、積極的に自らの職員を動員し、又は関係機関や住民の協力を得ながら、災害応急対策を実施

するのに必要な被害状況等の情報を収集するものとする。 

 

第２ 内 容 

１ 町職員等からの被害概況情報収集 

町は、町職員、防災関係機関、自治会あるいは住民等から、主として次のような被害概況情報を通

報により収集するものとする。 

ア 火災の状況（炎上、延焼、消防隊の配置等） 

イ 住民の行動、避難状況 

ウ 建築物の被害状況（木造住宅及びブロック塀の倒壊状況、要救助者の有無） 

エ 道路、鉄道の被害状況（橋りょう、盛土、倒壊家屋、電柱等による被害状況） 

オ 道路渋滞の状況 

カ 洪水・雨水出水・津波による浸水の状況 

２ 情報の内容 

町の収集すべき情報の主なものは次のとおりであり、人的被害、避難措置等住民の生命、身体の保

護に関連あるものを優先するものとする。 

町職員等からの被害概況情報収集 

情報の内容 

情報の収集方法 

被害情報の収集先 

勤務時間外の被害情報の収集 

措置情報の収集 

情報の収集・伝達系統 

災
害
情
報
の
収
集
・伝
達 

被害状況及び災害応急

対策に関する情報の収

集・伝達 

被害情報責任者 

被害情報の処理 

被害情報の内容 

報告の基準 

調査実施者 

報告の種類 

報告の方法 

災害情報の処理 

災害情報の伝達 
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ア 緊急要請事項 

イ 災害発生状況（原因、発生日時、発生した場所又は地域） 

ウ 被害状況 

エ 災害応急対策実施状況 

オ 道路交通状況（道路被害、交通規制等） 

カ 水道、電気、ガス等生活関連施設の被害状況及び確保対策 

キ 避難状況 

ク 医療救護活動状況 

ケ 住民の動静 

コ その他応急対策の実施に際し必要な事項 

３ 情報の収集方法 

町の被害情報収集のための通信手段としては、防災通信システムを活用するものとするが、ヘリコ

プター及び携帯電話、アマチュア無線、タクシー無線等の各種無線通信施設を活用するほか、情報収

集のために職員を被災地等に派遣するなど、あらゆる手段により迅速かつ的確に災害状況を把握する

よう努めるものとする。 

４ 被害情報の収集先 

被害情報は、おおむね次の系統により収集する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
５ 勤務時間外の被害情報の収集 

町に災害対策本部が設置される状況下においては、町職員は自宅付近の災害状況について積極的に

調査し、被害を確認したとき、又は被害が発生するおそれがある事象を発見したときは、直ちに災害

対策本部（災害対策本部が設置されていない時は、日直の職員及び警備員を経由して関係各課等）に

通報するよう努めるものとする。 

６ 措置情報の収集 

町は、以下に示す措置情報を収集する。 

(1) 主な応急措置（実施及び実施予定） 

(2) 応急措置実施のために講じた措置 

(3) 応援の必要性の有無 

(4) 災害救助法適用の必要性 

 

自治会・自主防災組織 

被災一般市民 

現地消防団員 

現地町職員 

被害調査に派遣した町職員 

防災関係機関 

藍住町役場 

（災害対策本部室） 

０８８‐６３７‐３１１１ 
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７ 情報の収集・伝達系統 

町の情報伝達・共有は、災害時情報共有システム（Ｌアラート）により行う。防災関係機関は、お

おむね次の系統により相互に情報の収集及び伝達を行う。 

 
【災害時情報共有システムの場合】 

 

【情報の一般的収集、伝達系統図】 

 
 

第２款 災害情報の処理 

第１ 方 針 

災害情報の処理に関する事項は、次のとおりとする。 

住 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

民 

板 野 東 部 
消 防 本 部 
第２消防署 

藍 住 町 

板野警察署 

県 災 害 対 策 本 部 
実 行 部 

県 警 察 本 部 

指定地方行政機関 
指 定 公 共 機 関 
指定地方公共機関 

県 災 害 対 策 本 部 

自 衛 隊 
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第２ 内 容 

１ 被害情報責任者 

災害の発生に際しては、被害の実態把握が最も重要である。このため、被害状況のとりまとめ及び

応急対策担当課への情報伝達を企画政策課において実施する。また、応急対策担当課には、被害情報

責任者を置くものとする。 

被害情報責任者は、当該各課の課長補佐（課長補佐不在のときは、主任）をもってこれに充て、次

の事項に留意して職務を遂行するものとする。 

(1) 入手した被害情報は、記録された後、確実に応急対策担当課に伝達されたか。 

(2) 所定の報告先の機関へ報告したか。 

(3) (2)による報告を受けた被害情報責任者は、直ちに所属の上司に報告するとともに、災害対策本

部室（災害対策本部が設置されていないときは、総務課）及び応急対策担当課の被害情報責任者

へ伝達する。 

(4) 伝達を受けた応急対策担当課は、直ちに所属の上司の指示を受け、応急対策を実施する。 

(5) 応急対策担当課の被害情報責任者は、被害の状況及び応急対策の状況をそれぞれ所定の報告先

の機関及び災害対策本部室（災害対策本部が設置されていないときは、総務課）へ報告する。 

(6) 重要な被害情報及び応急対策の状況については、直ちに関係課長が本部長に報告する。 

２ 被害情報の処理 

被害情報の一般的処理方法は、次のとおりとする。 

(1) 入手した被害情報は、被害情報受領者が整理・記録する。この場合、情報によっては緊急な判

断を要する場合があるので、外部からの情報を応急対策担当課へ転送することは、努めて避ける

ものとする。 

(2) 被害情報受領者は、上記(1)で整理・記録した被害情報を直ちに被害情報責任者に報告する。 

(3) (2)による報告を受けた被害情報責任者は、直ちに所属の上司に報告するとともに、災害対策本

部室（災害対策本部が設置されていないときは、総務課）及び応急対策担当課の被害情報責任者

へ伝達する。 

(4) 伝達を受けた応急対策担当課は、直ちに所属の上司の指示を受け、応急対策を実施する。 

(5) 応急対策担当課の被害情報責任者は、被害の状況及び応急対策の状況をそれぞれ所定の報告先

の機関及び災害対策本部室（災害対策本部が設置されていないときは総務課）へ報告する。 

(6) 重要な被害情報及び応急対策の状況については直ちに関係課長が本部長に報告する。 

 

 
 

被
害
情
報
の
伝
達 

被害情報提供者 

企 画 政 策 課 

災害対策本部室 
（ 総 務 部 ） 
本 部 長 

応急対策担当課 
（応急対策実施） 

板野東部消防本部 
（救急活動実施） 

所定の報告先の機関 被害情報の伝達 

人的被害情報の伝達 

報告 

救急活動の実施状況について報告 

応急対策の実施状況について報告 
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第３款 災害情報の伝達 

第１ 方 針 

災害情報の伝達及び報告に関する事項は、次のとおりとする。 

 

第２ 内 容 

１ 被害情報の内容 

伝達する被害情報の内容は、別紙様式「災害概況速報」、「災害中間報告書・災害確定報告」による

ものとする。 

２ 報告の基準 

県に報告すべき災害は次のとおりであり、報告は別記「災害報告記入要領」により行うものとする。 

(1) 災害救助法の適用基準に合致するもの 

(2) 町において災害対策本部を設置した災害 

(3) 災害が２都道府県以上にまたがるもので１の都道府県における被害は軽微であっても全国的に

見た場合に同一災害で大きな被害を生じているもの 

(4) 災害による被害に対して国の特別の財政援助を要するもの 

(5) 災害による被害が当初は軽微であっても、今後(1)～(4)の要件に該当する災害に発展するおそ

れがあるもの 

(6) 地震が発生し、町内で震度４以上を記録したもの 

(7) 災害の状況及びそれが及ぼす社会的影響等からみて特に報告の必要があると認められる程度の

災害 

３ 調査実施者 

被害状況の調査は、住民の生命及び財産に関する事項並びに町の管理する施設について調査するも

のとし、次に掲げるライフライン関係機関等も調査の上、通報に協力するものとする。 

四国旅客鉄道株式会社徳島保線区 

西日本電信電話株式会社徳島支店 

株式会社ＮＴＴドコモ四国支社徳島支店 

ＫＤＤＩ株式会社四国総支社 

ソフトバンクモバイル株式会社 

四国電力株式会社徳島支店 

一般社団法人徳島県エルピーガス協会 

４ 報告の種類 

被害情報の報告の種類は次のとおりとする。 

(1) 災害速報 

災害が発生したとき直ちに行う。 

(2) 中間報告 

発生報告の後、被害の状況が変わる度に逐次行う。 

(3) 確定報告 

応急措置が完了し、その被害が確定したときに行う。 

５ 報告の方法 

(1) 伝達手段 

被害情報の内容については１のとおりであるが、町に甚大な被害が発生した場合には、その大ま
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かな内容をできるだけ早く報告するものとする。 

ア 災害速報及び中間報告 

伝達のための情報通信手段としては、原則として、災害時情報共有システムへの入力による（た

だし、システム障害等により入力できない場合は、徳島県総合情報通信ネットワークシステム、

電話、ＦＡＸなどあらゆる手段により報告する。）。 

また、災害速報及び中間報告は原則として別紙様式の内容を電話又は徳島県総合情報通信ネッ

トワークシステムによりすみやかに報告するものとし、不通の場合には可能な最短方法にて報告

するものとする。 

イ 確定報告 

確定報告は必ず別紙様式により文書で報告するものとする。 

(2) 報告先 

ア 町長は知事に対する被害状況の報告ができない場合は、内閣総理大臣（消防庁）に対し直接

報告するものとし、報告後速やかにその内容について知事に対し連絡するものとする。 

イ 災害発生に伴い、消防機関への 119番通報が殺到した場合、直ちに県及び国（消防庁）に報

告するものとする。 

ウ 「火災・災害等速報要領」（昭和 59年 10月 15日付消防災 267号）に基づく直接速報基準に

該当する火災・災害等を覚知したときは、第一報を県に対してだけでなく、消防庁に対しても

原則として、覚知後 30分以内で可能な限り早く分かる範囲で報告するものとする。 

 
連 絡 窓 口 

消防庁  防災情報室 

平日（9:00～17:45）  TEL 03-5253-7527 

  FAX 03-5253-7537 

 衛星系 TEL 0-048-500-90-49013 

  FAX 0-048-500-90-49033 

平日（9:00～17:45）以外  宿直室 

  TEL 03-5253-7777 

  FAX 03-5253-7553 

 衛星系 TEL 0-048-500-90-49103 

  FAX 0-048-500-90-49036 

徳島県危機管理部  TEL 088-621-2704 

  FAX 088-621-2849 

 ネットワーク無線 TEL 0-211-7101 

  FAX 0-211-2-2849 
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第５節 災害情報広報 
（主な実施機関：町（総務課、企画政策課）） 

第１ 方 針 

災害が発生し、又は発生するおそれがある場合の混乱した事態にあっては、被害の状況、応急対策

の実施状況等を住民及び帰宅困難者に周知し、人心の安定と社会秩序の維持・回復を図る必要がある。

また特に高齢者、女性、障がい者等要配慮者に配慮した広報を行うよう努めるものとする。 

 
 
 
 
 

 
第２ 内 容 

１ 広報のための情報収集 

(1) 被害情報等の収集 

被害情報は、共通対策編第４節災害情報の収集・伝達により収集した情報を使用して、広報資料

を作成するものとする。 

(2) 写真等の収集 

写真は、被害調査の際に撮影した写真等を用いる。 

なお、必要に応じて担当者を派遣して写真やビデオの撮影、録画等を行う。 

２ 住民への広報 

(1) 広報の内容 

町が実施する広報活動においては、次の事項に重点をおくものとする。 

ア 災害時における住民の注意事項 

イ 災害に係る情報及び被害の状況の周知 

ウ 町が実施しつつある災害対策の概要 

エ 避難の勧告、避難先の指示及び指定避難所での心得 

オ 災害復旧の見通し 

カ 電気、ガス、水道等供給の状況 

キ 防災マップ又はその入手先 

ク その他必要な事項 

(2) 広報の方法 

町は、防災関係機関と緊密な連絡をとり情勢に適した効果的な広報活動を展開するものとする。 

また、要配慮者、避難所外避難者（在宅、車中泊）、応急仮設住宅として供与される賃貸住宅へ

の避難者、所在が把握できる広域避難者、帰宅困難者等に対して十分配慮する。 

広報手段としては、防災行政無線、広報車、広報紙、インターネット等を活用して行うものとす

るが、携帯電話、アマチュア無線等の通信手段も活用する。 

なお、おおむね災害が終結したときは、防災行政無線、広報車、消防団員、防災団員等により指

定避難所等を巡回して必要な広報活動を行うものとする。 

ア 防災行政無線 町内 45箇所 

イ 広報車    町広報車２台 

災害情報広報 

広報のための情報収集 

住民への広報 

取材対応 
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ウ 消防団員   第 11分団～第 17分団（各担当地区） 

消防車７台 

エ 広報紙    企画政策課 広報係 

オ アマチュア無線 

カ 報道機関 

名 称 所 在 電 話 番 号 広報方法 

ＮＨＫ 徳島市寺島本町東 1-28 ﾆｭｰｽ 088-626-5975 ﾃﾚﾋﾞ･ﾗｼﾞｵ 

四国放送 〃 中徳島町２丁目 報道 088-655-7560 〃 

徳島新聞 〃 
報道 088-655-7233 

地方 088-655-7244 
新 聞 

毎日新聞 〃 両国本町１丁目    088-625-3131 〃 

朝日新聞 〃 八百屋町１丁目    088-622-6155 〃 

読売新聞 〃 中洲町３丁目    088-622-3155 〃 

産経新聞 〃 一番町２丁目    088-622-3181 〃 

日本経済新聞 〃 中昭和町１丁目    088-652-2480 〃 

時事通信 〃 徳島町２丁目    088-622-3166 通 信 

共同通信 〃 中徳島町２丁目    088-622-5155  

（同報系防災行政無線子局設置場所、移動系防災行政無線機設置場所…別添資料編として整理） 

 
３ 取材対応 

災害に関する情報及び災害対策本部の災害対策事項、その他住民に周知すべき事項は、災害対策副

本部長（副町長）が事項の軽重、緊急性等を検討した上で、記者への口頭説明又は各社への電話連絡

（あらかじめ作成した文書を読み上げること）によって取材に対応するものとする。 

なお、取材に係る庶務的事項は企画政策課において所掌するものとする。 
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第６節 自衛隊災害派遣要請 
（主な実施機関：町（総務課）、自衛隊） 

第１ 方 針 

災害が発生した場合、町長は、災害規模等に関し収集された情報等に基づき、現有の人員、資機材、

備蓄物資等では災害応急対策又は災害復旧対策を実施することが困難と判断したときは、速やかに知

事へ自衛隊の派遣を要請し、迅速かつ的確な応急対策を講ずる必要がある。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第２ 内 容 

１ 災害派遣要請の範囲 

自衛隊への災害派遣要請者は知事である。 

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

施する必要があると認められるときは、知事に対し、自衛隊に対する部隊等の災害派遣を要請するよ

う依頼する。 

ただし、町長は、災害の発生に際して特に緊急を要し、通信途絶等により町長が知事に対して災害

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

２ 災害派遣要請部隊の長 

① 陸上自衛隊第 14 旅団長（香川県善通寺市） 

② 海上自衛隊徳島教育航空群司令（板野郡松茂町） 

③ 海上自衛隊第 24 航空隊司令（小松島市） 

 

区 分 連 絡 先 電 話 県ネットワーク無線電話 

徳
島
県 

平 時 危機管理部 

088-621-2716  

(FAX) 

088-621-2987 

7-088-621-9500  

(FAX) 

7-088-621-9366 
夜 間 

(休日) 
衛視室 088-621-2057 

陸
上
自
衛
隊 

第
14
旅
団
本
部 

平 時 
第 14旅団司令部 

第３部 

0877-62-2311 

内線 

2235,2236,2237 

(FAX) 

0877-62-2311 

内線 2238 

（衛星系のみ） 

90-037-200-466-504 

夜 間 

(休日) 
当直幕僚 

0877-62-2311 

内線 2238 

自衛隊災害派遣要請 

災害派遣要請の範囲 

災害派遣要請部隊の長 

災害派遣要請要領 

災害派遣要請手続等 

災害派遣部隊の受入れ体制の整備 

ヘリポートの設置 

災害派遣部隊の撤収要請 
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海
上
自
衛
隊 

徳
島
教
育
航
空
群 

平 時 

徳島教育航空群 

司令部 

運用幕僚 

088-699-5111 

内線 3213 

(FAX) 

088-699-6116 

電話群当直室 

355 

3階作戦室 

355**1 

衛星 IP電話 

7036730 

夜間 

（休日） 
当直士官 

088-699-5111 

内線 3222,3223 

海
上
自
衛
隊 

第
24
航
空
隊 

平 時 
第 24航空隊 

幕僚室 運用幕僚 

0885-37-2111 

内線 213～217 

(FAX) 

0885-37-1180 

電話運用作業室 

397 

当直室 

397**1 

衛星 IP電話 

7036740 夜間 

（休日） 
当直士官 

08853-7-2111 

内線 223～225 

 
３ 災害派遣要請要領 

(1) 災害派遣の要請 

ア 知事は災害に際して、事態がやむを得ない場合で、人命又は財産の保護のために必要がある

と認めるときは、自衛隊法第 83条第１項及び自衛隊法施行令第 106条の規定並びに災害派遣

に関する徳島県知事と自衛隊災害派遣要請部隊等の長との協定に基づき、自衛隊の派遣を要

請する。 

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

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

派遣を要請するよう依頼するものとする。 

ウ 町長は、災害の発生に際して特に緊急を要し、通信途絶等により町長が知事に対して災害派

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

とする。 

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

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

に必要な情報を速やかに提供するものとする。 

(2) 災害派遣の範囲 

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

むを得ない場合で、おおむね次のような活動を必要とする場合とする。 

 

活 動 項 目 活  動  内  容 

被害状況の把握 車両、航空機等状況に適した手段による偵察 

避難の援助 避難者の誘導、輸送等 

行方不明者傷病者等の 

捜索救助 

死者、行方不明者、傷病者等の捜索救助（ただし、緊急を要し、か

つ、他に適当な手段がない場合） 

水防活動 堤防護岸の決壊に対する土のうの作成、積込み及び運搬 

道路、水路等交通上の 

障害物の除去 

施設の損壊又は障害物の除去、道路又は鉄道路線上の崩土等の排除

（ただし、放置すれば人命、財産の保護に影響すると考えられる場

合） 
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応急医療・救護及び防 

疫支援 

被災者に対する応急医療、救護及び防疫支援（薬剤等は県又は町が

準備） 

人員物資の輸送 

緊急を要し、かつ、他に適当な手段がない場合、救急患者、医師そ

の他救急活動に必要な人員及び物資の緊急輸送（航空機による輸送

は特に緊急を要する場合に限る） 

炊飯及び給水の支援 被災者に対する炊飯、給水及び入浴支援 

危険物等の保安、除去 能力上可能なものについて火薬類、爆発物等の保安措置及び除去 

消火活動 火災に対して、消防機関に協力して空中及び地上消火活動 

救援物資の無償貸付又 

は譲与 

「防衛庁の管理に属する物品の無償貸与及び譲与等に関する総理

府令（昭和 33年総理府令第１号）」に基づき、被災者に対し救援物

資を無償貸与又は譲与 

その他 
必要により、自衛隊の能力で対処可能な事項（通信支援、宿泊支援

等） 

 
４ 災害派遣要請手続等 

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

書により、災害派遣要請を依頼するものとする。 

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

電話その他迅速な方法で依頼し、事後速やかに依頼書を提出するものとする。 

町長は、災害に際し特に緊急を要し、通信の途絶等により知事に対して災害派遣要請の依頼を行う

ことができないときは、次の事項を記載した災害状況通知書により速やかに最寄りの自衛隊に通知す

るものとする。 

なお、町長は上記通知をしたときは、速やかに、その旨を知事に対して通知するものとする。 
 
 

番     号 
年  月  日 

徳島県知事 殿 
藍住町長 

 

自衛隊の災害派遣要請について（依頼） 
災害対策基本法第 68 条の２の規定により、下記のとおり自衛隊の災害派遣

要請を依頼します。 

記 
１ 災害の状況及び派遣要請を依頼する事由 
２ 派遣を希望する期間 
３ 派遣を希望する区域及び活動内容 
４ その他参考となるべき事項 
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災害状況通知書 

 
番     号 
年  月  日 

災害派遣要請部隊長 殿 
藍住町長 

 
 

藍住町の災害状況について（通知） 

 

災害を防除するため、徳島県知事に対し別紙のとおり自衛隊の災害派遣要

請の依頼を試みましたが、現在のところ○○（通信途絶等具体的理由を記載）

のため依頼できていないことを通知します。 
 

 
 
 

（別紙として「災害派遣要請依頼書」を添付） 
 
 
 
 

 

 

５ 災害派遣部隊の受入れ体制の整備 

(1) 受入体制の整備 

ア 連絡員の指名 

派遣部隊との連絡調整を円滑に行うため、総務部職員を連絡員に指名する。 

イ 受入計画 

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

作業が開始できるよう、あらかじめ準備する。 

ウ 連絡員の派遣等 

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

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

エ 活動の競合重複の排除 

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

も効率的に作業を分担できるよう配慮する。 

オ 誘  導 

災害対策本部は、災害派遣部隊の受入れに際し、災害派遣部隊の活動地区への進入ルート及び

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

カ ヘリポートの提供 

自衛隊災害派遣要請の依頼と同時に、６で定めるヘリポートの準備をし、自衛隊へも提供する

ものとする。 

キ 資機材等の提供 

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

要となった資機材等については、町においても調達及び提供に配慮するものとする。 
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ク 宿泊施設又は野営適地の提供 

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

る。 

ケ その他 

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

するものとする。 

６ ヘリポートの設置 

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

(1) 降着場適地の選定 

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

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

(2) 適地選定基準 

ア 地表面は平坦でよく整理されていること。 

イ 回転翼の回転によって、つとめて砂塵等が上がらない場所であること。 

ウ 所要の地積があること。 

エ 周辺に風圧の影響を受けるものがないこと。（大型ヘリコプター） 

 
 

ヘリポート最小限所要地積 

機  種 着陸帯(直径) 進入角 摘   要 

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

の障害物がないこと 

中 型 ヘ リ コ プ タ ー

BK117C-1 

ベル 206L-3 

50ｍ ８゜ 
ヘリポートの外縁から 70ｍ以内に 10ｍ以上

の障害物がないこと 

大 型 ヘ リ コ プ タ ー

UH-60J 

SH-60J 

100ｍ ６゜ 
ヘリポートの外縁から 100ｍ以内に 10ｍ以

上の障害物がないこと 

 
(3) 事前準備 

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

度のもの）を準備し提供する。 

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

緯度・経度によりヘリポートを明らかにする。 

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

(4) 受入準備 

ア ヘリポート内にある風圧により巻き上げられるものは、あらかじめ撤去する。 
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イ 砂塵の舞い上がるときは散水を、積雪時には除雪又はてん圧を実施する。 

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

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

オ 離着陸時は風圧等による危険防止のため子供等を接近させないこと。 

カ 現地に自衛隊員が不在の場合は、安全上の監視員を配置する。 

キ 着陸地点付近に物品等異物を放置しないこと。 

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

 

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

に準ずる旗を掲揚する。 

 
 

(5) 対空目視信号 

ア 生存者 

生存者の使用する対空目視信号は、次によることとする。 

(ｱ) 利用できるあらゆる方法により記号を作ること。生存者が通常利用できる方法には、細か

い布、落下傘の材料、木片、石又はそれらに類する材料を使用したり、地面を踏むことによ

り、又は油で汚すことによって地上に記号を作ることができる。 

(ｲ) 背景と使用される材料との間の色彩をできるだけ対照的にすること。 

(ｳ) 無線機、火炎、反射光等の方法により、注意を引くためのあらゆる努力をすること。 
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(6) 飛行場外離着陸場の確保 

町は、災害時において県消防防災ヘリコプターの迅速な活動が実施できるよう、活動の現場での

拠点となる飛行場外離着陸場の整備に努めるものとする。 

名 称 所在地 管理者 連絡先 
着陸可能なヘリコ

プターの大きさ 

藍住中学校ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 藍住町奥野字矢上前 18-1 藍住中学校校長 088-692-2505 大 

 

７ 災害派遣部隊の撤収要請 

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

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

 

災害派遣撤収要請依頼書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

  

番     号 

年  月  日 

徳島県知事   殿 
 

藍住町長 

 

自衛隊の災害派遣撤収要請について（依頼） 
 

災害を防除するため自衛隊の災害派遣を受けましたが、災害の復旧もおおむね終了しましたの

で、次のとおり撤収要請を依頼します。 

 

１ 撤収要請依頼日時     年  月  日 
２ 派遣要請依頼日時     年  月  日 
３ 撤収作業場所 
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第７節 防災関係機関応援要請 

（主な実施機関：町（総務課）、消防本部、防災関係機関） 

第１ 方 針 

災害時においては各防災関係機関がそれぞれの所掌事務又は業務に従って応急対策活動を実施する

ものとするが、必要に応じ他の機関の協力を求め実施の円滑を期するものとする。そのため、各防災

関係機関は平素から法令又は本計画の定めるところにより関係機関と協議し、協力体制を確立してお

くものとする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
第２ 内 容 

１ 資料の相互交換 

町、県及び指定行政機関等は、災害対策上必要な資料又は調査研究の成果を相互に交換するものと

する。 

２ 応援等の要請・受援体制の整備 

(1) 応援要請の判断 

災害発生後、町長は、災害規模及び初動活動において収集された情報等に基づき、町の現有の人

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

は、相互応援協定等に基づき、速やかに県及び他の地方自治体、自衛隊、その他防災関係機関等に

応援を要請するものとする。 

(2) 応援要請手続等 

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

について口頭又は電話等により要請し、事後速やかに文書を送付するものとする。 

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

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

する場合がある。 

  

防災関係機関応援要請 

資料の相互交換 

応援等の要請・受援体制の整備 

消防相互応援協定に基づく応援要請・受援体制の整備 

徳島県広域消防相互応援協定書に基づく出動区分 

緊急消防援助隊の要請 

受援体制の整備 

各機関の協力及び経費の負担 

公共的団体等との協力体制の整備 
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要 請 の 内 容 等 要 請 事 項 等 

 

 

 

 

 

 

 
 

徳 
 

 

 

 

 

 

 

 
島 

 

 

 

 

 

 
県 

 

１ 応援又は

応急措置

の要請 

（災対法第

68条） 

 

(1)災害救助法の適

用 
① 災害発生の日時及び場所 

② 災害の原因及び被害の状況 

③ 適用を要請する理由 

④ 適用を必要とする期間 

⑤ 既にとった救助措置及びとろうとする措置 

⑥ その他必要とする事項 
 

(2)被災者の他地区

への移送要請  
① 移送要請の理由 

② 移送を必要とする被災者の数 

③ 希望する移送先 

④ 被災者の収容期間 
 

(3)応援要請又は応 

急措置の実施の要

請  

①  災害の状況及び応援（応急措置の実施）を求める理由 

②  応援を希望する物資、資材、機材、器具等の品名及び数量 

③ 応援（応急措置の実施）を必要とする場所 

④ 応援を必要とする活動内容（必要とする応急措置内容） 

⑤ その他必要な事項 
 

２ 指定地方

行政機関

等、他府県

、自衛隊等

の応援の

斡旋の要

請 

（災対法第

30条） 

 

(1)自衛隊災害派遣 

要請の斡旋の要請  

 

第３編第６節自衛隊災害派遣要請によるものとする 

 

(2)指定地方行政機 

関、他の市町村、

府県等の職員の派

遣要請 

① 派遣を要請する理由 

② 派遣を要請する職員の職種別人員数 

③ 派遣を必要とする期間 

④ 派遣される職員の給与その他の条件 

⑤ その他参考となるべき事項 
 

(3)指定地方行政機

関、他の市町村、

府県等の職員のあ

っせんを求める場

合 

① 派遣の斡旋を求める理由 

② 派遣の斡旋を求める職員の職種別人員数 

③ 派遣を必要とする期間 

④ 派遣される職員の給与その他の条件 

⑤ その他参考となるべき事項 

 
他  

 

の  

 

市  

 

町  

 

村 

 

３ 他の市町村への応援又は応急措

置の実施の要請 

（災対法第67条 ） 

 

①  災害の状況及び応援（応急措置の実施）を要請する理由 

②  応援を希望する物資、資材、機材、器具等の品名及び数量 

③ 応援（応急措置の実施）を必要とする場所 

④ 応援を必要とする活動内容（必要とする応急措置内容） 

⑤ その他必要な事項 

 

４ 他の市町村への職員派遣の

要請 

（災対法第29条） 

（地方自治法第252条の17） 

① 派遣を要請する理由 

② 派遣を希望する職員の職種別人員数 

③ 派遣を希望する期間 

④ 派遣される職員の給与その他の条件 

⑤ その他参考となるべき事項 
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(3) 受援体制の整備  

応援要請と同時に、応援部隊の受援体制を整備するものとする。 

ア 連絡体制の確保 

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

緊密に行える体制を確保するものとする。 

イ 受援体制の内容 

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

機応変に判断するものとする。 

(ｱ) 要請及び応援活動の記録 

要請及び応援活動に係る次の事項について記録する。 

ａ 要請先、要請日時、要請内容 

ｂ 回答内容、回答日時 

ｃ 応援部隊の到着日時、人員、責任者の氏名・連絡先 

ｄ 活動（滞在）期間、自立度（食料、飲料水、宿舎） 

ｅ 搬入物資内容、量、返却義務の有無 

ｆ 応援活動実績記録（事故等の記録を含む） 

ｇ 撤収日時 

(ｲ) 活動計画の作成 

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

請するか等についての応援部隊の活動計画を作成する。 

(ｳ) 食料、飲料水、宿舎等の準備 

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

糧、飲料水、宿舎、待機場所、駐車場等を準備する。 

３ 消防相互応援協定に基づく応援要請・受援体制の整備 

(1) 応援要請の判断 

被害の状況により、現有の人員、資機材等では、適切な消火、救急、救助等の応急対策を実施す

ることが困難であると判断したときは、相互応援協定に基づき、速やかに他の市町村長、消防組合

管理者、広域連合連合長に応援を要請するものとする。 

(2) 応援要請手続等 

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

について口頭又は電話等により要請し、事後速やかに文書を送付するものとする。 

(3) 要請事項 

ア 災害等の種別、概要 

イ 災害等の発生日時、場所 

ウ 応援消防力 

エ 応援隊の受入れ場所 

オ その他必要事項 
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協 定 連 絡 先 

１ 徳島県市町村消 

防相互応援協定 

徳島県消防保安課 

直通：088-621-2284 

徳島県内の市町村及び消防事務を行う一部事務組合 

２ 徳島県広域消防 

相互応援協定 

徳島市、鳴門市、小松島市、阿南市、名西消防組合、海 

部消防組合、板野東部消防組合、板野西部消防組合、徳 

島中央広域連合、美馬市、美馬西部消防組合、みよし広 

域連合 

３ 板野東部消防組合 

（松茂町、北島町、 

藍住町）、板野町、 

上板町との消防相互 

応援協定 

 

板野東部消防組合（松茂町、北島町、藍住町）、板野町、 

上板町 

 

４ 徳島県広域消防相互応援協定書に基づく出動区分 

応援種別 第１種広域出動 第２種広域出動 
第３種広域出動 

（隣接する１本部のみ） 

災
害
発
生
地
管
轄
消
防
本
部 

総括及びブロック別消防本部 広 域 消 防 本 部 名 

第
１
ブ
ロ
ッ
ク 

統括 徳島市 小松島、阿南、海部 鳴門、板野東部、 

板野西部、名西、 

美馬西部、徳島中 

央広域連合、美馬 

市、みよし広域連 

合 

小松島、板野西部、名西 

 小松島市 徳島、阿南、海部 徳島、阿南 

 阿南市 徳島、小松島、海部 小松島、海部 

 海部（組） 徳島、小松島、阿南 阿南 

第
２
ブ
ロ
ッ
ク 

統括 鳴門市 
板野東部、板野西部、 

名西 
徳島、小松島、阿 

南、海部、美馬西 

部、徳島中央広域 

連合、美馬市、み 

よし広域連合 

板野東部、板野西部 

 板野東部（組） 鳴門、板野西部、名西 徳島、鳴門、板野西部 

 板野西部（組） 鳴門、板野東部、名西 
鳴門、板野東部、名西、 

徳島中央広域連合 

 名西（組） 
鳴門、板野東部、板野 

西部 

鳴門、板野西部、徳島中 

央広域連合、美馬市 

第
３
ブ
ロ
ッ
ク 

統括 美馬西部（組） 
徳島中央広域連合、美 

馬市、みよし広域連合 

徳島、小松島、阿 

南、海部、鳴門、 

板野東部、板野西 

部、名西 

美馬市、みよし広域連合 

 徳島中央広域連合 
美馬西部、美馬市、み 

よし広域連合 
美馬市、板野西部、名西 

 美馬市 

美馬西部、徳島中央広 

域連合、みよし広域連 

合 

徳島中央広域連合、名西、 

美馬西部、みよし広域連 

合 

 みよし広域連合 
美馬西部、徳島中央広 

域連合、美馬市 
美馬西部、美馬市 
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５ 緊急消防援助隊の要請 

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

災地に赴き、人命救助活動等を行う。 

消防本部は、被害が広範囲におよび、相互応援協定を締結している市町村、消防組織等から十分な

応援が得られない場合、「板野東部消防組合緊急消防援助隊受援計画」を元に、緊急消防援助隊の派遣

を要請するものとする。 

６ 受援体制の整備  

応援要請と同時に応援部隊の受援体制を整備するものとする。そのため、災害時受援計画の策定を

推進する。 

(1) 連絡体制の確保 

応援に係る連絡窓口は受援の司令塔である総務課内に設置し、要請先である消防組織及び町との

情報交換を緊密に行うものとする。 

(2) 受援体制の内容 

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

(3) 消防活動資機材の確保 

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

７ 各機関の協力及び経費の負担 

(1) 協力の実施 

ア 各機関は、他の機関から応援を求められた場合は自らの応急措置の実施の遂行に支障のない

限り協力又は便宜を供与するものとする。 

イ 各機関の協力業務の内容は、共通対策編第１章第９節防災機関の処理すべき事務又は業務の

大綱に定めるものとし、協力方法は各計画に定めるところによるものとする。 

ウ 各機関の協力円滑に行われるよう必要に応じ、事前に協議を整えておくものとし、町は各機

関の間にあって相互協力の斡旋をするものとする。 

(2) 経費の負担 

ア 国又は他都道府県から派遣を受けた職員に対する給与及び経費の負担方法は、災害対策基本

法又は相互応援協定に定めるところによるものである。 

イ 指定公共機関等が協力した場合の経費負担については、各計画に定めるもののほか、その都

度あるいは事前に相互に協議して定める。 

８ 公共的団体等との協力体制の整備 

(1) 協力体制の確立 

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

協力が得られるよう、協力体制を確立しておくものとする。 

(2) 協力業務等 

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

おいて積極的な協力が得られるようにしておくものとする。 

なお、主な協力業務としては、次のような業務が考えられる。 

ア 異常現象、危険な場所等を発見した場合において関係機関へ連絡すること。 

イ 災害時における広報等に協力すること 

ウ 出火の防止、初期消火に協力すること 

エ 避難誘導、避難場所での救助に協力すること 

オ 被災者の救助業務に協力すること 
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カ 炊き出し、救助物資の調達配分に協力すること 

キ 被害状況の調査に関すること 
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第８節 災害救助法の適用 
（主な実施機関：町（応急対策担当課）） 

第１ 方 針 

町内において一定基準以上の災害が発生し、食料品その他生活必需品の欠乏、住居のそう失、傷病

等によって生活難に陥るなど現に応急的な救助を必要としている場合において、災害救助法を適用し

応急的・一時的な救助を行うことにより、被災者の保護と社会秩序の保全を図る必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２ 内 容 

１ 実施責任者 

知事は、救助の実施にあたるものとする。 

ただし知事が救助に関する職権の一部を委任した場合は、町長が行う。 

町長は、救助に関して知事からあらかじめ委任を受けた応急対策について実施する。 

知事から町長への委任については、災害救助法が適用された都度、委任する事務の内容及び当該事

務を行う機関を町長に通知する。 

災害救助法による救助の内容は、次の事項とする。 

 

救助実施内容 実施機関 備考 

(ｱ) 避難所の設置 町   

(ｲ) 応急仮設住宅の設置 県、町   

(ｳ) 炊き出しその他による食品の給与 町   

(ｴ) 飲料水の供給 町   

(ｵ) 被服、寝具その他生活必需品の給与、貸与 町   

(ｶ) 医療及び助産 県、町   

(ｷ) 被害者の救助 町   

(ｸ) 被災した住居の応急処理 町   

(ｹ) 学用品の給与 県、町   

(ｺ) 埋葬 町   

(ｻ) 遺体の捜索 町   

(ｼ) 遺体の処理 町   

(ｽ) 障害物の除去 町   

 

２ 適用基準 

災害救助法による救助は、市町村の区域単位にその区域を指定して行うこととし、同一原因による

災害により、市町村の被害が一定の程度に達した場合で、かつ、災害にかかった者が救助を要する状

災害救助法の適用 

実施責任者 

適用基準 

算定基準 

適用手続 

救助の程度、方法及び期間等 
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態にあるときに適用するものとし、おおむね次の基準によるものとする。 

(1) 町地域内の住家滅失世帯数が 60 世帯以上に達したとき 

(2) 住家滅失世帯数が県の一部にわたる相当広範囲な地域に発生した場合で、県下の住家滅失世帯

数が 1,000世帯以上、町地域内での住家滅失世帯数が 30世帯以上に達したとき 

(3) 被害が県下全般にわたる極めて大きな災害で、市町村の住家滅失世帯数が(1)及び(2)の基準に

達しないが、県下の住家滅失世帯数が 5,000 世帯以上に達した場合で、市町村の救助に任せられ

ないと認定したとき 

(4) 災害が隔絶した地域に発生したなど災害にかかった者の救護を著しく困難とする特別の事情が

ある場合で、かつ、多数の世帯の住家が滅失したとき 

(5) 多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じたとき 

３ 算定基準 

被害世帯の算定は、おおむね次の基準に従うものとする。 

(1) 住家の被害程度は、住家が滅失した世帯、すなわち全壊、全焼、流出等の世帯を基準とし、住

家が半壊、半焼等著しく損傷した世帯については、２世帯をもって１世帯と、床上浸水又は土砂

のたい積等により一時的に居住することができない世帯は、３世帯をもって１世帯とみなす。 

４ 適用手続  

(1) 報  告 

町長は、町における災害が第２の２の適用基準のいずれかに該当し、又は該当する見込みがある

場合は、直ちにその旨を知事に報告するものとする。 
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(2) 事務手続 

災害救助法を適用するための主な手続きは、次のとおりである。 

 

順  序 内 閣 府 都 道 府 県 市 町 村 備  考 

被害状況の把握   迅速かつ正確に、

管内の被害状況を

把握 

 

被害状況報告 報告の受理及び必

要な助言、指導 
市町村からの被害

報告を確認の上、

管内分を集計し、

直ちに防災担当大

臣に情報提供以

下、状況が判明次

第随時情報提供 

速やかに被害状況

を知事に報告以

下、状況が判明次

第随時報告 

 

災害救助法適用の 
決定 

・報告の受理及び

必要な助言、指導 

必要に応じ災害対

策本部を設置 

・日本赤十字社等

関係機関への連絡 

市町村を単位とし

て災害救助法の適

用を決定し、厚生

労働大臣に情報提

供後公示 

県内各機関に連絡 

（連携協力） 

必要に応じ災害対

策本部を設置必要

に応じ現地を確認 

知事に災害救助法 
の適用要請 
必要に応じ、災害

対策本部を設置 

 

応急救助の実施 （必要に応じ） 

他の都道府県知事に

対して応援を指示す

る 

救助の実施等 

（必要に応じ）他

の市町村に対して

救助業務の応援を

指示 

応急救助に当たる 

（県から委任を受

けた救助等） 

 

中間報告 報告の受理及び必要

な助言、指導 

災害救助法の適用

状況の情報提供 

救助の実施状況及

び今後の救助の実

施予定等情報提供

以下、状況が判明

次第随時情報提供 

救助の実施状況及

び今後の救助の実

施予定等報告以

下、状況が判明次

第随時報告 

 

（必要に応じ） 

特別基準の申請 

・特別基準の申請は、

救助の種類ごとの期

間内に行わなければ

ならない 

承認の要否及び程度

等の判断及び必要な

助言、指導 

被害が甚大等のた

め、「災害救助法に

よる救助の程度、

方法及び期間並び

に実費弁償」によ

る救助の種類ごと

に、この基準によ

り難い特別の事情

があるときは、そ

の都度特別基準を

防災担当大臣に協

議 

（必要に応じ） 

知事に特別基準の

要請 
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順  序 内 閣 府 都 道 府 県 市 町 村 備  考 

救助完了報告 報告の受理及び必

要な助言、指導 

応急救助の完了後 

１ 確定被害状況 

２ 救助の種類ご

との実施状況及び

救助費概算所要額

等を報告 

応急救助の完了後 

１ 確定被害状況 

２ 委任を受けて

行った救助の種類

ごとの実施状況及

び救助費概算所要

額等を報告 

 

補助金の申請等 申請に基づく交付

決定、資金示達及

び精算確定 

翌年度６月 15日ま

でに、精算交付を

防災担当大臣に申

請 

応急救助等に基づ

く救助費（支弁を

行った額）を知事

に申請 

特別の事情が

ある場合には、

国庫補助金の

概算交付を受

けることがで

きる 
 

５ 救助の程度、方法及び期間等 

災害救助法による救助の程度、方法及び期間については、法に基づき実施するものとするが、救助

の期間については、やむを得ない特別の事情があるときは、応急救助に必要な範囲内において防災担

当大臣の承認を得て延長することができる。 
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第９節 避難対策の実施 

（主な実施機関：町（総務課、福祉課、健康推進課、住民課）、消防本部、消防団、徳島

県、徳島板野警察署板野庁舎、自衛隊） 

第１ 方 針 

災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、住民の生命又は身体を災害から保護し、

その他災害の拡大を防止するため、町長は、関係機関の協力を得て、住民の避難に関する勧告・指示

を行い、又は安全に避難誘導して、未然に被害を防止する必要がある。 

 

 

 

 

第２ 内 容 

１ 避難勧告・指示計画 

(1) 避難勧告・指示の実施責任者 

避難の措置の実施責任者は、関係法令の規定に基づき、次により避難の勧告又は指示を行うもの

とする。 

事項 
区分 実施責任者 措  置 実施の基準 

避難準備・高
齢者等避難
開始 

町長 

要配慮者等への
避難行動開始を
求める 
立退き避難が必
要な場合にはそ
の準備を求める 

災害の発生が高まった場合におい
て、要配慮者等、特に避難行動に
時間を要する者が避難行動を開始
する必要が認められたとき 

避難の勧告 

町長 
（災害対策基本法 60 条） 立ち退きの勧告

及び立ち退き先
の指示 

災害が発生し、または発生するお
それがある場合において、特別の
必要があると認められるとき 

県知事 
（災害対策基本法 60 条） 

町が災対法第60条の事務を行うこ
とができないとき 

避難の指示 

町長 
（災害対策基本法 60 条） 

立ち退き及び立
退き先の指示 

災害が発生し、または発生するお
それがある場合において、特に必
要があると認められるとき 

県知事 
（災害対策基本法 60 条） 

町が災対法第60条の事務を行うこ
とができないとき 

避難勧告・指示計画 

警戒区域の設定 

指定避難所の開設 
避難対策の実施 

指定避難所の管理運営 

広域避難 

避難の周知徹底 

災害救助法が適用された場合 

避難者の誘導 
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警察官 
（災害対策基本法 61 条） 
（警察官職務執行法 4条） 

立退き及び立退
き先の指示 

町長が避難のため立退きを指示す
ることができないと認めるとき 
町長から要求があったとき 

警告及び避難の
措置 

危険な事態がある場合は必要な警
告を発し、及び特に急を要する場
合においては危害を受けるおそれ
のある者に対し、必要な限度で避
難の措置をとることができる。 

海上保安官 
（災害対策基本法 61 条） 

立退き及び立退
き先の指示 

町長が避難のため立退きを指示す
ることができないと認めるとき。 
町長から要求があったとき。 

自衛官 
（災害対策基本法 63 条） 
（自衛隊法 94条） 

警告及び避難の
措置 

災害派遣等を命ぜられた部隊等の
自衛官は災害により危険な事態が
生じた場合で、警察官がその場に
いないときは、危険な場所にいる
住民に対し、必要な措置をとるこ
とができる。 

知事及びその命を受けた
職員 
（水防法 29 条） 
（地すべり等防止法 25条） 

立退きの指示 
洪水、津波等により著しい危険が
切迫していると認められるとき 

 

(2) 避難の勧告又は指示 

避難の措置の実施責任者は、関係法令の規定に基づき、次により避難の勧告又は指示を行うほか、

要配慮者等の特に避難行動に時間を要する避難行動要支援者に対し、早めの段階で避難行動を開始

することを求めるものとする。 

ア 町長の措置(法第 60条) 

町長は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、住民の生命身体を災害から

保護し、その他災害の拡大を防止するため、特に必要があると認めるときは、必要と認める地域

の居住者等に対し、避難のための立退きの勧告又は指示を行うものとする。 

避難勧告等の発令にあたっては、対象地域の適切な設定等に留意するとともに、避難勧告・避

難指示（緊急）等を夜間に発令する可能性がある場合には、避難行動をとりやすい時間帯におけ

る準備情報の提供に努めるものとする。 

また、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ると認めるときは、町長は、

必要と認める地域の居住者等に対し、屋内での待避その他の屋内における避難のための安全確保

に関する措置（以下「屋内での待避等の安全確保措置」という。）を指示することができる。 

ただし、被害が甚大で、町がその全部又は大部分の事務を行うことができなくなったときは、

知事が避難のための立ち退きの勧告及び指示に関する措置の全部又は一部を当該町長に代わって

行うものとする。 

イ 警察官の措置(法第 61 条、警察官職務執行法第４条) 

警察官は、災害により住民の生命、身体に危険を及ぼすおそれのある事態が発生し、町長が避

難のため立退きを指示できないと認めるとき、又は町長から要求があったときは必要と認める地

域の居住者等に対し避難のための立退きを指示することができる。また、警察官は、危険な事態

がある場合は必要な警告を発し、及び特に急を要する場合においては危害を受ける恐れのある者

に対し、必要な限度で避難の措置をとることができる。 

ウ 自衛隊の措置(自衛隊法第 94 条、法第 63、64、65 条) 

災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官は、災害により危険な事態が生じた場合で、警察官がそ
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の場にいないときは危険な場所にいる住民に対し避難等について必要な措置をとることができる。 

エ 水防管理者(水防法第 29条) 

水防管理者は、地震に伴う津波の襲来や洪水等により著しく危険が切迫していると認めるとき

は、危険な地域の居住者に対し立退きを指示することができる。 

(3) 避難の勧告又は指示の内容 

町長等避難の勧告又は指示をする者は、次の内容を明示して実施するものとする。 

ア 避難対象地域 

イ 避難先 

ウ 避難経路 

エ 避難勧告又は指示の理由 

(4) 関係機関の相互連絡等 

県、町、警察、水防管理者及び自衛隊は、避難の措置を行ったときは、法令に基づく報告又は通

知を行うほか、避難の安全を確保するために必要であると認められる関係機関に速やかに連絡する

ものとする。 

ア 法令に基づく報告又は通知義務 

報 告 又 は 

通知義務者  
避 難 措 置 の 内 容 報告又は通知先 

町 長 

災害対策基本法第 60 条に基づき避難のための立

退きの勧告又は指示をしたとき 
知 事 

とくしまゼロ作戦課 

TEL 088-621-2297 
災害対策基本法第 61 条に基づき警察官から避難

のための立退きの指示について通知を受けたとき 

水防管理者 

（ 町 長 ） 

水防法第 29 条に基づき避難のための立退きを指

示したとき 

徳島板野警察署板野庁舎 

TEL 088-672-0110 

警 察 官 
災害対策基本法第 61 条に基づき避難のための立

退きを指示したとき 
町 長 

知事又はその

命を受けた職

員 

水防法第 29 条に基づき避難のための立退きを指

示したとき 

徳島板野警察署板野庁舎 

TEL 088-672-0110 

 
イ 報告又は通知事項  

報告又は通知事項は、おおむね次のとおりとする。 

(ｱ) 避難の措置の内容 

(ｲ) 勧告又は指示をした日時及び対象区域 

(ｳ) 対象世帯数及び人員 

(5) 住民への周知徹底 

避難指示（緊急）、避難勧告、避難準備・高齢者等避難開始等について、河川管理者及び水防管

理者等の協力を得ながら、次の方法を併用するなど、事情に即した方法で危険区域の住民に対し速

やかにその旨の周知徹底を図るものとする。 

ア ラジオ、テレビ放送による広報  

放送局に対して、勧告又は指示を行った旨を通知し、関係区域の住民に広報すべき事項を明示

して広報を依頼する。 

イ 町防災行政無線 

音声による放送及びエのサイレン信号を併用して広報する。 

ウ 広報車による広報 
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町広報車（２台）、消防団消防車等（７台）を利用し、関係区域を巡回して広報する。 

エ 信号による伝達（水防信号） 

サイレン信号により伝達する。 

徳島県水防法第 20条第１項に基づく水防信号（昭和 25年県規則第２号） 

第１信号 警戒水位（はん濫注意水位）に達したことを知らせる。 

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。 

第３信号 当該水防管理団体の区域内に居住するものが出動すべきことを知らせる。 

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。 

 

区分 警鐘信号 サイレン信号 

第１信号 ○休止 ○休止 ○休止 
約５秒 約 15 秒 約５秒 約 15 秒 約５秒 約 15 秒 
○－－ 休止  ○－－ 休止   ○－－ 休止 

第２信号 ○○○ ○○○ ○○○ 
約５秒 約６秒  約５秒 約６秒  約５秒 約６秒 
○－－ 休止  ○－－ 休止   ○－－ 休止 

第３信号 ○○○○ ○○○○ ○○○○ 
約 10 秒 約５秒 約 10 秒 約５秒 約 10 秒 約５秒 
○－－ 休止  ○－－ 休止   ○－－ 休止 

第４信号 乱打 
約１分 約５秒 約１分 約５秒 
○－－  休止 ○－－ 休止 

（備考） 

① 信号は適宜の時間継続すること。 

② 必要があれば警鐘信号及びサイレン信号を併用することができる。 

③ 危険が去った時は口頭伝達又は町内放送施設を利用し、周知させるものとする。 

 

オ 戸別訪問による伝達  

避難の勧告又は指示をしたときに夜間で停電している場合においては、消防団、自主防災組織、

防災ボランティア等により関係区域の家庭を戸別に訪問し、伝達の徹底を図る。 

(6) 避難勧告・指示等の基準 

ア 洪水 

区分 
判断基準 

吉野川 旧吉野川 宮川内谷川 正法寺川・内水 

避難準備・

高齢者等避

難開始 

・大雨警報（浸水害）、洪水警報が発表され、継続して降雨が予想されるとき 

・その他災害対策本部長が必要と認めたとき 

・岩津観測所（無堤）

の水位が「避難判断

水位」（6.5m）に達

し、さらに水位の上

昇が見込まれるとき 

・吉野川はん濫警戒

情報が発表されたと

き 

・大寺橋観測所の水

位が「はん濫注意水

位」（2.15m）に達

し、さらに水位の上

昇が見込まれると

き 

・旧吉野川はん濫警

戒情報が発表され

たとき 

・七条観測所の水

位が「避難判断水

位」（2.5m）に達

し、さらに水位の

上昇が見込まれる

とき 

・正法寺川の水位

が「はん濫注意水

位」（1.8m）に達

し、さらに水位の

上昇が見込まれる

とき 

・近隣での浸水や、

河川の増水により

浸水の危険が高い

と判断されたとき 

避難勧告 

・河川管理施設の異常（破堤につながるような漏水等）を発見したとき 

・その他災害対策本部長が必要と認めたとき 

 

・岩津観測所（無堤） ・大寺橋観測所の水 ・七条観測所の水 ・近隣で浸水が拡
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の水位が「はん濫危

険水位」（6.8m）に

達したとき 

・吉野川はん濫危険

情報が発表されたと

き 

位が「はん濫危険水

位」（2.85m）に達

したとき 

・旧吉野川はん濫危

険情報が発表され

たとき 

位が「はん濫危険

水位」（3.5m）に

達したとき 

大したとき 

・吉野川の水位が

高くなり、排水ポ

ンプの運転停止水

位に到達すること

が見込まれるとき 

避難指示 

（緊急） 

・河川管理施設の大規模な異常（大量の漏水や亀裂等）を発見したとき 

・堤防が決壊したとき 

・その他災害対策本部長が必要と認めたとき 

・岩津観測所（無堤）

の水位が「はん濫危

険水位」(6.8m）に達

し、さらに水位の上

昇が見込まれるとき 

・吉野川はん濫発生

情報を受けたとき

（堤防天端水位到

達・越流等） 

・大寺橋観測所の水

位が「はん濫危険水

位」（2.85m）に達

し、さらに水位の上

昇が見込まれると

き 

・旧吉野川はん濫発

生情報を受けたと

き（堤防天端水位到

達・越流等） 

・七条観測所の水

位が「はん濫危険

水位」（3.5m）達

し、さらに水位の

上昇が見込まれる

とき（堤防天端水

位到達・越流等） 

・近隣で床上浸水

が発生したとき 

・吉野川の水位が

高くなり排水ポン

プの運転停止、樋

門閉鎖 

上記の判断基準を目安に、現地の河川状況や気象状況等も含めて総合的に判断し、具体的に発令

するものとする。 

イ 津波 

津波災害に対する避難行動を促す場合は、基本的に「避難準備・高齢者等避難開始」及び「避

難勧告」は発令せず、「避難指示（緊急）」のみとする。その場合の住民に求める避難行動は、「立

ち退き避難」とする。ただし、海外を発生地とするなどの遠隔地地震については、気象庁発表の

「遠地地震に関する情報」の後に津波警報等が発表される可能性があるため、立ち退き避難のた

めの準備や移動に要する時間を考慮し、必要な場合「避難準備・高齢者等避難開始」及び「避難

勧告」を発令するものとする。 

なお、次のいずれかに該当する場合に、「避難指示（緊急）」を発令するものとする。 

①大津波警報、津波警報、津波注意報の発表 

 （ただし、避難の対象区域が異なる） 

②停電、通信途絶等により、津波警報等を適時に受けることができない状況において、強い揺

れを感じた場合、又は弱い揺れであっても長い時間ゆっくりとした揺れを感じた場合 

（同報系防災行政無線子局設置場所、移動系防災行政無線機設置場所…別添資料編として整理） 

２ 警戒区域の設定 

(1) 警戒区域設定の目的 

災害が発生し、又は発生しようとしている場合において、人の生命又は身体に対する危険を防止

するため、特に必要と認めるときは、警戒区域を設定し、人的な被害の未然の防止を図る。 

(2) 警戒区域の設定 

町長は、地震災害時、又は津波の発生等により、住民等の生命、身体に対する危険を防止するた

め、特に必要があると認められるときは、警戒区域を設定し、災害応急対策に従事する者以外の者

に対して、当該区域への立入りを制限、禁止し、又は退去を命ずるものとする。 

町長及びその職務を行う職員が現場にいないとき、又はこれらの者から要請があったときは警察

官又は海上保安官は町長の職権を代行することができる。この場合、直ちにその旨を町長に通知し

なければならない。 

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

現場にいない場合に限り、町長の職権を代行することができる。この場合、直ちにその旨を市町村
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長に通知しなければならない。 

(3) 警戒区域設定の周知 

警戒区域の設定を行った者は、避難の勧告又は指示と同様に、住民への周知及び関係機関への連

絡を行うものとする。 

（津波災害警戒区域一覧…別添資料編として整理） 

３ 避難者の誘導 

(1) 住民の避難誘導 

住民の避難誘導は、町及び警察署等が実施するものとするが、誘導にあたっては、周囲の状況等

を的確に判断して避難路を選定の上、傷病者、障がい者、高齢者、幼児等を優先的にできる限り集

団で行うものとする。 

また、避難行動要支援者の避難誘導については、自主防災組織や自治会など地域住民においても、

福祉関係者との連携の下、県と協力して避難誘導を実施するよう努めるものとする。 

(2) 住民の避難誘導体制 

ア 町は、避難勧告等も発令区域・タイミング・指定緊急避難場所、避難経路等の住民の避難誘

導等警戒避難体制をあらかじめ計画するものとする。その際、水害と土砂災害、複数河川の氾

濫、台風等による高潮と河川洪水との同時発生等、複合的な災害が発生することを考慮するよ

う努めるものとする。 

イ 町は、避難指示（緊急）、避難勧告、避難準備・高齢者等避難開始等について、河川管理者及

び水防管理者等の協力を得つつ、洪水、土砂災害等に対して避難すべき区域や判断基準、伝達

方法を明確にし、日頃から指定緊急避難場所や避難路と併せて住民への周知徹底に努めるもの

とする。 

ウ 町は、被害の想定等により必要に応じて、近隣の市町村の協力を得て、指定緊急避難場所を

近隣市町へ設けるものとする。 

(3) 避難行動要支援者への配慮 

町は、発災時には、避難行動要支援者本人の同意の有無にかかわらず、避難行動要支援者名簿を

効率的に利用し、避難行動要支援者について避難支援や迅速な安否確認等が行われるように努める

ものとする。 

４ 指定避難所の開設 

(1) 指定避難所の開設 

町は、災害の規模や状況により指定避難所を開設する。さらに、高齢者等の要配慮者に配慮して、

被災地以外の地域にあるものを含め、旅館やホテル又は、民間の賃貸住宅等を避難場所として借り

上げる等、多様な避難場所の確保に努めるものとする。 

また、指定避難所を開設したときは、避難開始日時、場所、収容状況及び開設期間の見込みにつ

いて、速やかに知事及び関係機関に報告又は通知するものとする。 

ア 指定避難所の設置場所選定基準 

(ｱ) 非焼失地域内、又はそれぞれの周辺地域であること 

(ｲ) 津波及び浸水等の被害のおそれがないこと 

(ｳ) 洪水の場合は低地、川沿等をさけた高地又は想定浸水深に対応できる階層を有する（３階

以上）頑丈な建物であること 

(ｴ) 大火災を防除できる面積等を備えた場所であること 

(ｵ) 耐震、耐火構造を備えた公共建築物等であること 

(ｶ) 給水、給食等の救護・救護活動が可能であること 
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（指定避難所一覧…別添資料編として整理） 

イ 収容方法 

(ｱ) 主な避難所としては、公立の学校、公会堂等公共施設、神社、寺院、旅館等の既存の建物

を応急的に整備して使用するのが適当であるが、これらの適当な施設が得難いときは野外に

仮設物等を仮設し、又はテントを設置するものとする。 

(ｲ) 災害の状況により、予定した避難所が使用できないときは、町長は、知事又は隣接市町長

と協議して所要の措置を講ずるものとする。 

(2) 指定避難所開設の要請等 

避難所として既存の建物がない場合又は既存の建物が不足する場合、町は県に対し、指定避難所

の開設及び野外収容施設の設置に必要な資材の調達について、協力を要請するものとする。 

(3) 指定避難所開設の報告 

町は、指定避難所を開設したとき、速やかに次の事項を県及び関係機関に報告又は通知するもの

とする。 

ア 指定避難所開設の日時及び場所 

イ 箇所数及び収容人員 

ウ 開設期間の見込み 

５ 指定避難所の管理運営 

(1) 指定避難所の運営 

ア 指定避難所の管理 

町は、指定避難所を開設したとき、指定避難所内の秩序を保持するため、次の措置を講ずる。 

(ｱ) 避難者に対する災害情報の伝達 

(ｲ) 避難者に対する応急対策実施状況の周知徹底 

(ｳ) 指定避難所に関する各種相談 

イ 指定避難所の実態把握 

指定避難所開設後直ちに指定避難所内外における避難者の生活環境を把握するため、次の事項

等についての実態把握に努め、男女のニーズの違い等男女双方の視点に配慮する。 

(ｱ) 水道、ガス、電気の復旧状態 

(ｲ) 仮設トイレの個数や設置場所 

(ｳ) 指定避難所の清掃、室温、湿度、換気状態 

(ｴ) プライバシーの保護 

(ｵ) 避難所で生活せず食事のみ受け取りに来ている被災者（車中泊等の避難所外で生活する被

災者を含む）の状況 

ウ 職員等の派遣 

指定避難所を開設したときは、職員を派遣し、自主防災組織、災害時コーディネーター、ボラ

ンティア等の協力を得て、収容された被災者に対し、必要に応じ次の業務を行う。また指定緊急

避難場所の運営にあたっては女性の参画を積極的に進めるものとする。 

特に、女性専用の物干し場、更衣室、授乳室の設置や生理用品、女性用下着の女性による配布、

指定緊急避難場所における安全性の確保など、女性や子育て家庭のニーズに配慮した指定緊急避

難場所の運営に努めるものとする。 

なお、食料や生活必需品等の支給に当たっては、乳幼児、高齢者、食物アレルギー者、女性等

に配慮するものとする。 

(ｱ) 給水、給食 
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(ｲ) 毛布、衣料、日用必需品等の支給 

(ｳ) 負傷者に対する応急医療 

(ｴ) 行政相談等必要とされるその他業務 

エ 町は、指定避難所開設後、住民が避難所運営マニュアルに基づいて、自主的に指定避難所を

運営できるように配慮するように努める。 

(2) 要配慮者への対応 

ア 避難生活支援 

指定避難所に収容された要配慮者に対し、次のような措置を講ずる。 

(ｱ) 要配慮者に向けた情報提供に十分配慮する。 

(ｲ) 要配慮者の応急仮設住宅への優先的入居、スロープや多機能トイレ等の設置など高齢者・

身体障がい者向け仮設住宅の設置に努める。 

(ｳ) 要配慮者の心身双方の健康状態には特段の配慮を行い、心のケアや避難者によるコミュニ

ティの形成などに配慮し、必要に応じ保健師等による巡回健康診断を実施する。 

(ｴ) 家庭動物の受け入れにおいても配慮するものとする。 

イ その他 

要配慮者のうち必要とされる者には、老人憩いの家、旅館、ホテル等を指定緊急避難場所とし

て確保するとともに、社会福祉施設への入所、ホームヘルパーの派遣、車椅子等の手配等を行う

など、福祉事業者、ボランティア団体等の協力を得ながら、避難生活の支援を計画的に実施する。 

（参考）指定避難所の業務例（阪神・淡路大震災） 

時 期 主 な 業 務 例 

発生～１ヶ月後 
安否確認、飲料水、食料の確保、救護所、仮設トイレ、風呂の設置、ボランティアの

受け入れ等 

概ね１ヶ月経過後 
上記に加えて指定避難所設置の長期化に伴うルール、自治組織づくり、苦情対応、行

政相談、教育再開等の対応 

 
(3) 避難所等における生活環境の向上 

町は、県が締結した以下の民間事業者との協定などを活用し、避難所等（車中泊等の避難所外で

生活する避難者を含む。）における生活の質の向上を図る。 

アマゾンジャパン及びヤマト運輸との協定による、必要な物を必要な量だけ支援可能な「ほしい

物リスト」を活用する。 

また、町は、避難所の良好な生活環境の継続的な確保のため、専門家等との定期的な情報交換に

努める。 

６ 広域避難  

町は、災害の規模、被災者の避難、収容状況、避難の長期化等に鑑み、区域外への広域避難及び指

定緊急避避難場所、応急仮設住宅等への収容が必要であると判断した場合は、必要に応じて県を通じ

て広域避難に関する支援を要請する。 

また、災害の発生により県及び市町村がその事務を行うことができなくなった場合で、被災住民の

広域一時滞在及び県外広域一時滞在が必要な場合は、国が代わって施行する。 

７ 避難の周知徹底 

(1) 指定緊急避難場所等の周知 

町長は、避難のための立ち退きの万全をはかるため指定緊急避難場所、経路及び心得をあらかじ

め住民に周知徹底させておくものとする｡ 

(2) 避難勧告等の周知徹底等 
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避難の勧告又は指示をした者又は機関は、その内容につき広報媒体を通じ、又は広報車、警鐘、

サイレンによる信号など直接広報により、当該地域の住民に対し速やかに周知徹底を図るものとす

る。 

なお、避難行動要支援者に対しては、自主防災組織や民生・児童委員等の福祉関係者等との連携

の下、その特性に応じた手段で伝達を行うよう努めるものとする。 

また、浸水等の危険又はその発生の恐れがある場合、自らを守るのは自らであるとの原則により、

自主防災組織や自治会など地域住民は、避難の勧告等がなされる以前であっても、自主的に早期避

難を行うよう努めるものとする。 

(3) 屋内での待避等の安全確保 

住民は、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、屋外で移動することが

危険な場合、屋内での待避その他の屋内における避難を行うことが可能である。 

８ 災害救助法が適用された場合 

指定避難所として既存の建物がない場合又は既存の建物が不足する場合は、県に対し、避難所の開

設及び野外収容施設の設置に必要な資材の調達について、協力を要請するものとする。 

(1) 対象者 

災害により現に被害を受けた者、又は被害を受けるおそれがある者 

(2) 期 間 

災害発生の日から７日以内 

(3) 費 用 

ア 指定避難所の設置、維持及び管理のための賃金職員等雇用費、消耗器材費、建物の使用謝金、

器物の使用謝金、借上費又は購入費、高熱水費及び仮設便所等の設置費 

イ 指定避難所が冬季（10 月１日～３月 31 日）に設置された場合は、燃料費として別に定める

額を加算 

ウ 高齢者、障がい者等であって、指定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

容する福祉避難所である場合は、当該地域の通常の実費を加算 
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第１０節 車中泊を含む避難所外避難者の支援対策 

（主な実施機関：町（福祉課、健康推進課、住民課、保健センター、地域包括支援セン

ター）） 

 
第１ 方 針 

避難者の様々な事情や目的、その意思に応じて避難所を選択することや避難所が自然発生する場合

があることから、車中泊避難者及び指定避難所以外の施設や屋外に自然発生した避難所等への避難者

（以下「避難所外避難者」という。）に対しても、食料・物資等の提供、情報の供給、避難所等への移

動など必要な支援を行うものとする。 

 

 
 
第２ 内 容 

１ 避難所外避難者の把握のための周知 

避難所外避難者に対し、最寄りの指定避難所に現況を連絡するよう周知を行う。 

 
２ 避難所外避難者の状況調査 

避難所外避難者の状況を調査し、避難所に滞在することができない被災者に対しても、食料等必要

な物資の配付、保健師等による巡回健康相談の実施等保健医療サービスの提供、正確な情報の伝達等

により、生活環境の確保が図られるよう努めるものとする。 

民生・児童委員、介護保険事業者、障がい福祉サービス事業者等は、避難所外の避難行動要支援者

の所在や安否の確認に努め、把握した情報について町に提供する。避難所外避難者の状況は、発災後

３日以内に把握し、必要な支援を開始する。 

 
３ 要配慮者に対する配慮 

指定避難所外に避難した要配慮者をできるだけ早く、指定避難所、福祉避難所、福祉施設又は医療

機関に移送する。 

 
４ 支援の実施 

新たな避難先の提供（避難施設、テントなど）や食料・物資の供給、避難者の健康管理、健康指導

等を実施する。特に、車中泊等狭い場所で避難生活を送っている方に対して、エコノミークラス症候

群に対する注意喚起とその予防法について積極的な情報提供に努める。 

  

避難所外避難者の支援対策 

避難所外避難者の把握のための周知 

避難所外避難者の状況調査 

要配慮者に対する配慮 

支援の実施 
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第１１節 交通確保対策 
（主な実施機関：町（総務課、建設課、下水道課）、消防本部、徳島板野警察署板野庁舎） 

第１ 方 針 

災害時において、負傷者の搬送、災害対策要員、応急対策実施用資機材等の緊急輸送を円滑に行う

ため、不通箇所の通報連絡、交通規制措置の実施等交通を確保するための対策を迅速かつ的確に行う

必要がある。 

 
 
 
 
 

第２ 内 容 

１ 道路交通状況の把握 

各施設の被害状況及び交通の流れや支障物件、混雑の度合の調査を速やかに実施するとともに、徳

島板野警察署板野庁舎、東部県土整備局等の行政機関はもとより、四国電力株式会社や西日本電信電

話株式会社等通信事業者等、民間事業者との情報交換を緊密に行い、道路交通状況等の把握に努める

ものとする。 

 

２ 交通規制の実施 

(1) 実施責任者 

交通規制・措置命令の実施は、次の区分によって行うものとする。 

区分 実 施 者 範 囲 

交 

通 

規 

制 

道路管理者 
 

 
１ 道路の破損、決壊その他の事由により交通に危険があると認め

られる場合 

２ 道路に関する工事のため、やむを得ないと認める場合 

警 察 

公安委員会 

警 察 署 長 

警 察 官 

１ 災害応急対策に従事する者又は災害応急対策に必要な物資の

緊急輸送等を確保するために必要があると認める場合 

２ 道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るた

め必要があると認める場合 

３ 道路の損壊、火災の発生その他の事情により道路において交通

の危険が生じ又はそのおそれがある場合 

措 

置 

命 

令 

災害派遣を命ぜら

れた自衛官・消防

職員 

警察官がその場にいないときで、それぞれの機関の緊急通行車

両の円滑な通行を確保する必要がある場合 

（当該措置をとった場合には、所轄の警察署長に報告しなければ

ならない。） 

 
 

国 
県 

市町村 

交通確保対策 

道路交通状況の把握 

交通規制の実施 

運転者への広報 
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(2) 交通規制の実施 

町は、道路の破損、決壊、その他の事由により通行が危険であると認められる場合又は道路に関

する工事のためやむを得ないと認める場合は、その対象、区間又は地域、期間及び理由を明瞭に記

載した道路標識により、当該道路の通行を禁止し、又は制限するものとする。 

なお、大規模な災害により、広範かつ甚大な道路被害が発生し、広域的な交通規制を行う必要が

あると認める場合は、隣接市町、県等の道路管理者と協議の上、徳島板野警察署板野庁舎に対し交

通規制の実施を要請するものとする。 

(3) 交通規制の通知 

町は、道路の通行を禁止し、又は制限しようとする場合には、あらかじめ徳島板野警察署板野庁

舎に対し禁止又は制限の対象、区間又は地域、期間及び理由を通知するものとする。 

なお、あらかじめ通知するいとまがないときは、これらの事項を、事後速やかに通知するものと

する。 

(4) 交通規制の周知 

町は、交通規制を実施した場合、道路標識、迂回案内板又は交通規制の予告板等を設置して、交

通の混乱防止措置を講ずるとともに、テレビ、ラジオ等の報道機関（道路交通情報センターを含む。）

を通じて、交通規制の周知徹底を図るものとする。 

(5) 緊急輸送車両の事前届出 

大規模な災害が発生した場合、災害対策基本法第 76条の規定により、公安委員会の権限におい

て災害緊急輸送を行う車両以外の車両の通行禁止又は制限が行われることがある。 

ついては、町は、災害が発生した場合に使用する予定のある町有車両については、「緊急通行車

両事前届出」を行い、「緊急通行車両事前届出済証」の交付を受け、当該届出済証を車検証ととも

に保管しておくものとする。 

なお、災害発生時には、「緊急通行車両届出済証」を最寄りの警察署又は規制実施箇所の警察官

に提出し、直ちに「緊急通行車両確認証明書及び緊急通行車両標章」の交付を受けるものとする。 

(6) 緊急輸送車両の確認申請 

大規模な災害が発生し、災害対策基本法第 76条の規定により、公安委員会の権限において災害

緊急輸送を行う車両以外の車両の通行禁止又は制限が行われる場合、町は、(5)により「緊急通行

車両届出済証」の交付を受けていない町有車両及び緊急調達した輸送車両については、直ちに「緊

急通行車両確認の申請」を行い、「緊急通行車両確認証明書及び緊急通行車両標章」の交付を受け

るものとする。 
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緊急通行車両標章（参考） 

 
 

 
備考 １.色彩は、記号を黄色、緑及び「緊急」の文字を赤色、「登録(車両)番号」、「有効期限」、 

「年」、「月」及び｢日｣の文字を黒色、登録(車両)番号並びに年、月及び日を表示する部 

分を白色、地を銀色とする。 

２.記号の部分に、表面の画像光の反射角度に応じて変化する措置を施すものとする。 

３.図示の長さの単位は、センチメートルとする。 

 
 
緊急通行車両事前届出済証（参考） 

 
 

 
災害応急対策用 

緊急通行車両事前届出書 
年  月  日 

徳島県公安委員会  殿 

申請者住所 
（電  話） 
氏 名  

第 号 
災害応急対策用 

緊急通行車両事前届出済証 
 

左記のとおり事前届出を受けたことを証する。 

年  月  日 
 

徳島県公安委員会 印 

番号標に表示されている

番  
  

(注)１ 災害発生時には，この届出済証を最寄りの警察本部，警察署，交

通検問所等に提出して所要の手続きを受けてください。 

 
２ 届出内容に変更が生じ又は本届出済証を亡失し，汚損し, 破損した

場合には，公安委員会（警察署経由）に届け出て 再交付を受けて

ください。 

３   次に該当するときは，本届出証を返還してください。 
(1)  緊急通行車両に該当しなくなったとき。 
(2)  緊急通行車両が廃車となったとき。 
(3)  その他緊急通行車両として必要性がなくなったとき。 
  

車両の用途（緊急輸送を行

う車 両にあっては，輸送

人員又は品名） 

 

 
使用者 

 

住  所 
 
 

( ) 局 番 
氏  名  

出 発 地  
(注) この事前届出書は２部作成して，当該車両を使用して行う業務の内容を証明

する書類を添付の上，車両の使用の本 拠の位置を管轄する警察署に提出し

てください。 
 

 

21 

1
5 
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緊急通行車両確認証明書（参考） 
 

第     号 

年  月  日 
 

緊 急 通 行 車 両 確 認 証 明 書 
 

徳 島 県 知 事 ○印  

徳島県公安委員会 ○印  
 

番 号 標 に 表 示 

さ れ て い る 番 号 

 

車両の用途（緊急輸送を行う車両

にあっては、輸送人員又は品名） 

 

使 用 者 
住 所 

（   ）  局  番 

氏 名  

通 行 日 時 出 発 地 目 的 地 

通 行 経 路   

備 考  

備考 用紙は、日本興業規格Ａ５とする。 

 
(7) 道路の応急復旧 

ア 道路管理者は、災害応急対策に要する輸送が円滑に実施し得るよう、被害を受けた道路をす

みやかに復旧するよう努めるとともに、その復旧状況を関係機関に報告又は通報するものとす

る。 

イ 道路管理者は、その管理に属する道路が災害により不通となり、応急対策実施上、重要かつ

緊急を要する場合は、他の道路管理者の応援協力、又は必要により知事に対し自衛隊の災害派

遣を依頼するものとする。 

３ 運転者への広報 

大規模な地震が発生したときの運転者のとるべき措置として、広報車等により次の事項の周知徹底

を図るものとする。 

 

１ 家族との連絡・避難等には車両を使用しない。 

２ 通行禁止区域内の道路上にある車両の運転者は、速やかに駐車場、公園、空き地等

の道路外に車両を移動させる。 

なお、道路外に車両を移動させることができない場合は、交差点付近や幹線道路を

避け、道路の左側端に寄せて停車する。 

３ 停車後は、カーラジオ等により地震情報、交通情報を聴取し、その情報及び周囲の

状況に応じて行動する。 

４ 緊急輸送路上の車両の運転者は、速やかに直近の迂回路等の緊急輸送路以外の道路

又は路外に車両を移動する。 

５ やむを得ず車両を道路に置いて避難するときは、次の鉄則を守る。 

(1) 交差点を避け、道路の左側端に寄せて停車する。 

(2) エンジンを切り、エンジンキーは付けたままとする。 

(3) 窓を閉め、ドアはロックしない。 

(4) 貴重品を車内に残さない。 
  

運 転 者 の と る べ き 措 置 
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４ 緊急車両の通行ルート確保のための放置車両対策及び土地の一時使用等 

緊急車両の通行を確保する緊急の必要がある場合、道路管理者は、区間を指定して以下を実施する

ことができる。 

(1) 緊急車両の妨げとなる車両の運転者等に対して移動を命令 

(2) 運転者の不在時等は、道路管理者自ら車両を移動（その際、やむを得ない限度での破損を容認

し、併せて損失補償規定を整備） 

(3) (1)(2)の措置のためやむを得ない必要がある時、道路管理者は、他人の土地の一時使用、竹木

その他の障害物の処分が可能である。 
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第１２節 緊急輸送対策 
（主な実施機関：町（総務課、税務課）） 

第１ 方 針 

災害が発生した場合には、被災者の避難、物資の輸送等は災害応急対策活動の根幹となるため、輸

送手段の確保等緊急輸送にかかる業務を迅速かつ的確に行う必要がある。 

 
 
 
 
 
 
 

第２ 内 容 

１ 実施責任者 

被災者、災害応急対策要員の輸送及び救援用物資、応急対策用資機（器）材等の輸送は、それぞれ

の機関において行うものとする。 

２ 緊急輸送の対象 

町及び関係機関が実施する緊急輸送の対象は、次のとおりである。 

(1) 医療、助産その他救護のための輸送を必要とする者 

(2) 医薬品、医療用資機材 

(3) 飲料水、食料、生活必需品等の救護物資 

(4) 応急復旧用資機材 

(5) 災害対策要員 

(6) 情報通信・電力・ガス・水道施設保安要員 

(7) 消火、救急救助、医療（助産）救護のための要員及び資機材 

(8) その他必要と認められるもの 

３ 緊急輸送車両の確保 

(1) 緊急輸送車両の使用申請 

ア 大規模な災害により災害対策本部が設置された場合には、町有車両は総務課において集中管

理するものとする。 

イ 町の各課等は、町有車両を緊急輸送に使用する場合は、総務課に対し、次の事項を明らかに

して、緊急輸送車両の使用を申請するものとする。 

(ｱ) 使用目的 

(ｲ) 車種 

(ｳ) 使用期間 

(ｴ) 希望する受取りの日時及び場所 

(2) 緊急輸送車両の調達 

町有車両だけで不足する場合は、輸送対象等から適正な輸送手段を選定し、県、自衛隊、輸送事

業者等に対し、次の車両等の貸与を要請するものとする。 

ア 乗用車、バス及び貨物自動車 

イ 特殊自動車 

ウ 舟艇 

実施責任者 

緊急輸送の対象 

緊急輸送車両の確保 

緊急輸送拠点の確保 

緊急輸送対策 
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エ 船舶 

オ 鉄道 

カ 航空機等 

(3) 緊急輸送車両の配車 

ア 配車計画書の作成 

町は、町有車両及び調達車両を集中管理し、緊急度、使用目的に応じた配車計画を作成する。 

イ 各課等への配車 

町は、アの配車計画に基づき、緊急輸送車両の使用申請のあった各課等へ引き渡す。 

４ 緊急輸送拠点の確保 

被災状況により、必要と認められる場合は、藍住中学校駐輪場に災害時の緊急輸送拠点を開設する。 

藍住中学校駐輪場では、救援物資の受入れ、一時保管、備蓄物資の確認、配送準備等を行うととも

に、必要に応じて藍住中学校グラウンドをヘリポートとして活用する。 
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第１３節 消防防災へリコプターの活用 

（主な実施機関：町（総務課）、消防本部、徳島県） 

第１ 方 針 

町は、住民の生命、身体、財産を保護するため、緊急を要し、必要があると認められるときは、県

消防防災ヘリコプターの出動を要請するものとする。 

 
 
 

 
第２ 内 容 

１ 消防防災ヘリコプターの活用 

(1) 消防防災ヘリコプターの活動内容 

町は、災害発生時等において、次の活動について、消防防災ヘリコプターの出動を要請する。 

ア 救急活動（傷病者の搬送、医師及び医療器材等の搬送） 

イ 救助活動（孤立者等の捜索・救助） 

ウ 災害応急活動（被災状況の調査及び情報収集、災害情報・警報等の伝達広報、救援物資・人

員等の輸送） 

エ 火災防御活動（被災調査及び情報収集、避難誘導等の広報、消防隊員及び消火資器材搬送、

火災等の消火） 

オ その他消防防災ヘリコプターによる対応が有効な活動 

(2) 消防防災ヘリコプターの運航体制及び出動要請手続等 

消防防災ヘリコプターの運航及び出動に関する事項は、「徳島県消防防災ヘリコプター運航管理

要綱」及び「徳島県消防防災ヘリコプター緊急運航要領」の定めによるものとする。 

なお、県は、消防防災ヘリコプターの運航基地として、徳島空港内に徳島県消防防災航空隊事務

所を置く。 

(3) 飛行場外離着陸場の確保 

町は、県と連携しながら、災害時において消防防災ヘリコプターの迅速な活動が実施できるよう、

活動の現場での拠点となる飛行場外離着陸場の整備に努めるものとする。 

（具体的な計画は本編第３章第６節「自衛隊災害派遣要請」、本編第 12節「緊急輸送対策」を参照） 

消防防災へリコプターの活用 消防防災ヘリコプターの活用 
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(4) 緊急運航の要請及びフローチャート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

徳島県庁 

（運航管理責任者） 

（総括管理者） 

徳島県庁 

（運航管理責任者） 

（総括管理者） 

災 害 
現 場 

消防本部 

⑤ 出勤 

通報 

① 要請 ④ 回答 

③ 要請等の報告 

② 出勤の決定 

消防防災航空隊事務所

（ 運 航 管 理 者 ） 

消防防災ヘリコプターの出動要請

連絡先 
１ 勤務時間内の連絡先 
 徳島県消防防災航空隊事務所 
 電 話 088-683-4119 

 ＦＡＸ 088-683-4121 

 

２ 勤務時間外における連絡先 

 （17：15～8：30） 

 徳島県庁衛視室 

 電 話 088-621-2057 
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第１４節 消火活動等の実施 
（主な実施機関：町（総務課、福祉課、健康推進課、建設課）、消防本部、消防団） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
第１款 消火活動 

第１ 方 針 

消火活動の基本方針は、次のとおりとする。 

１ 住民、自主防災組織及び事業所等は、自らの生命及び財産を守るため、出火防止及び初期消火活

動を行うものとする。 

２ 住民は協力して可能な限り消火活動を行い、火災の拡大防止に努める。特に危険物を扱う事業所

においては、二次災害の防止に努めるものとする。 

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

 

第２ 内 容 

１ 消防機関（消防本部) 

(1) 火災情報の収集及び伝達 

ア 消防本部は職員をビル等の高所見張及び巡回等に配置し、火災の早期発見に努めるとともに、

119 番通報、かけこみ通報、救急無線、防災ヘリ、参集職員の情報など、消防活動に関する次

の情報を収集し、初動体制を整えるものとする。 

(ｱ) 延焼火災の状況 

(ｲ) 自主防災組織等の活動状況 

(ｳ) 道路の通行状況 

(ｴ) 消防ポンプ自動車等消防施設及び消防水利の活用可能状況 

イ 消防長は、災害の状況を町長に報告し、応援要請等の手続きに遅れのないよう働きかけるも

消
火
活
動
等
の
実
施 

消防機関（消防本部） 

消防団及び自主防災組織 

事業所等 

住民 

水防活動 

惨事ストレス対策 

救助活動 

消火活動 

被災建築物及び被災宅地に対す

る安全対策 

危険物施設の安全確保 

消防団及び自主防災組織 

消防機関(消防本部)等 

応急処理 

通信体制 
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のとする。 

(2) 火災防御方針 

災害時の消火活動は、収集した情報を分析し、火災の態様に応じた防御活動を展開するものとし、

人命の安全確保を最重点に行うものとする。 

ア 火災発生が少ないと判断したときは、積極的な防御を行い、一挙鎮滅を図る。 

イ 火災が発生し、同時に対処できないと認める場合は、延焼拡大の危険性の高い地域、住民の

生命の保護、生活に重大な影響を及ぼすおそれのある施設等を重点的に消火活動を実施する。 

ウ 火災が著しく多発又は延焼火災が発生する等住民の生命に危険を及ぼすことが予想される場

合は、拠点避難所及び避難路周辺を優先防御するとともに、住民の避難誘導を行い、住民の安

全確保を最優先とする活動を行う。 

エ 大工場、危険物貯蔵施設等から出火し、多数の消防隊を必要とする場合は、市街地に面する

部分及び市街地の延焼火災防御にあたる。 

オ 火災と水災が同時に発生した場合は、人命救助を第一とするほか、原則として火災防御を優

先とする。 

カ 自主防災組織等が実施する消火活動との連携、指導に努める。 

(3) 応援派遣要請 

町は、自地域の消防力で十分な活動が困難である場合、相互応援協定に基づいて、他の市町村の

消防隊の応援を要請するものとする。また、必要に応じ、県に対し応援隊の必要性を連絡する。 

(4) 応援隊の派遣 

町は、本町が被災していない場合、相互応援協定、県の指示により、又は緊急消防援助隊の一部

として、消防隊を災害地に派遣し、被災自治体の消防活動を応援するものとする。 

特に、近隣市町での被害に対しては直ちに出動する。 

２ 消防団及び自主防災組織 

消防団は、地域に密着した防災機関として、地域の自主防災組織の指導を行うとともに、現有装備

を活用して次により、出火防止、消火活動、救急救助、避難誘導その他災害の防御活動を行うものと

する。 

(1) 出火防止 

災害発生地周辺の住民に対して出火防止を広報するとともに、出火した場合は、住民と協力して

初期消火にあたる。 

(2) 消火活動等 

消防隊の出動が不能又は到達困難な場合においては、消火活動及び主要避難路の確保等の防災活

動を行う。 

３ 事業所等 

(1) 火災予防措置 

火気の消火及び高圧ガス、石油類等の供給停止、ガス、石油類、毒物、劇薬等の流出又は漏洩等

異常事態の発生の有無の点検を行い、必要な防災措置を講ずる。 

(2) 火災が発生した場合の措置 

ア 自主防災組織による初期消火及び延焼防止活動を行う。 

イ 関係機関への通報及び必要に応じて従業員、顧客等の避難誘導を行う。 

(3) 災害拡大防止措置 

高圧ガス、石油類、毒物、劇薬等を取扱う事業所等において、異常が発生し災害が拡大するおそ

れがあるときは、次の措置を講ずる。 
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ア 周辺地域の居住者等に対し、避難等の行動をとる上で必要な情報を伝達する。 

イ 立入禁止等の必要な防災措置を講ずる。 

４ 住民 

(1) 火気の遮断 

使用中のガス、石油ストーブなどの火気取扱器具は直ちに火気の遮断をするとともに、ＬＰガス

はボンベのバルブを閉止する。 

(2) 初期消火活動 

火災が発生した場合は、消火器、水バケツ等で消火活動を行うとともに、大声で周辺の人に知ら

せて協力を求める。 

５ 惨事ストレス対策 

消火活動を実施する各機関は、職員等の惨事ストレス対策の実施に努める。 

 

第２款 水防活動 

水防活動については、藍住町水防計画によるものとする。 

 

第３款 救助活動 

第１ 方 針 

救助活動に関する応急対策は次のとおりとする。 

 

第２ 内 容 

１ 消防機関(消防本部)等 

(1) 基本方針 

ア 被災者の救出は、消防本部が行う。 

イ 人の生命身体が危険な状態にある者の救出は、警察機関が他の措置に優先して行う。 

(2) 情報の収集及び伝達 

ア 消防本部は、119 番通報、かけこみ通報、救急無線、防災ヘリ、参集職員の情報などを総合

して、被害の状況を把握し、初動体制を整えるものとする。 

イ 消防長は、災害の状況を町長に報告し、応援要請等の手続きに遅れのないよう働きかけるも

のとする。 

(3) 救助の対応方針 

大災害が発生した場合に多発すると予想される救助・救出の要請に対して、原則として次の基準

により対応するものとする。 

ア 被災者の救出及び捜索等は、消防機関(水防活動機関)を主体とした救出班を編成し警察機関

とともに実施する。 

イ 救急処置及び救助は、救命の処置を必要とする負傷者を優先とし、その他の負傷者はできる

限り自主的な処置を行わせるとともに、他の防災機関との連携の上、救急救護活動を実施する。 

ウ 延焼火災が多発し、同時に多数の救急・救助が必要となる場合は、火災現場付近を優先に救

急・救助活動を行う。 

エ 延焼火災が少なく、同時に多数の救急・救助が必要となる場合は多数の人命を救護できる現

場を優先に、効果的な救急・救助活動を行う。 

オ 同時に小規模な救急・救助を必要とする事象が併発した場合は、救命効率の高い事象を優先

に救急・救助活動を行う。 
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カ 救急・救助の必要な現場への出動は、救命効率を確保するため、努めて救急隊と他の隊が連

携して出動する。 

キ 救助活動を必要としない現場への出動は、救急隊のみとし、救命を要する重傷者を優先に出

動する。 

(4) 救助資機材の調達 

町は、家屋の圧壊等により、通常の救助用資機材では対応困難な被害が生じたときは、民間の建

設業者等の協力を得て重機を調達して迅速な救助活動を行うものとする。 

(5) 医療救護所の設置 

町は、災害の状況によって必要と認めるときは、災害現場に医療救護所を設置し、医療機関、消

防団、自主防災組織、ボランティア団体等と協力して、傷病者の応急手当、振り分け(トリアージ)

を行うものとする。 

(6) 後方医療機関への搬送 

ア 救命処置を要する重傷者を最優先として、医療機関に搬送するものとする。 

イ 搬送にあたっては、搬送先の医療機関では、施設・設備の被害、ライフラインの途絶等によ

り、治療困難な場合も考えられるため、各医療機関が受入可能な状況であるかの情報を早期に

収集して、救護班及び救急隊に対して情報を伝達する。 

ウ 医療機関の被災により、病院から病院への転院搬送の需要も生じると考えられるため、被災

地外の医療機関との連絡をとり、転院搬送を実施する。 

(7) 応援派遣要請 

町は、自地域の消防力で十分な活動が困難である場合、相互応援協定に基づいて、他の市町村の

消防隊の応援を要請するものとする。また、必要に応じ、県に対し応援隊の必要性を連絡する。 

(8) 応援隊の派遣 

町は、本町が被災していない場合、相互応援協定、県の指示により、又は緊急消防援助隊の一部

として、消防隊を災害地に派遣し、被災自治体の消防活動を応援するものとする。特に、近隣市町

での被害に対しては直ちに出動する。 

(9) 県警察、医療機関との連携 

町は、被災者救出のための通報を受領し、救出活動を実施するときは、特に県警察及び医療機関

と密接な連絡をとりながら救出活動を行うものとする。 

２ 消防団及び自主防災組織等 

大火災等が発生した場合、消防機関の主力は延焼阻止に向けられるため、自主防災組織等は、災害

発生後において、近隣の安否を確認し、負傷者又は逃げおくれた者等が発生したときは、近隣住民の

協力のもと自主的な救助・救急活動を行うものとする。 

 

第４款 危険物施設の安全確保 

第１ 方 針 

危険物施設の安全確保についての応急対策は次のとおりとする。 

 
第２ 内 容 

１ 応急処置 

(1) 施設の所有者及び管理者又は占有者 

ア 災害が発生した場合、施設内の火気を完全に消火するとともに、状況に応じて施設内の電源

は保安回路を除いて切断するなど、応急処置を適正かつ速やかに実施する。 
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イ 必要な場合は、従業員、顧客又は付近の住民に避難するよう警告する。 

ウ 被害状況等について、消防機関、警察署等防災関係機関に報告する。 

(2) 町長 

ア 被害が広範囲にわたり、引火、爆発又はそのおそれがあると認めるときは、施設関係者及び

関係機関と密接な連絡をとり、立入禁止区域の設定をするとともに、当該区域内の住民に対し

て避難、立退きの勧告指示を行う。 

イ 火災の防御は、自力の消防力を有機的に運用して実施するものとするが、特に火災の状況や

規模、危険物の種類等により、必要な場合は消火用薬剤の収集、化学消防車の派遣要請等他の

機関の応援を要請する。 

ウ 流出、転倒及び浮上した危険物のタンク等については、使用の停止を命じ、危険物の排除作

業を実施させるとともに、危険区域はロープ等で区画し、係員を配置する。 

２ 通報体制 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

第５款 被災建築物及び被災宅地に対する安全対策 

第１ 方 針 

地震により建築物及び宅地が被害を受けた場合、余震等による二次災害を防止し、住民の安全の確

保を図るため、被災建築物及び宅地の応急危険度判定を行うとともに、必要な措置を講ずるものとす

る。 

 

第２ 内 容 

１ 実施機関 

町は、地震により建築物及び宅地が被害を受けたときは、応急危険度判定実施本部を設置し、その

後の余震等による二次災害の発生を防止するため、被災建築物及び宅地の応急危険度判定を行うとと

もに、必要な措置を講ずる。 

また、必要に応じて県へ判定支援要請を行うものとする。 

２ 判定資機材の準備 

町は、応急危険度判定を行う場合に備えて以下のような判定資機材を準備しておくものとする。 

(1) 応急危険度判定時に最低限必要なもの 

登録証（標準）、腕章（標準）、ヘルメット用シール、判定マニュアル（または判定士手帳）、ク

ラックスケール、判定ステッカー、判定調査表、筆記用具、下げ振り、ガムテープ 

(2) その他 

事  務  所 
（危険物施設以上発生） 

藍住町災害対策本部 

徳島板野警察署板野庁舎 

応援消防本部等 

徳島県災害対策本部 
（危機管理局） 

徳島県警察本部 
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ヘルメット、判定街区マップ（状況によっては、雨具、防寒具、水筒、マスク）、その他必要と

認める資機材 
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第１５節 救出・救助対策 

（主な実施機関：町（総務課）、消防本部、徳島板野警察署板野庁舎） 

第１ 方 針 

災害のため、生命身体が危険な状態にある者、又は生死不明の状態にある者に対する救助活動は各

関係機関の協力のもと迅速な活動を実施する必要がある。 

 

 

 

 

第２ 内 容 

１ 救助情報等の収集・伝達 

町は本編第３章第４節災害情報収集・伝達計画により救助・救急活動を行うための情報を収集し、

消防本部、警察署に伝達するほか必要に応じて、県、他の市町村等に応援を要請するものとする。ま

た、特に被害が甚大なときは県に対して自衛隊の派遣要請を行うものとする。 

２ 救助体制の整備 

救助活動は消防職員及び消防団員、警察署が中心となり、自主防災組織、（一社）ジャパンケネルク

ラブ、ボランティア、一般住民の協力を得て実施する。 

(1) 活動体制 

ア 消防団員の招集・出動は消防本部の指示により実施する。 

イ 自主防災組織は地区内の救助活動に際して必要な資機材を持参のうえ参加する。 

ウ 町は負傷者の応急処置のため、医療関係ボランティアを必要に応じて現地に派遣する。 

エ 町は救助活動に際して重機、資機材等が不足した場合は協力協定を締結している民間事業者

から速やかに調達する。 

オ 町は負傷者の搬送等に際して搬送車両が不足した場合または不足が予測される場合は近隣市

町の消防本部に応援を依頼する。 

カ （一社）ジャパンケネルクラブへの出動要請は総務課を通じて行う。 

(2) 救助の方法 

ア 町は、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、他の市町村

等に応援を要請するものとする。 

イ 救助・救急活動に必要な資機材は、原則として、実施機関が携行するものとする。 

ウ 救助した負傷者は、応急措置をした後、医療機関に収容する。 

エ 特に被害が甚大なときは県に救助応援要請又は自衛隊派遣要請を行うものとする。 

(3) 災害救助法適用による救助計画 

災害救助法が適用された場合の救出の措置については、知事の職権を委任された町長が行うもの

とするが、費用の対象等は次のとおりとする。 

ア 対象者 

(ｱ) 災害のため、現に生命身体が危険な状態にある者  

(ｲ) 災害のため、生死不明の状態にある者 

イ 救出期間 

災害発生の日から３日以内 

（ただし、厚生労働大臣の承認により期間延長あり） 

救出・救助対策 
救助情報等の収集・伝達 

救助体制の整備 
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ウ 救出のための費用 

(ｱ) 借上費 

舟艇、その他救出に直接必要な機械器具の借上費で、実際に使用したものの実費 

(ｲ) 修繕費 

救出に使用した機械器具の修繕費 

(ｳ) 燃料費 

機械器具を使用するために必要な燃料費及び照明用の灯油代 

(4) 惨事ストレス対策 

救助・救急活動を実施する各機関は、職員等の惨事ストレス対策の実施に努める。 
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第１６節 医療救護活動 

（主な実施機関：町（福祉課、健康推進課）、医療関係者、徳島県） 

第１ 方 針 

大規模な災害が発生した場合には、広域あるいは局地的に医療救護を必要とする多数の傷病者の発

生が予想される。町は、災害時における応急医療体制を確立するため、あらかじめ地元医師会と災害・

事故等時の医療救護に関する協定書を締結し、関係医療機関及び関係防災機関と密接な連携をとりな

がら被災者の救護に万全を期する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

第２ 内 容 

１ 実施責任者 

被災者に対する医療救護活動は、町長が行う。 

なお、町限りで実施困難なときは隣接市町、県その他の医療機関の応援により行うものとする。 

ただし、災害救助法が適用されたときは、県知事（権限を委任された場合は町長）が行う。 

２ 応急医療体制の確保 

(1) 初期医療救護体制等 

ア 情報の収集 

災害時に効果的な医療救護活動を行うためには、正確な被害状況等の把握と医療機関等との迅

速かつ的確な連絡及び情報交換が最も重要である。 

町は、板野郡医師会等の協力を得て、可能な手段を用い、直接人的被害及び医療機関（歯科診

療所を含む）の被害状況や活動状況等、情報の収集に努めるものとする。 

イ 初動体制の確保 

被災地域内の定められた場所が機能不全に陥った場合には、参集可能な医師等が中心となって

医薬品の確保等に配慮しながら、安全な場所に医療救護所を設置し、応急医療を行うものとする。 

ウ 救護班の編成 

(ｱ) 板野郡医師会と災害・事故時等の医療救護に関する協定により、医師、看護師、助産師又

は保健師をもって救護班を編成し、出動するものとする。 

(ｲ) 災害の種類及び程度によっては、板野郡医師会に協力を要請し、災害の状況に応じた医

療・助産・救護活動を行うものとする。 

(ｳ) 医療救護活動に従事する医療従事者が不足し、対応ができない場合は、次の事項を明示し

て県に医療救護班の派遣を要請するものとする。 

ａ 診療科別必要人員 

ｂ 必要医療救護班数 

ｃ 期間 

ｄ 派遣場所 

ｅ その他必要な事項 

医療救護活動 

実施責任者 

応急医療体制の確保 

応急医療活動 

後方支援活動 
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エ 救護班の構成 

派遣する医療救護班は、板野郡医師会が、被災の状況に応じて決定する。 

３ 応急医療活動 

町及び医療関係機関は、設備及び人員等において、患者の急増に対応できる体制の確保に努め、事

前に収容可能人員を明確にしておくものとする。 

なお、限られた医療資機材を十分に活用するため、患者の治療の優先度に応じて振り分け（トリア

ージ）を行い、効果的な治療を行うものとする。 

(1) 輸 送 

医療救護活動が円滑に実施できるよう、救護班の輸送にあたっては、輸送手段の優先的な確保な

ど、特段の配慮を行うものとする。 

(2) 連絡要員の配置 

町は、被災地域内の医療情報の拠点に応援のために町職員を派遣し、各医療救護所等に配置する

など、救護班の連絡調整のために、特段の配慮を行うものとする。 

(3) 業 務 

救護班は、次の業務を重点的に行うものとする。 

ア 傷病者の傷病の程度判定（傷病者の振り分け業務） 

イ 後方医療救護機関への転送の要否及び転送順位の決定 

ウ 重傷者の応急処置及び中等症者に対する処置 

エ 転送困難な傷病者及び指定避難所等における軽症者に対する医療 

オ 助産 

カ 死亡の確認 

キ 遺体の検案 

ク 記録及び災害対策本部への報告 

ケ その他状況に応じた処置 

(4) ボランティアとの連携 

救護班は、災害時コーディネーターを活用しながらボランティアとの連携を図り、医療を必要と

する被災者の情報収集に努め、救護活動を行うものとする。 

４ 後方支援活動 

(1) 患者受入先の確保 

町は、被災地内の災害医療活動を調整するため、県から派遣された現地災害医療コーディネータ

ーと被災地外への患者輸送、受入医療機関の確保及び医療救護班の配置に係る調整等を行う。 

ア 後方医療施設の確保 

(ｱ) 医療救護班では対処できない中重等症者は、２次緊急医療機関（救急告示医療機関）に搬

送し、入院・治療等の医療救護を行うものとする。 

(ｲ) 後方医療施設は、原則として病院群輪番制病院及び救急告示医療機関とするが、必要な場

合は、被災を免れた医療施設に協力を要請する。 

(ｳ) 町は、県の協力を得て、県下全域の救急医療施設の応需情報などを収集し、救護班と消防

本部を消防無線、携帯電話等による通信手段の確保・連結を図り、これらの情報をもとに、

応需可能な後方医療施設を選定する。 

イ 被災病院等の入院患者の転院等 

町は、病院等が被災し、当該施設の入院患者に継続して医療を提供できないとき、あるいは治
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療困難等により被災地域外の後方医療施設へ重傷者を転院搬送する必要が生じた場合で、病院等

で後方医療施設が確保できないときは、後方医療施設の確保に努めるものとする。 

(2) 搬送体制の確保 

ア 緊急輸送路の確保 

重傷者を後方医療施設へ搬送するために、緊急輸送路（陸路及び空路）を確保する。 

イ 傷病者の搬送 

(ｱ) 災害現場に到着した救急隊員は、傷病者の傷病程度に応じて後方医療施設を選定の上、傷

病者を搬送する。 

(ｲ) 病院等が後方医療施設へ転院搬送を行うときは、医療関係者は、自己所有の患者搬送車等

により重傷者の搬送を行うほか、必要に応じて消防本部又は県に対して消防防災ヘリコプタ

ー等の出動を要請する。 

ウ 搬送手段の確保 

(ｱ) 病院等から患者搬送の要請を受けた消防本部は、自己所有の救急自動車又は応援消防機関

の救急自動車等により、医療施設への搬送を実施する。 

(ｲ) 医療救護所から医療機関、医療機関から医療機関へ搬送する場合等で、町が対応できない

場合は、県、日本赤十字社徳島県支部及びその他の関係機関に応援を要請するものとする。 

(ｳ) 町は県の協力を得て、道路や交通機関の不通時又は緊急に特別な治療を要する傷病者等の

搬送について、必要に応じてヘリコプターによる空輸を自衛隊又は他府県、関西広域連合広

域医療局等に要請する。 

なお、町は、ヘリコプターによる患者搬送にあたっては、関係機関と協議の上、次のよう

な受入体制を確保する。 

ａ 離発着場所の確保並びに病院から離発着場所への搬送手段の確保及び安全対策の構築 

ｂ 患者の搬送先の離発着場所及び受入病院への搬送手段 

(3) 医薬品等の供給 

ア 関係機関において緊急輸送路を確保し、役場及び保健センターに備蓄している医薬品並びに

藍住町医師会の協力のもと、流通備蓄されている医薬品等を医療救護所等に速やかに供給し、

初動期における人命の救助に万全を期するものとする。 

イ 輸血用血液製剤については、県を通じて徳島県赤十字血液センターへ供給を要請する。 

(4) 医療ボランティア 

ア 受入体制の確保 

各医療関係団体は、災害発生後設置されたボランティアセンター（町社会福祉協議会内）で医

療ボランティアの活動を希望する者の登録を行い、医療ボランティアの確保に努める。 

イ ボランティアセンター 

ボランティアセンターの主な活動内容は次のとおり。 

(ｱ) ボランティアの募集、登録、協力依頼、派遣 

(ｲ) 災害対策本部との連絡調整 

(ｳ) その他必要な活動 

ウ 活動内容 

(ｱ) 医師・看護師 

ａ 救護班に加わり、医療救護所で医療活動を行う。 

ｂ 被災地の医療機関において医療活動を行う。 

ｃ 後方医療施設において医療活動を行う。 
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(ｲ) 薬剤師 

ａ 救護班に加わり、医療救護所で調剤業務を行う。 

ｂ 保健センターにおいて医薬品の仕分け・在庫管理等の業務を行う。 

(ｳ) 保健師 

指定避難所等を巡回し、被災者の健康管理や栄養指導を行うとともに、医療ニーズを把握し、

救護班に連絡する。 

(ｴ) 歯科医師・歯科衛生士 

指定避難所等を巡回し、被災者の歯科診療を行う。 

(ｵ) その他 

その他必要な活動を行う。 

（医療機関名簿… 別添資料編として整理） 

(5) 災害時コーディネーター（医療・保健衛生・介護福祉・薬務）による調整 

町は、医療、保健衛生、介護福祉、薬務分野の各種支援が円滑に実施されるよう、県が設置する

当該４分野で構成される災害時コーディネーターと連携を図るものとする。 
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第１７節 飲料水・食料及び物資の供給 

（主な実施機関：町（水道課、経済産業課、企画政策課）、(一社)徳島県エルピーガス協

会板野地区会） 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第１款 応急給水 

第１ 方 針 

災害のため飲料水が枯渇し、又は汚染して飲料に適する水を確保することができない者に対する応

急給水については、本計画の定めるところによる。 

 

第２ 内 容 

１ 実施責任者 

被災者に対する飲料水の直接の供給は町長が行う。 

なお、災害救助法が適用された場合は、知事から委任を受けた町長がこれを行う。 

また、被害が甚大で、あるいは被害が広域にわたり、町で対応できない場合は、知事がこれを行う。 

２ 応急資機材の確保 

応急給水に必要な資機材は、あらかじめ備蓄している機材の放出及び流通在庫の調達により確保す

るものとする。 

なお、町は、被害状況により確保することが困難と認められる場合は、県に調達を要請するものと

する。 

３ 応急給水 

(1) 確保目標水量 

被災から３日間は１日当たり３Ｌ/人とし、早期に 20Ｌ/人の供給を目標とする。 

応急給水 

実施責任者 

応急資機材の確保 

応急給水 

生活必需品の供給 

実施責任者 

生活必需品の確保 

生活必需品の輸送 

生活必需品の支給 

生活情報の提供 

情報紙 

FAX 

インターネット 

コミュニティ放送 

ＬＰガスの供給等 
実施責任者 

ＬＰガス等の供給等 

飲
料
水
・
食
料
及
び
物
資
の
供
給 

食料供給 
実施責任者 

応急食料 



藍住町地域防災計画（共通対策編） 

127 

(2) 応急給水方法  

応急給水方法は運搬給水及び拠点給水方式を併用するものとするが、運搬給水方式は、災害発生

直後の混乱期には、人的、物的両面から困難が予測されるので、原則として拠点給水方式を優先す

るものとする。 

ア 拠点給水方式 

指定緊急避難場所及び水道課耐震性貯水槽（7,650t）を給水拠点に設定し、給水袋（６Ｌ）に

より、飲料水を確実に確保する。 

また、指定避難所ごとに飲料水ペットボトル（500ml）を配布するものとする。 

イ 運搬給水方式 

災害による被害が僅少で、給水拠点が限定できる場合に有効な方法であり、次のような特別な

拠点には、運搬給水で対応するものとする。 

(ｱ) 医療救護所及び病院 

(ｲ) 指定避難所 

(ｳ) その他災害対策本部が指定した場所 

ウ 飲料水の供給方法 

(ｱ) 給水拠点からの飲料水の輸送については、町の保有車両及び民間事業者の協力を得て実施

する。なお、飲料水の輸送については、１車につき２人体制（運転手１名、補助員１名）で

輸送を行うものとする。 

(ｲ) 災害が起きて水道が復旧するまでの間、飲料水や生活用水を確保するために、住民から井

戸を募集し、水質検査に適合した井戸については災害用井戸として登録を行うものとする。 

(ｳ) プール、河川等利用可能な水源の調査及び検水を実施し、緊急水源の確保に努める。 

(ｴ) 市町村相互の応援給水体制及び応急給水資機材の相互融通体制の整備に努める。 

(ｵ) 被害の状況により必要と認められる場合は、関係機関に対し応急給水活動の応援及び緊急

水源の検水等必要な応援を要請する。 

エ 水質の安全対策 

(ｱ) 給水車、仮設貯水槽等については使用直前に清掃、消毒を行った後に飲料水を貯水する。

また、消毒等に必要な薬品の備蓄に努める。 

 
第２款 食料供給 

第１ 方 針 

災害時におけるり災者及び災害応急対策に従事している者等に対する応急食料及び副食調味料の供

給並びに炊き出し等については、本計画の定めるところによる。 

 

第２ 内 容 

１ 実施責任者 

り災者及び災害応急対策に従事している者等に対する応急食料及び副食調味料の供給並びに炊き出

し等は、町長が実施するものとする。 

なお、災害救助法が適用された場合は、知事からの委任を受けた町長がこれらを行うものとする。 

２ 応急食料 

(1) 応急食料の確保 

ア 必要量の調査 

調査班を編成して現地へ派遣し、応急食料の必要地域、必要数量、必要品目等を把握する。 
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イ 町単独による食料確保（災害救助法の適用を受けていない場合） 

(ｱ) アによる調査結果に基づき、町の備蓄食料を放出する。（備蓄食料については、共通対策

編第２章第 13節 物資等の備蓄体制の整備を参照） 

(ｲ) アによっても不足する場合は、あらかじめ協定を締結している事業者より調達する。 

ウ 県への協力要請等 

(ｱ) 町単独で食料の確保が困難と認められる場合は、県に対して食料の供給を要請する。 

(ｲ) 災害救助法が適用された場合において、米穀の確保が町単独でできない場合は、町長を通

じて知事に対しこれらの供給を要請するものとする。 

(ｳ) これらの要請について、町長は、緊急に必要とする場合は電話等により知事に依頼するほ

か、通信途絶などの場合には、農林水産省生産局長（生産局農産部防貿易業務課）に要請を

行うことができる。ただし、事後速やかに知事に報告するものとする。 

(2) 応急食料の輸送 

町は、必要と認められる場合は、食料集積地（原則として緊急輸送拠点の藍住中学校駐輪場）を

開設し、ここを拠点として食料の集積、一時保管及び配送を行う。 

なお、原則として食料の輸送等の実施は次によるものとする。 

ア 町の備蓄食料 

町の備蓄食料の食料集積地までの輸送及び町内におけるそれらの配送は、原則として町が行う。

町有車又は民間事業者の協力を得ながら、１車につき３人体制（運転手１、補助員２名）で輸送

を行うものとする。 

イ 町の調達食料 

事業者より調達する食料は、当該事業者が食料集積地まで直送する。（従って、事業者との協定

内容には、輸送の項目まで入れる必要がある。） 

なお、調達食料の町内の配送は、原則として町が行う。 

ウ 県の調達食料 

県の調達食料の町食料集積地までの輸送は、原則として県が行う。ただし、輸送距離等の事情

によりそれが困難な場合は、町が直接受取るものとする。 

(3) 応急食料の配布 

ア 配布対象者 

次の事項を勘案し、配布対象者を決定するものとする。 

(ｱ) 指定避難所に収容された者 

(ｲ) 住居が全焼、流失、半焼、又は床上浸水等のため、炊事ができない者 

(ｳ) 旅行者、一般家庭への来訪者等の旅客等であって、食料品の持ち合わせがなく、調達が困

難な者 

(ｴ) 被災により一時縁故先に避難する者で、食料品をそう失し、持ち合わせのない者 

イ 配布品目 

配布の必要な期間及び被害者の実態を勘案しながら、確保した食料の中から、随時決定するも

のとする。 

ウ 配布基準 

(ｱ) 災害救助法適用前 

災害救助法の基準に準じ、町長の判断により決定し、配布を行う。 

(ｲ) 災害救助法適用後 

災害救助法及び同法施行細則により実施するものとするが、それによることが困難な場合は、
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知事の承認を得て実施する。 

エ 配布方法 

(ｱ) 指定避難所での配布 

配布食料は、指定避難所の運営責任者へ引き渡し、運営責任者を通じて配布対象者へ配布す

る。 

(ｲ) 避難所外避難者等への配布 

ａ 住居の被害により炊事ができない避難所外避難者は、当該地域の指定避難所へ登録し、

当該指定避難所からｂにより食料の配布を受けるものとする。 

ｂ 食料の配布を希望する避難所外避難者は、所定の指定避難所へ登録し、避難所外避難者

自らが当該指定避難所で受取ることを原則とする。 

ｃ 指定避難所の運営責任者は、当該指定避難所の避難者のみならず、当該避難圏域内の避

難所外避難者で、食料の配布を希望する避難者の数を加えた人数分の食料の配布を受ける

ことに留意する。 

ｄ ｂにかかわらず、自ら指定避難所へ配付食料の受取りに来られない高齢者や身体障がい

者等の避難所外避難者に対しては、自治会等や近隣の住民、ボランティア等の支援を受け

て配布する。 

オ 炊き出し 

(ｱ) 炊き出しによる食料の配布は、原則として包装食によることとし、可能な限り保存性のあ

る副食物を添えるものとする。包装資材については、あらかじめ協定を締結している事業者

から各避難所の必要数をとりまとめの上、調達する。また、食料の配布に伴う運搬について

は、各避難所の給食施設備品を利用するものとする。 

(ｲ) 炊き出しは、婦人会等の地域奉仕団、ボランティア等の協力を得て、避難所内の給食施設

又は民間の炊飯施設を利用して実施するものとする。 

(ｳ) 町長は、町内において炊き出しを実施することが不可能若しくは困難なときは、日赤奉仕

団、県及び自衛隊に実施を依頼するものとする。 

カ 配給数量 

り災者及び災害対策活動部隊等への配給数量は災害救助法施行細則に基づき決定するものとす

る。 

キ 食料給与の費用 

食料給与の費用は災害救助法施行細則に基づき決定するものとする。 

ク 食料給与の期間 

災害救助法に基づく炊き出しその他による食品の給与を実施する期間は、災害発生の日から７

日以内とする。 

ケ 食料給与について必要な簿冊 

食料の供給にあたっては次に掲げる帳簿を整理し、正確に記入保管しなければならない。 

(ｱ) 炊き出し受給者名簿 

(ｲ) 食料品現品給与簿 

(ｳ) 炊き出しその他による食品給与用物品受払簿 

(ｴ) 炊き出し用物品借用簿 

(ｵ) 炊き出しその他による食品給与のための食料購入代金等支払証拠書類 

(ｶ) 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 

(4) 供給上の配慮 
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被災者の中でも、交通及び通信の途絶により孤立状態にある被災者に対しては、孤立状態の解消

に努めるとともに、食料等の物資の円滑な供給に十分配慮する。 

また、在宅での避難者、応急仮設住宅として供与される賃貸住宅への被災者、所在が把握できる

広域避難者に対しても物資等が提供されるよう努める。り災者の中でも、在宅での避難者、応急仮

設住宅として供与される賃貸住宅への被災者、所在が把握できる広域避難者に対しても物資等が提

供されるよう努める。 

 

第３款 生活必需品の供給 

第１ 方 針 

り災者に対する生活必需品等の供給又は貸与については、本計画の定めるところによる。 

 

第２ 内 容 

１ 実施責任者 

り災者に対する被服、寝具その他生活必需品の給付又は貸与は、町長が実施するものとする。なお、

災害救助法が適用された場合は、同法の規定に基づき、物資の確保及び輸送は、知事が行うものとす

る。 

２ 生活必需品の確保 

(1) 必要量の調査 

町は、調査班を編成して現地へ派遣し、生活必需品の必要地域、必要数量、必要品目等を把握す

る。 

(2) 町単独での生活必需品の確保（災害救助法の適用を受けていない場合） 

ア (1)による調査結果に基づき、町の備蓄物資及び流通在庫の調達により対応する。 

イ アによっても不足する場合は、あらかじめ協定を締結している事業者より調達する。 

(3) 県への協力要請等 

町単独で生活必需品の確保ができない場合は、県に対して供給を要請する。 

３ 生活必需品の輸送 

必要と認められる場合は、第２款の第２の２の(2)の食料集積地を生活必需品の集配拠点としても活

用する。 

なお、原則として生活必需品の輸送等の実施は次によるものとする。 

(1) 町の調達物資 

町が調達した物資の集配拠点までの輸送及び町内におけるそれらの配送は、原則として町が行う。

町有車又は民間事業者の協力を得ながら、１車につき３人体制（運転手１名、補助員２名）で輸送

を行うものとする。 

(2) 県の調達物資 

県が調達した物資の集配拠点までの輸送は、原則として県が行う。 

ただし、輸送距離等の事情によりそれが困難な場合は、町が直接受取るものとする。 

４ 生活必需品の支給 

(1) 支給対象者 

災害のため、住居が全壊、全焼、流失、半壊、半焼又は床上浸水等のため、生活上必要最小限の

家財等をそう失又はき損し、直ちに日常生活を営むことが困難な者（世帯） 

(2) 支給品目 

町は、配付の必要な期間及び被害者の実態を勘案しながら、次の範囲内で、確保した物資の中か
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ら随時支給するものとする。 

（寝具、外衣、肌着、身のまわり品、炊事用具、食器等日用品、光熱材料等） 

(3) 配付基準 

ア 災害救助法適用前 

災害救助法の基準に準じ、町長の判断により支給する。 

イ 災害救助法適用後 

災害救助法及び同法施行細則により実施するものとするが、それによることが困難な場合は、

知事の承認を得て実施する。 

(4) 配付方法 

指定避難所において、確保した生活必需品を支給対象者に支給する。 

なお、支給に際しては、婦人会等の地域奉仕団、ボランティア等の協力を得て実施するものとす

る。 

(5) 供給上の配慮 

被災者の中でも、交通及び通信の途絶により孤立状態にある被災者に対しては、孤立状態の解消

に努めるとともに、生活必需品等の物資の円滑な供給に十分配慮する。 

また、在宅での避難者、応急仮設住宅として供与される賃貸住宅への被災者、所在が把握できる

広域避難者に対しても物資等が提供されるよう努める。 

第４款 生活情報の提供 

第１ 方 針 

関係各機関は、被災者の生活向上と早期自立を図るため、有意義な各種情報を積極的に提供するよ

う努めるものとする。なお、情報媒体としては次のようなものが考えられる。 

 

第２ 内 容 

１ 情報紙 

さまざまな生活情報を集約して、災害ニュース等の情報紙を印刷・発刊し、指定避難所、関係機関

等に広く配布する。 

２ ＦＡＸ 

各指定避難所に対し、文書情報を同時提供するためにＮＴＴ、通信機器事業者等の協力を得て、生

活情報等を定期的に提供する。 

３ インターネット 

インターネットプロバイダー等の協力を得て、災害情報や生活情報の入手が可能となる場を設ける

とともに、関係機関は、各種情報のアップロード等に努める。 

４ コミュニティ放送 

各ラジオ局の協力を得て、定期的に災害情報や生活情報の提供を行う。 

 
第５款 ＬＰガスの供給等 

第１ 方 針 

災害時におけるり災者及び災害応急対策に従事している者であって、炊き出し等に必要なＬＰガス

及び器具を確保することができない者に対するＬＰガス等の供給又は斡旋については、本計画の定め

るところによる。 
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第２ 内 容 

１ 実施責任者 

り災者及び災害応急対策に従事している者に対するＬＰガス等の供給又は斡旋は、町が一般社団法

人徳島県エルピーガス協会板野地区会の協力を得て実施するものとする。 

２ ＬＰガス等の供給等 

町は、一般社団法人エルピーガス協会板野地区会と「災害時における応急生活物資の供給に関する

協定」を締結し、災害が発生して対策本部を設置し、応急生活物資（ＬＰガス及びコンロ等）の協力

を要請した場合には、優先的な供給と運搬に積極的に協力してもらうものとしている。 

また、町長は、炊き出し等に必要なＬＰガス及び器具の調達ができないときは、次の事項を示して

県に調達の斡旋を要請するものとする。 

(1) 必要なＬＰガスの量 

(2) 必要な器具の種類及び個数 

(3) 供給期間 

(4) 供給地 
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第１８節 保健衛生、防疫、遺体の火葬等の実施 
（主な実施機関：町（福祉課、健康推進課、住民課）、保健センター、徳島板野警察署板

野庁舎、消防本部、医療関係者） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

第１款 保健衛生活動 

第１ 方 針 

住民の生命と生活環境の安全を確保し、二次的健康被害（災害関連疾患・災害関連死）を防ぐため

の対策について定める。 

 

第２ 内 容 

１ 徳島県災害時（保健衛生）コーディネーターによる調整 

被災地域の保健衛生活動が円滑に行われるよう、県が設置する災害時（保健衛生）コーディネータ

ーとの連携を図り、刻々と変化する被災者、指定避難所等の状況把握、必要な人材及び資材の配置を

的確かつ迅速に行う。 

２ 健康管理等  

町は、指定避難所や被災地域住民の健康管理及び二次的健康被害を予防するために、地域の関係者

との連携を図りながら、巡回健康相談や訪問活動等により被災住民の健康状況や課題を把握し、保健

指導や健康教育及び環境整備等を行うとともに、専門的な支援が必要な被災者に対して専門チームと

連携した支援を実施する。 

３ 食事・栄養管理等 

町は、県や各関係機関と連携し、被災者自らが健康を回復・維持増進し、健康な食生活が送れるよ

保健衛生活動 

災害時（保健衛生）コーディネーターによる調整 

健康管理等 

食事・栄養管理等 

こころのケア等 

食品衛生対策 

救護食品の監視指導及び試験検査 

飲料水の簡易検査 

その他食品に起因する危害発生の防止 

防疫 

防疫活動 

防疫活動に必要な携行資材 

保健広報活動 

報告 

入浴施設の確保 
仮設入浴施設の設置 

自衛隊による支援 

遺体の捜索及び火葬等 

遺体の捜索 

遺体の処理 
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う、栄養的に配慮された支援食の提供や炊き出しの実施体制の確保、栄養指導・巡回相談にあたる管

理栄養士等の要員の派遣などの応援・受援活動を行う。 

また、被災地の給食施設においても、利用者に適切な給食が提供されるよう、各関係機関と連携し、

物資や食料、特殊食品の確保、物資や食料等の分配調整にあたる管理栄養士等の派遣などの応援・受

援活動を行う。 

４ こころのケア等  

町は、各関係機関と連携し、被災以前より精神科医療を受けている者への支援を行い、災害時にお

ける精神障がい者等に対する保護・医療サービスの確保を行うことにより、停止している地域精神科

医療の機能を補完する。 

また、災害により新たに精神的不調をきたした者を早期発見し、重症化を防ぐとともに、ＰＴＳＤ

（心的外傷後ストレス障害）を含む精神的不調に対する予防を行う。 

 

第２款 食品衛生対策 

第１ 方 針 

被災地の状況に応じて必要と認めるときは、保健所職員の協力を得ながら次の活動を行う。 

 

第２ 内 容  

１ 救護食品の監視指導及び試験検査 

２ 飲料水の簡易検査 

３ その他食品に起因する危害発生の防止 

 
第３款 防 疫 

第１ 方 針 

町は、被災地域及び被災状況等を迅速に把握するとともに、関係機関と密接に連携し、防疫体制の

具体的な確立を図る。被災地において、感染症の予防及びまん延を防止するための対策は、本計画の

定めるところによる。 

 

第２ 内 容 

１ 防疫活動 

町は、知事の指示その他必要に応じ防疫活動班を編成し、保健所職員の指導、協力を得ながら、被

災地において次の防疫活動を実施する。 

(1) 情報収集 

防疫活動班は、被災地、指定避難所等の衛生状態を把握するとともに、気象庁、警察署、消防署

等との情報交換や住民からの要望等により、防疫活動に必要な情報を収集する。 

(2) 清潔方法 

感染症予防法の規定による知事の指示に基づき、清潔方法を被災地及びその周辺地域において、

道路、溝渠及び公園等公共の場所を中心に実施する。 

(3) 消毒方法 

感染症予防法第 27条第２項及び第 29条第２項の規定による知事の指示に基づき、被災家屋及び

その周辺地域に対し、薬剤の配布及び消毒を実施する。 

(4) ねずみ族・こん虫等の駆除 

感染症予防法第 28条第２項の規定により知事が定めた地域内で知事の命令に基づき、汚物堆積



藍住町地域防災計画（共通対策編） 

135 

地帯その他に対し、殺そ、殺虫剤の散布によるねずみ族・こん虫等の駆除を実施する。 

(5) 生活の用に供する水の供給 

感染症予防法第 31条第２項の規定による知事の指示に基づき、生活の用に供する水の供給を行

う。 

(6) 患者等に対する措置 

町長は、感染症予防法第 21条及び同法第 47条の規定により、１、２類感染症の患者及び新感染

症の所見がある者を感染症指定医療機関に移送するものとする。 

(7) 指定避難所の防疫措置 

避難者及び給食従事者の健康状態を調査するとともに、飲料水については、特に滅菌して使用す

る。 

(8) 予防教育及び広報活動の推進 

町は、被災地域の感染症に係る予防教育及び広報活動を推進する。 

(9) 指定避難所の感染症対策指導  

町は、県の疫学調査班と連携し、指定避難所における感染症対策活動を実施する。 

(10) 臨時予防接種 

知事に臨時予防接種を命ぜられた場合には、その指示に従い的確に実施する。 

２ 防疫活動に必要な携行資材 

噴霧器、消毒薬品、昆虫駆除剤、検便用資材等、防疫用薬品資材 

３ 保健広報活動 

災害発生地域や指定避難所において、広報紙、広報車等を活用して、災害時の伝染病や食中毒の予

防等に関する知識の普及に努める。 

４ 報 告 

町長は、警察、消防等諸機関、地区の衛生組織その他関係団体との緊密な協力のもとに、次の事項

について災害防疫実施要綱（厚生労働省策定）により、徳島保健所を経由して知事に報告するものと

する。 

(1) 被害の状況 

(2) 防疫活動の状況 

(3) 災害防疫所要見込経費 

(4) その他災害防疫上の必要事項 

 
第４款 入浴施設の確保 

第１ 方 針 

被害が甚大で、特に上水道等の復旧が長期に及ぶ場合は、必要に応じ、次により入浴施設の確保に

努めるものとする。 

 

第２ 内 容 

１ 仮設入浴施設の設置 

入浴施設が不足する場合は、指定避難所等に仮設入浴施設を設置する。 

２ 自衛隊による支援 

利用可能スペース等の条件が整う場所において、自衛隊が保有する野営用風呂施設による入浴支援

を要請する。  
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第５款 遺体の捜索及び火葬等 

第１ 方 針 

大規模な災害が発生した場合は、現に行方不明の状態にあり、かつ、周囲の事情によりすでに死亡

していると推定される者を捜索し、又は災害によりすでに死亡している者の遺体の一時保存・検案等

の処理を行い、かつ応急的な措置として埋葬又は火葬を行う必要がある。 

 

第２ 内 容 

１ 遺体の捜索 

(1) 実施責任者 

遺体の捜索は、町長が県警察及び消防機関等の協力を得て実施するものとする。 

ただし、災害救助法が適用された場合は、知事の委任を受けて町長が行う。 

(2) 対象者 

遺体の捜索は、災害により現に行方不明の状態にあり、かつ、周囲の事情により死亡していると

推定される者に対して行う。 

(3) 遺体捜索計画書の作成 

町は、平常時において、捜索体制、捜索方法、捜索資材の確保方法及び捜索期間等を定めた「遺

体捜索計画書」を策定するものとする。 

(4) 応援要請 

ア 遺体の捜索にあたっては、県警察及び自衛隊と連携をとり、必要に応じて日赤奉仕団、自主

防災組織や住民等の協力を得て実施するものとする。 

イ 災害の状況により必要があると認められるとき又は遺体が海上流失等により他の市町村にあ

ると認められるときなどにあっては、県又は遺体の漂着が予想される近隣市町に対し、通知す

るものとする。 

(5) 災害救助法適用時の基準 

ア 捜索期間 

遺体捜索を行う期間は、災害発生の日から 10日以内とする。 

（ただし、厚生労働大臣の承認により期間延長あり） 

イ 費用の範囲 

捜索のために使用する機械器具等の借上費、修繕費、燃料費、輸送費、人夫費とし、その額は

通常の実費とする。 

(6) 遺体の搬送 

遺体の搬送は、県警察の検視後、了承を得た上で町が行う。 

２ 遺体の処理 

(1) 実施責任者 

遺体の処理は、町長が県警察及び消防機関等の協力を得て実施するものとする。 

ただし、災害救助法が適用された場合は、知事の委任を受けて町長が行う。 

(2) 対象者 

災害により死亡した者について、その遺族等が災害による混乱のため、遺体の処理を行うことが

できない場合に処理する。 

(3) 処理方法 

ア 町の措置 

町は、遺体を発見したときは、町が定めた遺体安置施設（藍住町体育センター及び藍住町武道
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館）へ移送し、直ちに徳島板野警察署板野庁舎に連絡し、その場で警察官の検視（見分）を得た

のち、次の方法により処理するものとする。 

(ｱ) 検案 

遺体については、速やかに医師に依頼して検案を実施する。 

（検案…遺体についての死因その他についての医学的検査を行うこと） 

(ｲ) 遺体の洗浄、縫合、消毒等の処理 

災害に伴う混乱により、遺族が遺体の処理を行うことができない場合は、遺体の洗浄、縫合、

消毒等の処理を行う。 

(ｳ) 遺体の一時保存 

身元が判明している遺体は、遺族に引き渡すが、身元が判明しない遺体については、埋火葬

等の処理をするまで被災地付近において安置所を設置し、一時保存を行う。 

保存にあたっては、棺桶、ドライアイス等を調達し、遺体の腐乱を避ける。 

イ 警察官の措置 

警察官は、遺体を発見し又は発見の届出を受けたときは、速やかに次の措置を講ずるものとす

る。 

(ｱ) 身元の明らかな遺体については、検視をして、所持金品等とともに遺体を遺族に引き渡す。 

(ｲ) 身元の明らかでない遺体については、検視をして、所持金品等とともに遺体を町に引き渡

す。 

(4) 災害救助法適用時の基準 

ア 処理期間 

遺体処理の期間は、災害発生の日から 10日以内とする。 

イ 費用の範囲 

(ｱ) 遺体の洗浄、縫合、消毒の措置 

(ｲ) 遺体の一時保存 

(ｳ) 遺体の検案 

３ 遺体の火葬等 

(1) 実施責任者 

遺体の埋火葬は、町長が県警察及び消防機関等の協力を得て実施するものとする。 

ただし、災害救助法が適用された場合は、知事の委任を受けて町長が行う。 

(2) 対象者 

災害により死亡した者について、その遺族等が災害による混乱のため埋火葬を行うことができな

い場合などに、応急的な措置として土葬又は火葬に付する。 

(3) 埋火葬の方法 

ア 埋火葬は、原則として遺体を火葬に付し、遺骨等を遺族に引き渡すことにより実施する。 

イ 事故死等による遺体については、県警察から引き継ぎを受けた後埋火葬する。 

ウ 埋火葬は、「死体埋火葬許可証」に基づき、火葬に付する。 

エ 火葬を終えた遺骨及び遺留品は一時保管し、遺族等からの申し出により引き渡す。 

オ 近隣市町の協力を得て火葬場を確保し、処理するものとする。 

(4) 身元不明遺体の取扱 

ア 身元不明遺体については、県警察その他関係機関に連絡し、その調査にあたるとともに、遺

品の保管等身元確認のための適切な措置を行った後、埋火葬する。 

イ 被害地以外に漂着した遺体等のうち身元が判明しない遺体は、行旅死亡人としての取扱いの
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例による。 

(5) 災害救助法適用時の基準 

ア 埋火葬の期間 

埋火葬の期間は、災害発生の日から 10日以内とする。 

イ 費用の範囲 

(ｱ) 棺（付属品を含む） 

(ｲ) 骨つぼ及び骨箱 

(ｳ) 埋葬又は火葬（賃金職員等雇上費を含む。） 
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第１９節 要配慮者支援対策の実施 
（主な実施機関：町（福祉課、健康推進課）、保健センター、地域包括支援センター、社

会福祉施設） 

第１ 方 針 

要配慮者は、災害発生時に迅速かつ適切な行動をとることが困難であることから、応急時及び復旧

時のあらゆる段階において、要配慮者の実状に応じた支援を行う必要がある。 

また、このとき、男女のニーズの違い等男女双方の視点に十分配慮するよう努めるものとする。 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
第２ 内 容 

１ 社会福祉施設における支援 

(1) 救助及び避難誘導 

ア 施設管理者は、入所者等を安全かつ速やかに救助及び避難誘導するとともに、必要な場合は、

町に支援を要請するものとする。 

イ 町は、施設管理者からの要請に基づき、施設入所者等の救助及び避難誘導を援助するため職

員を派遣し、必要と認めるときは近隣市町に応援を要請するとともに近隣の社会福祉施設、自

主防災組織、ボランティア団体等にも協力を要請するものとする。 

ウ 社会福祉施設等はその機能に応じ、被災した要配慮者に対する支援のため、生活物資等の提

供、職員の派遣や利用者の受入について、相互の連携を図るとともに、福祉避難所への支援等

に努めるものとする。 

エ 町は、ライフラインの優先的な復旧や、水、食料品、生活必需品等の確保及びマンパワーの

確保等に重点を置いて、被災した社会福祉施設等の支援を行うよう努めるとともに社会福祉施

設等の相互応援活動を支援する。 

(2) 搬送及び受入先の確保 

ア 施設管理者は、災害により負傷した入所者等を搬送するための手段や受入先の確保等につい

て、必要な場合は、町に支援を要請するものとする。 

イ 施設管理者からの要請に基づき、救急自動車等を確保するとともに、病院等の受入施設及び

他の社会福祉施設等の受入先を確保するものとする。 

 

要配慮者支援対策の実施 

社会福祉施設における支援 

災害時コーディネーター（介護福祉）による調整 

在宅要配慮者に対する支援計画 

障がい者及び高齢者に係る対策 

児童に係る対策 

外国人等に対する対策 
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(3) 飲料水等の確保 

ア 施設管理者は、飲料水、食料及び生活必需品等の生活救援物資についての必要数量を把握し、

必要な場合は、その提供について町に支援を要請するものとする。 

イ 施設管理者からの要請に基づき、飲料水、食料及び生活必需品等の生活救援物資の調達及び

配付を行う。 

(4) ライフラインの優先復旧 

施設管理者は、社会福祉施設の機能を早期に復旧させるため、電気、水道等のライフラインの優

先復旧を関係事業者へ要請するものとする。 

(5) 要配慮者への支援 

町は、社会福祉施設等はその機能に応じ、被災した要配慮者に対する支援のため、生活物資等の

提供、職員の派遣や利用者の受入について、相互の連携を図るとともに、福祉避難所への支援等に

努めるものとする。 

(6) 巡回保健サービスの実施 

町は、災害の状況等に応じ、職員、保健師、民生・児童委員等からなる巡回保健班を編成し、被

災した施設の入所者や他の施設に避難した者等に対して、巡回による介護やケアなどの必要と認め

られる保健・福祉サービスを提供するものとする。 

（要配慮者支援施設 … 別添資料編として整理） 

２ 在宅要配慮者に対する支援計画 

(1) 安否確認 

町は、民生・児童委員、自主防災組織、ボランティア団体等の協力を得て、在宅要配慮者の安否

確認を行うものとする。 

(2) 搬送及び受入体制の確保 

ア 町は、災害により負傷した要配慮者の受入先として、医療施設、社会福祉施設又は指定避難

所等を確保するものとする。 

イ 町は、要配慮者の搬送手段として、救急自動車や社会福祉施設所有の自動車を確保するもの

とする。なお、これらの自動車を確保できない場合は、県に対して応援を要請する。 

(3) 飲料水等の確保等 

町は、要配慮者に配慮した、飲料水、食料及び生活必需品等の生活救援物資を確保し、配付を行

うものとする。 

なお、配付を行うに際しては、配付場所や配付時間を別に設けるなど、要配慮者に配慮した方法

をとるものとする。 

(4) 巡回保健サービスの実施 

町は、災害の状況等に応じ、職員、保健師、民生・児童委員、ホームヘルパー等からなる巡回保

健班を編成し、住宅、指定避難所又は仮設住宅等で生活する要配慮者に対して、巡回による介護や

ケアなどの必要と認められる保健・福祉サービスを提供するものとする。 

(5) ほっと（HOT)ステーションの整備 

町は、酸素吸入が必要な人への対応策としてほっと（HOT）ステーションの整備を行うものとす

る。 

３ 障がい者及び高齢者に係る対策 

(1) 町は、被災した障がい者及び高齢者の迅速な把握に努める。 

(2) 町は、携帯端末、パソコン、ＦＡＸ等を活用し、また、報道機関との協力のもとに、新聞、ラ

ジオ、文字放送等を利用することにより、被災した障がい者及び高齢者に対して、生活必需品や
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利用可能な施設及びサービスに関する情報等の提供を行うこととする。 

(3) 町は、被災した障がい者及び高齢者の生活に必要な車椅子、ストマ用装具、ポータブルトイレ、

おむつ等の物資やガイドヘルパー、手話通訳者等のニーズを把握し、調達に努める。 

(4) 町及び県は、指定避難所や在宅における障がい者及び高齢者のニーズを把握し、ホームヘルパ

ーの派遣や施設への緊急一時入所等必要な措置を講ずるものとする。 

４ 児童に係る対策 

(1) 町は、保護者のいない児童の速やかな発見と実態把握に努め、発見した場合には、徳島県中央

こども女性相談センターと連携して親族による受入れの可能性を探るとともに、児童福祉施設等

への入所や里親委託の必要があれば、中央こども女性相談センターへ引き継ぐ。 

(2) 町は、掲示板、広報誌等の活用、報道機関の協力等により、要保護児童を発見した際の保護及

び町又は中央こども女性相談センターへの通告についての協力を呼びかけるとともに、育児関連

用品の供給状況、利用可能な児童福祉サービスの状況等について情報提供を行うものとする。 

５ 外国人等に対する対策 

(1) 町は、被災した外国人等の迅速な把握に努める。 

(2) 町は、外国人等に対し、外国語による各種必要な情報の提供に努める。 

(3) 町は、必要に応じて外国語による相談窓口を設け、生活相談の実施やニーズの把握に努めると

ともに、通訳の派遣等の必要な支援に努めるものとする。 

６ 災害時コーディネーター（介護福祉）による調整 

町は、被災地域において介護士等の活動が円滑に実施されるよう、県が設置する災害時コーディネ

ーターと連携を図るものとする。 
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第２０節 動物救済対策 
（主な実施機関：町（生活環境課）、徳島県、（公社）徳島県獣医師会、県保健所、県動

物愛護管理センター、動物愛護団体、ボランティア等） 

第１ 方 針 

被災地における動物の救済等については、本計画の定めるところによる。 

 

 

 

 

 

第２ 内 容  

１ 実施責任者 

り災動物に対する保護、収容、捕獲等の救援対策については、県に設置された動物救援本部による

ものとし、町は協力を行うものとする。 

 

         県危機管理部県民くらし安全局安全衛生課 
動物救護本部   

         公益社団法人徳島獣医師会 
 
 
活 動 団 体  （公社）徳島県獣医師会、県保健所、県動物愛護管理センター、市町村 
         動物愛護団体、ボランティア等 

２ 実施方法 

町は、「災害時のペット対策ガイドライン」に準拠し、次のことを実施または協力する。 

(1) 飼養されている動物に対する餌の配布、負傷動物の収容・治療、放浪動物の保護、その他動物

に係る相談等を実施する。 

(2) 動物愛護団体やボランティアからの支援物資の調達、配布についての調整を行う。 

(3) 仮設救援センターを設置し、保護・収容動物の一時保管及び負傷動物の治療を実施する。 

(4) 危険動物（人の生命・身体に危害を加える恐れのある動物）については、飼養者、動物園、警

察署等の連絡体制を図り管理に努める。 

(5) 県と連携し、飼い主責任による指定避難所へのペット同行避難を推進する。 

  

動物救済対策 

実施方法 

実施責任者 
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第２１節 廃棄物の処理 
（主な実施機関：町（生活環境課、経済産業課）、西クリーンステーション） 

第１ 方 針 

大規模な災害の発生により、道路の損壊や障害物等により、一時的に通常のごみ・し尿の処理・収

集を行うことが困難になる一方、倒壊家屋等から大量のがれきが発生することが予想される。ついて

は、被災地域の住民の衛生環境を保全し、復旧活動を円滑に行うため、ごみ・し尿の処理及びがれき

処理のための対策を積極的に推進する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２ 内 容  

１ 実施責任者 

被災地域におけるごみ処理、し尿処理、災害廃棄物処理等清掃は、町が実施する。 

２ ごみ処理 

(1) 情報収集 

ア ごみ処理施設の被害状況を把握し、被害がある場合は応急復旧を図る。 

イ 職員の現地派遣、住民からの連絡等により、ごみの排出状況を把握する。 

(2) ごみ処理計画の策定 

災害時におけるごみを一般廃棄物（生活ごみ）と災害廃棄物とに区分し、それぞれについて排出

量を推定して「廃棄物処理計画」を策定するものとする。 

なお、廃棄物の排出量の推定は極めて困難であるが、災害の状況等を勘案しながら推定する。 

ア 廃棄物排出量の推定 

イ 災害廃棄物処理の期間 

ウ 住民への広報体制（平常時において担当を確認しておくこと） 

エ 処理の体制（平常時において担当を確認しておくこと） 

オ 仮置場、最終処分場の確保（平常時において場所の確認をしておくこと） 

カ 人員、運搬車両、建設機械等の確保（平常時から災害協定等により確認しておくこと） 

(3) 住民への広報 

住民に対して、「廃棄物処理計画」の内容を周知し、収集日時や収集場所、排出区分などのルー

ルを厳守するとともに、不法投棄の防止を呼びかけるなど、ごみ対策に関する広報に努めるものと

する。 

(4) 処理方法 

災害により発生するごみが通常の処理量を上回る場合、住民の協力を得て分別収集を徹底し、次

により収集可能な場所に設けられた仮置場に集積するものとする。 

 

廃棄物の処理 

ごみ処理 

し尿処理 

災害廃棄物処理 

死亡獣畜の処理 

実施責任者 
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ア 生ごみ等 

腐敗性のあるごみについては、衛生対策上、指定避難所及び人家密集地から離れた仮置場に集

積し、収集可能となった時点から最優先で収集・処理を行う。 

イ 粗大ごみ等 

災害が発生した場合、毛布、畳、ダンボール等のごみで、一時的に大量発生するものについて

は、必要に応じ、周辺環境に配慮しながら仮置場に集積するものとする。 

なお、粗大ごみ、不燃ごみ等の集積に際しては、再利用・リサイクル可能なものと最終処分す

べきものとに区分して集積するよう努めるものとする。 

(5) 応援要請 

災害の状況により必要があると認められるときは、県又は近隣市町に対し、ごみの処分を行うの

に必要な機材や人員の確保について応援を要請するものとする。 

３ し尿処理 

(1) 情報収集 

ア 下水道施設及びし尿処理施設の被害状況を把握し、被害がある場合は応急復旧を図る。 

イ 職員の現地派遣、住民からの連絡等により、し尿の排出状況を把握する。 

(2) し尿処理計画の策定 

災害時におけるし尿の排出量を推定して「し尿処理計画」を策定するものとする。 

なお、し尿の排出量の推定は極めて困難であるが、災害の状況等を勘案しながら推定する。 

ア 下水道施設及びし尿排出量の推定 

イ 特別し尿収集処理の期間 

ウ 住民への広報体制 （平常時において担当を確認しておくこと） 

エ 処理の体制 （平常時において担当を確認しておくこと） 

オ 仮設トイレの設置箇所 （平常時において場所の確認をしておくこと） 

カ 民間収集処理業者の確保 （平常時から災害協定等により確認しておくこと） 

(3) 住民への広報 

必要に応じて、水洗便所の使用制限及び仮設トイレの設置場所等について広報する。 

(4) 処理方法 

ア 水の確保 

プール、河川等の自然水等の活用により水を確保し、水洗便所の機能を維持する。 

イ 緊急くみ取りの実施 

便糟等が使用不能になった世帯に対しては、応急的に部分くみ取りを実施する。 

ウ 仮設トイレの設置 

必要に応じ、指定避難所又は地域ごとに仮設トイレを設置する。また、平常時において仮設ト

イレのリース事業者の確認を行うものとする。 

(5) 応援要請 

災害の状況により必要があると認められるときは、県又は近隣市町に対し、し尿の処理を行うの

に必要な機材や人員の確保について、応援を要請するものとする。 

４ 災害廃棄物処理 

町は、災害廃棄物の処理に係る指針に基づき、適正かつ円滑・迅速に災害廃棄物を処理できるよう、

災害廃棄物の仮置場の確保や運用方針、一般廃棄物（避難所ごみや仮設トイレのし尿等）の処理を含

めた災害時の廃棄物の処理体制、周辺の地方公共団体との連携・協力のあり方等について、災害廃棄

物処理実行計画において具体的に示すものとする。 
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また、適正処分を確保するため、適切な分別・再利用を図り、最終処分量の削減に努めるとともに、

環境汚染の未然防止のため、適切な措置等を講ずるものとする。 

(1) 実施責任者 

倒壊した建物等の解体及びそれから発生するがれきの処理は、その所有者が行うことを原則とす

る。ただし、被害状況等により、それを行うことが困難と認められる場合は、町が行うものとする。 

(2) 情報収集 

職員の現地派遣、住民からの連絡等により、がれきの排出状況及びその処分の状況を把握する。 

(3) 処理方法 

ア 仮置場の確保 

町は、災害廃棄物を一時的に集積するための仮置場を確保する。 

（藍住西小学校サブグラウンド、西クリーンステーション東側グラウンド） 

仮置場が不足する場合は、交通に支障のない路上や災害対策活動に支障のない町有地に暫定的

に集積し、民有地の一時借上等により対処するとともに、なお不足する場合は、近隣市町に対し

て仮置場の確保を要請する。  

イ 人員、運搬車両、建設機械等の確保 

災害廃棄物を集積するため、また、最終処分場に運搬するために必要な人員、車両及び建設機

械等を建設業協会等の協力を得て確保するものとする。 

ウ 最終処分 

仮置場に集積した災害廃棄物は、一般廃棄物の処理が通常ベースになった時点から最終処分場

へ運搬し、処分する。なお、最終処分場が不足する場合は、近隣市町に対して最終処分場の確保

を要請する。 

(4) 応援要請 

津波被害等により大量の災害廃棄物の発生が見込まれる場合は、県又は近隣市町に対し、倒壊家

屋の解体及び災害廃棄物の処理を行うのに必要な機材や人員の確保について応援を要請するもの

とする。 

また、町は、県及び他市町村と連携して、平常時より関係団体と緊密に連携し、円滑な処理体制

の構築に努める。 

５ 死亡獣畜の処理 

(1) 実施責任者 

災害によって死亡した牛、豚、鶏等の死亡獣畜は、その所有者が処理することを原則とする。た

だし、所有者が所有の意思を放棄した死亡獣畜で、自らの資力でこれを処理できないときは、町が

収集・処理するものとする。 

(2) 処理方法 

死亡獣畜の処理は、原則として化製場又は死亡獣畜取扱場において処理するものとする。ただし、

災害の状況により、これらの施設において処理できない場合は、県の指示を受けながら、環境衛生

上支障のない場所で埋葬、焼却等の方法により処理するものとする。 
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第２２節 建築物応急復旧対策の実施 
（主な実施機関：町（総務課、建設課、生活環境課、下水道課）、徳島県） 

 

第１款 応急仮設住宅の供与 

第１ 方 針 

災害のため、住居を滅失又は破損した者で、自らの資力では住宅の確保ができない者又は応急修理

ができない者等に対する応急仮設住宅の供与については、本計画の定めるところによる。 

 
第２ 内 容 

１ 実施責任者 

り災者に対する応急仮設住宅の供与は、町長が実施する。 

なお、災害救助法が適用された場合の応急仮設住宅の建設は、知事（権限を委任された場合は町長）

が実施する。 

実施責任者 

対象者 

期間 

住宅の種類 

応急仮設住宅の供与 

供与の期間 

建設用地 

ライフラインの整備 

運営管理 

実施責任者 

対象者 

住宅の応急修理 
期間 

範囲 

修理資材 

労務の供給 

実施責任者 

被災者向け住宅の確保 

建
築
物
応
急
復
旧
対
策
の
実
施 

対象者 

民間賃貸住宅の斡旋 

公営住宅への優先入居 

民間賃貸住宅等の借り上げ

（みなし仮設） 

建設資材、必要機械器具等

の調達 



藍住町地域防災計画（共通対策編） 

147 

２ 対象者 

災害のため住宅が全壊、全焼又は流失し、居住する住宅がない者であって、自らの資力では住宅を

得ることができない者を対象とする。  

３ 期間 

災害発生の日から 20 日以内に着工するものとする。  

４ 住宅の種類 

一般向けの住宅、高齢者・身体障がい者向けの住宅を供給する。  

５ 供与の期間 

応急仮設住宅の完成の日から２年以内とする。  

６ 建設用地 

応急仮設住宅の建設用地の選定にあたっては、原則として、①公有地、②国有地、③企業等の民有

地の順に選定することとし、上下水道、ガス、電気等の生活関連設備の整備状況等についても配慮す

ることとする。  

また、激甚な大規模災害時でも迅速かつ適切に建設用地の選定を行うため、あらかじめ建設予定地

のリストを作成し、建設可能戸数等の状況を把握するものとする。  

７ ライフラインの整備 

応急仮設住宅のためのライフラインの整備は、町長が行う。 

なお、災害救助法が適用された場合は、知事から委任を受けて行う。 

８ 建設資材、必要機械器具等の調達 

(1) 住宅の建設のための資材は、請負業者が確保することを原則とするが、災害による混乱等によ

り請負業者が資材を確保できない場合は、町がその確保について斡旋を行うものとする。 

(2) 町は、応急仮設住宅の建設に必要な資機材が不足し、調達の必要がある場合には、必要に応じ

て、県に資機材の調達に関して要請する。 

９ 運営管理 

町は、各応急仮設住宅の適切な運営管理を行うものとする。この際、応急仮設住宅における安心・

安全の確保、孤独死や引きこもりなどを防止するための心のケア、入居者によるコミュニティの形成

及び運営に努めるとともに、女性の参画を推進し、女性を始めとする生活者の意見を反映できるよう

配慮するものとする。また、必要に応じて、応急仮設住宅における家庭動物の受け入れに配慮するも

のとする。 

１０ 民間賃貸住宅等の借り上げ（みなし仮設） 

町は、民間賃貸住宅等の借り上げによる応急仮設住宅の供与も行う。 
 
第２款 住宅の応急修理 

第１ 方 針 

災害により住宅を破損した世帯に対し、居室、炊事場、便所等日常生活に欠くことのできない部分

を応急修理するものとする。 

なお、災害救助法が適用された場合の住宅の応急修理は、県の委任を受けて町が行う。 

 

第２ 内 容 

１ 実施責任者 

(1) り災者に対する住宅の応急修理は、町長が実施する。 

(2) 災害救助法が適用された場合は、知事（権限を委任された場合は町長）が行う。  
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２ 対象者 

災害のため住宅が半壊（半焼）し、自らの資力で住宅を修理できない者又は大規模な補修を行わな

ければ居住することが困難である程度に住宅が半壊（半焼）した者を対象とする。 

３ 期間 

災害発生の日から１か月以内とする。 

４ 範囲 

居住、炊事場、便所等日常生活に必要な最小限度の部分とする。 

５ 修理資材 

住宅の応急修理のための資材は請負業者が確保することを原則とするが、災害による混乱等により

請負業者が資材を確保できないときは、町がその確保について斡旋を行うものとする。 

６ 労務の供給 

災害時における必要な労働者の雇上げは、本計画の定めるところによるものとする。 

(1) 実施責任者 

労務者の雇上げは、それぞれの応急対策実施機関において行うものとする。 

(2) 労務者等の把握 

日雇労働者及び一般求職者は、県下各公共職業安定所において把握しておくものとする。 

(3) 従事命令者又は協力命令者 

災害応急対策を実施するため人員が不足し、緊急の必要があると認めた場合、次に掲げる執行者

は、災害対策基本法、災害救助法、警察官職務執行法、消防法及び水防法の定めるところにより従

事命令又は協力命令を発するものとする。 

対象作業 命令区分 根拠法令 執行者 

災害応急対策事業 
(災害応急対策全般) 

従事命令 
災害対策基本法第 65条第１項 町長 

警察官 災害対策基本法第 65条第２項 

災害救助作業 
(災害救助法に基づく救助) 

従事命令 災害救助法第７条 
知事 

協力命令 災害救助法第８条 

災害応急対策事業 
(災害救助を除く応急置措置) 

従事命令 
災害対策基本法第 71条第１項 

知事 
町長 
(委任を受けた場合) 協力命令 

災害救助対策作業 
(災害応急対策全般) 

従事命令 警察官職務執行法第４条 警察官 

消防作業 従事命令 消防法第 29 条第５項 消防職員消防団員 

水防作業 従事命令 水防法第 17 条 
水防管理者 
水防団長 
消防機関の長 

 
 
第３款 被災者向け住宅の確保 

第１ 方 針 

応急仮設住宅のほか、災害のため住宅を失った世帯に対し、公営住宅の空き住宅への優先入居等の

措置を講ずるとともに、関係団体に対し民間賃貸住宅の空き住宅への入居斡旋を依頼する等、住宅の

確保に努めるものとする。 
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第２ 内 容 

１ 実施責任者 

り災者向けの住宅の確保は、町が努める。 

２ 対象者 

災害のため住宅を失った者を対象とする。 

３ 公営住宅への優先入居 

町は、公営住宅の空き住宅への優先入居等の措置を講ずる。 

４ 民間賃貸住宅の斡旋 

徳島県居住支援協議会による民間賃貸住宅の空き家情報提供を実施するとともに（公社）徳島県宅

地建物取引業協会に対し民間賃貸住宅の空き住宅への入居斡旋を依頼する。 

 

  



藍住町地域防災計画（共通対策編） 

150 

 

第２３節 障害物の除去 
（主な実施機関：町（建設課、下水道課、生活環境課）） 

第１ 方 針 

災害時における緊急な応急措置の実施に障害となっている工作物及び、浸水等によって、道路、河

川、住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で住民の生命、身体及び財産等に危険を及ぼし、又は

日常生活に著しい支障を及ぼしている障害物の除去の実施については、本計画の定めるところによる

ものとする。 

 

 

 

 

 

 

第２ 内 容 

１ 実施責任者 

(1) 町は、応急措置を実施するに際して障害となる工作物の除去を行うものとする。 

(2) 水防管理者（町長）又は消防長は、水防活動を実施するに際して障害となる工作物の除去を行

うものとする。 

(3) 道路、河川等にある障害物の除去は、その道路、河川等の維持管理者が行うものとする。 

(4) 浸水等によって、住家又はその周辺に運ばれた障害物の除去は、町長が行うものとし、町単独

で実施困難のときは、知事に対して応援、協力を要請するものとする。 

(5) その他の施設、敷地内の障害物の除去は、その施設、敷地の所有者又は管理者が行うものとす

る。 

２ 機械器具の調達および人員の確保 

町長は、障害物の種類、規模により道路等の管理者が所有する機械器具及び人員のみで不足する事

態に備え、建設業協会等と必要な機械器具の調達及び人員の提供についての協定を締結しておく必要

がある。このほか、必要に応じ地区民への協力、自衛隊の災害派遣要請等を依頼するものとする。 

３ 災害救助法に基づく措置 

災害救助法を適用した場合の障害物の除去は次によって行うものとする。 

(1)  障害物除去の対象 

ア 当面の日常生活が営み得ない状態にあること 

イ 日常生活に欠くことのできない場所に運び込まれた障害物の除去に限ること 

ウ 自らの資力をもってしては障害物の除去ができないもの 

エ 住家が半壊又は床上浸水したものであること 

オ 応急措置の支障となるもので緊急を要するもの 

(2) 費 用 

ロープ、スコップその他除去のため必要な機械、器具等の借上費又は購入費、輸送費及び賃金職

員等雇上費等 

(3) 障害物除去の実施機関 

災害発生の日から 10 日以内とする。 

 

障害物の除去 

実施責任者 

機械器具の調達および人員の確保 

災害救助法に基づく措置 

障害物の集積場所 
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４ 障害物の集積場所 

一時的な障害物の集積場所は、町の所有地で交通及び住民の生活に支障のない場所（原則として藍

住西小学校サブグラウンド、西クリーンステーション東側グラウンドを使用）とし、その他の用地を

使用する必要がある場合は、民有地を一時的に借上げて集積場とする。 
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第２４節 ボランティア活動の支援 
（主な実施機関：町（企画政策課）、藍住町社会福祉協議会） 

第１ 方 針 

災害により大きな被害が発生した場合、災害に対する応急対策を迅速かつ的確に実施するためには、

行政や防災関係機関の活動のみならず、民間の団体や個人による各種のボランティア活動が必要とな

ることが予測される。このため、町は藍住町社会福祉協議会と連携しながら、災害時の各種ボランテ

ィア団体との協力体制を確立し、効果的なボランティア活動が行えるよう支援する必要がある。 

 
 
 
 
 
 
 

第２ 内 容 

１ ボランティア団体等の受入 

町及び防災関係機関は、各種ボランティア団体からの協力申し入れ等により、災害応急対策の実施

についての協力を受け入れる。 

(1) 災害ボランティアの定義 

災害ボランティアとは、「災害発生後に、被災者の生活や自立を支援し、また行政や防災関係機

関等が行う応急対策を支援する自発的に能力や時間を提供する個人・団体」である。 

(2) 災害ボランティアの職能 

災害ボランティアは職能によって、医師や看護師、手話通話等専門的な技術や知識を活用する専

門ボランティアと一般ボランティアに区分される。 

(3) ボランティアの所属 

ア 組織や団体に属するボランティア 

ＮＧＯやＮＰＯ法人、企業及び宗教団体等、組織や団体に属するボランティアで、自らの行動

規範で活動するボランティア 

イ 個人ボランティア 

学生や勤労者の中で、組織や団体に属さず、個人の資格で参加する者で、活動経験の少ないボ

ランティア 

ウ 後方支援や資金提供 

直接被災地で活動する支援形態ではなく、被災地外で行う支援活動や資金・機材等の支援をす

る活動を行う 

２ 災害発生直後の情報提供 

ボランティア活動が円滑に行われるよう、近隣市町の協力を得ながら、最優先で求められるボラン

ティア活動の内容、必要人員、活動拠点等のボランティアニーズについての情報提供を行う。 

３ ボランティア団体等の活動 

ボランティア団体等からは、一般的に次の活動についての協力を受けるものとする。 

(1) 災害・安否・生活情報の収集・伝達 

(2) 炊き出し、その他災害救助活動 

ボランティア活動の支援 

ボランティア団体等の受入 

災害発生直後の情報提供 

ボランティア団体等の活動 

ボランティア・センターの設置 
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(3) 高齢者介護、看護補助 

(4) 清掃及び防疫 

(5) 災害応急対策物資・資材等の輸送及び配分 

(6) 応急復旧現場における危険を伴わない軽易な作業 

(7) 災害応急対策事務の補助 

４ ボランティア・センターの設置 

(1) 設 置 

被害の状況に応じ、ボランティア団体等の受入れが必要と認めたときは、藍住町社会福祉協議会

にボランティア・センターを設置し、被害状況やボランティアニーズなどの情報提供を行う。 

また、徳島県災害ボランティアセンターと連携を取りながら、ボランティア活動を効率的に推進

する。 

(2) 運 営 

ボランティアセンターは、ボランティア活動を支援するために次の業務を行い、ボランティア活

動の円滑化を図る。 

ア ボランティアニーズの把握と情報提供  

イ 一般ボランティアの受入及び受付  

ウ 専門ボランティアに対する活動要請 

エ ボランティア活動の調整及び決定 

オ ボランティア活動に必要な資機材、物資等の確保 

カ 災害対策本部との調整 

キ 在宅要配慮者のデータの作成及び提供 

ク その他ボランティア活動を円滑に行うために必要な業務 
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第２５節 義援金・義援物資の受入・配分 
（主な実施機関：町（出納室）、徳島県） 

第１ 方 針 

住民、他自治体等から被災者あてに送られた義援金・義援物資の受入・配分については、本計画の

定めるところによる。 

 
 
 
 

第２ 内 容 

１ 義援金の受入れ及び配分 

(1) 被災者に対する義援金の受入を必要とする場合は、次の関係機関は協力して募集方法、期間等

を定めて募集するものとする。    

【関係機関】日本赤十字社徳島県支部、（福）徳島県共同募金会、県等 

(2) 義援金の配分    

関係機関で構成する義援金配分委員会を設置し、義援金の配分について協議・決定するものとす

る。 

２ 義援物資の受入れ及び配分 

町は、義援物資の受入れ及び配分を行う。なお、その際、次の事項に留意するものとする。  

(1) 物資受入れの基本方針  

ア 原則として、企業・団体等からの大口受入れを基本とする。 

イ 腐敗・変質するおそれのある物資は受け付けないものとする。 

ウ 物資の梱包は、単一の物資について行うものとする。規格や種類等の異なる複数の物資等を

一括して梱包すると、仕分け等の余分な手間が必要となるため、そうした梱包をされた物資は、

善意の品といえども受け付けないものとする。  

(2) 少量提供物資（個人提供等）の取扱い  

ア 災害時においては、物資配分の観点から、同一物資を一カ所に大量に集約することが効率的

である。しかし、多品種少量の義援物資については集約が困難であり、各指定避難所への配分

の支障となるおそれがある。また、ニーズがない物資は、各指定避難所へ配分されないおそれ

がある。そのため、個人等の善意の効果的な発揮及び物資の効率的な調達・配分の観点から、

提供者に対して異なる種類の物資を少量提供するのではなく、極力、単品大量の提供か義援金

としての協力を依頼する。  

イ なお、個人等からの義援物資の申し出については、提供物資及び提供者の連絡先などを記録

し、必要に応じて提供を依頼するものとし、一方的な送り出しは控えるよう依頼するものとす

る。  

(3) 受入体制の広報  

町は、円滑な義援物資の受入れのため、次の事項についてホームページや報道機関を通じて広報

に努める。  

ア 必要としている物資とその数量 

イ 義援物資の受付窓口  

ウ 義援物資の送付先、送付方法  

義援金・義援物資の受入・配分 

義援物資の受入れ及び配分 

義援金の受入れ及び配分 
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エ 個人からは、原則義援金として受付    

オ 一方的な義援物資の送り出しは、受入れ側の支障となるため行わないこと    

(4) 報道機関との連携  

テレビや新聞等の報道によって過剰な義援物資が送付される場合があるため、町は、報道機関に

対して適宜適切な情報提供に努め、ニーズに沿った義援物資の受入れに努める。  
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第２６節 公共土木施設等の応急復旧 

（主な実施機関：町（建設課、水道課、下水道課）、徳島県、四国地方整備局、四国旅客

鉄道株式会社、四国電力株式会社、西日本電信電話株式会社、(一社)徳島県エルピーガ

ス協会板野地区会） 

 

 

  

鉄道施設 

公共土木施設の応急復旧 

四国旅客鉄道株式会社の応急対策 

情報の伝達・広報 

応援の実施 

ＬＰガスの応急復旧 

四国電力株式会社の災害応急対策 

災害時の応急対応 

ＬＰガス販売事業者、一般社団法人徳島

県エルピーガス協会の措置 

水道施設 

復旧方針 

応急対策 

復旧対策 

復旧方針 

被害状況調査 

危険物施設 

支援要請 

災害広報 

火薬類 

高圧ガス 

石油類及び薬品 

放射性物質 

公共土木施設 

電気施設の応急復旧 

下水道施設 応急復旧 

情報の伝達・広報 

応援の実施 

西日本電信電話株式会社の応急対策 

電話施設の応急復旧 

公
共
土
木
施
設
等
の
応
急
復
旧 
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第１款 公共土木施設 

第１ 方針 

災害時における公共土木施設管理者の応急対策は、本計画の定めるところによる。 

 
第２ 内 容 

１ 公共土木施設の応急復旧 

(1) 河川施設 

ア 基本方針 

災害により堤防、護岸等河川管理施設が、破壊、崩壊等の被害を受けた場合には、施設の応急

復旧に努めるとともに、内水排除に全力をつくす。 

イ 応急対策 

(ｱ) 堤防、護岸の破壊等については、クラック等への雨水の浸透による増破を防ぐため、ビニ

ールシート等で覆うとともに、速やかに復旧計画をたてて復旧する。 

(ｲ) 水門、排水機等の破壊については、故障、停電等により運転が不能になることが予測され

るので、土のう、矢板等により応急に締切を行うとともに、内水の排除に努める。 

ウ 復旧計画 

災害復旧については、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法に基づき、災害の速やかな復旧

を図り、公共の福祉を確保することとされている。ついては、県を経由して国へ災害の状況を報

告し、国庫負担申請を行うとともに、災害査定を受ける前に着工する必要があるときは、事前に

工法協議を行い、応急復旧を行う。 

(2) 道路施設 

ア 基本方針 

(ｱ) 道路が被災した場合、各道路管理者の連携のもとに、災害の状況に応じて緊急に系統的な

路線を決めて重点的に復旧工事を実施する。 

(ｲ) 道路上の破壊、倒壊等による障害物を警察、消防機関、自衛隊、占用工作物管理者、建設

業協会等の協力を得て除去し、交通路の確保に努める。 

(ｳ) 避難、救出、緊急物資の輸送、警察、消防などの災害対策活動に必要な路線は最優先して

復旧にあたる。 

イ 情報収集 

町は、被害を受けた道路及び交通状況等を速やかに把握するため、現地に職員を派遣し道路状

況の情報収集を行うとともに、関係機関と密接な情報交換を行う。 

ウ 応急復旧活動 

(ｱ) 応急対策 

ａ 復旧工法は、被災した施設の位置、大きさ、程度、重要度、地下埋設物などの状態によ

って種々様々な対応策を検討し、措置しなければならないが、通行の確保を第一とし、復

旧作業の安全を期しながら緊急に作業を進め、通過重量や車両幅員などの制限を付しても

速やかに復旧し、開放する。 

ｂ 道路占用施設に被害が発生したときは、各施設管理者に通知して適切な対処を要請する

ものとするが、緊急のためその時間がないときは、通行の禁止、現場付近への立入禁止等

住民の安全確保のために必要な措置を講じ、事後速やかに各施設管理者へ通報する。 

(ｲ) 復旧対策 
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復旧対策は、応急復旧に引き続き又は並行して、被災した施設の位置や状態、通行の重要度

などを検討し、通行止めを避けながら順次本復旧を進める。 

エ 重点路線 

避難、緊急物資の輸送等を迅速に行うため、次の道路を重点路線として早期復旧等の応急対策

を実施するものとする。 

  

路 線 名 区   域 延 長 摘 要 

町道江ノ口新居須線 乙瀬字北新田～徳命字新居須 3.62㎞  

町道奥野富吉線 徳命字西張～富吉字富吉 3.55㎞  

町道勝瑞中富線 勝瑞字東勝地～奥野字乾 2.69㎞  

町道竜池猪熊線 東中富字龍池傍示～奥野字猪熊 1.66㎞  

町道竹ノ瀬板西線 富吉字岸ノ下～富吉字須崎 0.69㎞  

 

オ 道路占用施設管理者との連携  

道路管理者及び水道、電気、電話等道路占用施設管理者は、所管以外の施設に被害が発生して

いるのを発見したときは、相互に通報を行い合うなど、互いに連携して迅速に応急対策が講じら

れるよう、協力するものとする。 

 
第２款 鉄道施設 

第１ 方針 

災害時における鉄道事業者の応急対策は、本計画の定めるところによる。 

 

第２ 内容 

１ 四国旅客鉄道株式会社の応急対策  

 

(1)  計画の目的 

地震災害によって列車又は構造物等に被害を受けた場合は、旅客の生命、財産を保護

するため全力をあげて救出救護に努めるほか、関係機関の緊密な連携のもとに、輸送業

務の早期復旧を図ることを目的とする。 

目的の施行にあたっては、運転事故報告手続、災害時運転規則手続の定めるところに

よる。  

(2) 対策本部等の設置 

地震被害の実情を敏速に把握し、被災列車の救援、鉄道施設被害の応急措置を講じ輸

送業務を早急に復旧するため、運転事故報告手続に定める対策本部（本社）及び復旧本

部（現場）を設置するものとし、県、市町村、指定行政機関と密に連絡できる体制をと

る。 

(3) 地震発生時の取扱い 

ア 地震発生時の警戒態勢の種別  

地震発生時の運転規制（以下「特殊運転」という。）をする場合の警戒態勢の種別

は、次のとおりとする。 

イ 地震発生時の特殊運転 
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震度（ガル値） 警報区間 運転規制の方法 

40ガル以上80ガル未満 
要注区間以外の区間 25Km/h以下の徐行とする 

要注区間 
列車の運転を中止する 

80ガル以上 全区間 

 

ウ 警報ブザー鳴動時の取扱い  

警報機を設置した個所のＣＴＣ指令員又は駅長は、警報ブザーが鳴動したときは、

速やかに当該規制区間内を運転する全列車に対し、信号機等による停止手配をとった

後、各駅長、保線区長、 電気区長及び関係乗務員に通報し、警報の区分に応じた特殊

運転の取り扱いをするものとする。 

エ 保線区長の取り扱い  

保線区長は、地震が発生し線路の状態により列車の運転に危険があると認めたときは、

特殊運転について輸送指令員に要請するものとする。  

(4) 第２次、第３次態勢の解除 

ア 保線区長は、線路点検その他の状況により、列車の特殊運転の必要がなくなったと

き又は警戒態勢の種別の変更が必要と認めたときは、その旨を輸送指令員に通報する

ものとする。 

イ 電気区長は、第３次態勢施行区間の電車線路設備の点検を行い、列車の特殊運転の

必要がなくなったと認めたときは、その旨を輸送指令員に通報するものとする。 

ウ 輸送指令員は、前項により保線区長及び電気区長から通報があったときは、関係の

駅長及び運転士に対して解除の指令をするものとする。 

 

 
第３款 電気施設の応急復旧 

第１ 方針 

災害時における四国電力株式会社の応急対策は、本計画の定めるところによる。 

 

第２ 内容 

１ 情報の伝達・広報 

四国電力株式会社の施設、設備に被害が発生し、又は発生するおそれがあるとの状況を把握した場

合は、その情報を直ちに四国電力株式会社に伝達するものとする。 

また、町は、電気施設の被害状況、復旧見通し、事故防止措置等の住民生活の安定に密接に関係す

る事項については、的確かつ迅速な情報収集に努め、各種広報媒体を通じて住民に周知するものとす

る。 

２ 応援の実施 

四国電力株式会社から応急対策及び復旧のための活動について、応援又は協力を求められたときは、

町が行う災害対策活動に支障のない範囲においてできる限り応援又は協力をするものとする。 
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３ 四国電力株式会社の災害応急対策 

 
１ 災害時における電力の供給 

災害時に、電力供給の異常事態が発生し、又は発生が予想される場合においては、

次により供給の安定を図るものとする。 
(1) 県内の需要バランスが確保できる系統構成を施す。 

(2) 需要バランスについて、系統上県内供給バランスが不足する場合においては、

自家用発電設備を保有する需要家に対し、発電余力の受電について交渉すると

ともに、負荷の重要度に応じて供給力を確保するものとする。 

２ 災害時における電気の保安 

各事業所の責任者は、災害時において送電を継続することが危険と認められる場

合は、関係箇所と連絡の上、事故の拡大を防止するため当該地域の予防停電を実施

するものとする。 

予防停電は、被害の状況及び需要家に及ぼす影響を十分に考慮し、停電範囲の縮

小、時間の短縮に努めるとともに、実施後、必要に応じ技術員を現場に派遣して、

電気施設保安のため必要な措置をとるものとする。 

また、漏電火災等の二次災害の防止に必要な、お客さまによるブレーカー開放等の

電気の安全措置に関する広報を行う。 

３ 災害時における応急工事 

災害が発生したときは、災害の規模、被災施設の状況に応じ、電力の早期供給を

眼目とし、関係箇所との緊密な連絡のもとに、被災設備に対する状況を速やかに調

査把握し、人員、資機材、機動力等を最大限に活用して、「四国電力防災業務計画」

に定める復旧順位、復旧方法に基づき迅速・適切に復旧するものとする。 

(1) 発変電設備 

仮設備等により早期の電力供給に努めるとともに被災機器の復旧を図る。 

(2) 送電設備 

被害の状況、線路の重要度等を考慮し、必要に応じ仮設備を実施するとともに

被害路線の復旧を図る。 

(3) 配電設備 

保安上支障のない限り、支持物、電線等の手持資材並びに既設設備の活用によ

って、仮復旧を行うとともに、他ルートから逆送並びに移動用ケーブル、発電機

車等の利用により迅速な復旧送電を図るものとする。 

(4) 通信設備 

災害によって通信回線が途絶した場合は、回線種別に応じ必要最小限の回線数

を迂回ルートによって確保する。また、通信機械室、電源室等の浸水により、通

信機器が使用不能となった場合は、極超短波、超短波帯の移動無線設備等により、

これら区間回線の構成に努めるものとする。 

支持物が倒壊、折損、流出した場合は、健全な建築物、樹木等により応急的処

置を講ずるものとする。 
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４ ダム、せき、水門等の管理 

高えん堤の管理は、河川法の定めるところにより行うものとし、えん堤ごとに管

理主任技術者を置き、管理主任技術者は、常置の土木保守員を指揮監督してダムを

管理するものとする。 

洪水時の対策措置は、次のとおり実施するものとする。 

(1) 洪水時においては、降雨量の変化状況等を勘案し、貯水池への流入量の把握

に努めるものとする。 

(2) 放流を行おうとする場合は、事前に電話等により下流の発電所のえん堤に連

絡するとともに、警報設備並びに地元公共機関を通じ下流地域に警報連絡を行う

ものとする。 

(3) 放流にあたっては、ダム操作規定により、下流地域へ被害を与えないよう適

切な管理を図るものとする。 

 

（災害時における協定一覧…別添資料編として整理） 

 

第４款 ＬＰガスの応急復旧 

第１ 方 針 

災害時におけるＬＰガス施設の応急対策は、本計画の定めるところによる。 

 

第２ 内 容 

１ 災害時の応急対応 

(1) 火災発生の場合 

ＬＰガス販売事業者は、火災発見者から通報があった等の場合は、直ちに発火燃焼源を確かめ、

周辺ＬＰガス設備のバルブ閉止等により延焼防止に努めるものとする。 

(2) 地震火災の場合 

ＬＰガス販売事業者は、地震によりＬＰガス設備が損壊又は転倒した場合は、ＬＰガスによる災

害の発生を防止するため、バルブ閉止等の措置を緊急に講じるものとする。 

２ ＬＰガス販売事業者、一般社団法人徳島県エルピーガス協会の措置 

ＬＰガス販売事業者は、事業所内及び供給先における災害発生の防止に努め、災害が発生したとき

は、警察及び消防等関係機関に協力し、災害の沈静に努め、災害が沈静化した後は、全力で復旧に努

めるものとする。 

また、ＬＰガス販売事業者間の調整については、一般社団法人徳島県エルピーガス協会が行うもの

とする。 

(1) 広報活動 

ア 消費先に対し、ガス栓閉止等の広報をするものとする。 

イ 消費先に対し、ＬＰガスは、安全が確認されるまで使用しないよう広報するものとする。 

(2) ＬＰガス供給施設の被害状況把握 

一般社団法人徳島県エルピーガス協会の調整により、ＬＰガス販売事業者は、安全点検を実施し、

被害状況の把握に努めるものとする。 

(3) 容器の回収 

ア 使用後破棄された不要容器による二次災害を防止するため、回収に努めるものとする。 
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イ 必要に応じて各種メディアを活用し、周知徹底するものとする。 

（災害時における協定一覧…別添資料編として整理） 

 

第５款 水道施設 

第１ 方 針 

災害時における町及び水道事業者の応急対策計画は、本計画の定めるところによる。 

 

第２ 内 容 

１ 復旧方針 

(1) 取水施設、浄水場、配水池の復旧にあたっては、早急な施設能力の回復に努める。 

(2) 管路の復旧は、幹線、給水拠点に至る路線を優先し、順次、配水調整を行って断水地域を減少

しながら進める。 

２ 応急対策 

(1) 復旧用資機材の確保 

復旧に必要な資機材は、通常業務との関連において町の水道課が保有することが適当なものにつ

いては事前に確保しておくものとするが、不足する資機材は町の水道工事指定業者及び他市町村か

ら調達する。 

(2) 復旧作業人員の確保 

ア 施設点検班 １班（班長１人、班員２人） 

イ 管路点検班 ２班（班長１人、班員２人） 

ウ 応急作業班 ２班（班長１人、班員２人） 

応急作業班については、町の水道工事指定業者の協力を得て作業を実施する。 

(3) 施設の点検 

災害発生後、速やかに職員を派遣し、次により水道施設の被害状況を把握する。 

ア 取水、浄水、配水施設及び給水拠点に指定された施設等の被害調査を各施設ごとに行う。 

イ 管路については、巡回点検を実施し、水圧状況、漏水、道路陥没等の状況を把握するほか、

地上構造物の被害状況等についても把握するよう努める。 

ウ 次の管路については、優先的に点検する。 

(ｱ) 主要管路 

(ｲ) 給水拠点までの管路 

(ｳ) 道路等公共土木施設を占有している管路 

(ｴ) 医療機関等重要施設までの管路 

(4) 応急措置 

復旧するまでの間、次の応急措置を講ずる。 

ア 取水、浄水、配水施設 

施設等に損壊の被害が生じた場合はその状況に応じて取水、給水の停止又は減量を行う。 

イ 管 路 

漏水等により道路陥没が生じるなど、道路交通上危険なものについては、関係管路を断水する

などの措置を講じる。 

ウ 給水装置 

倒壊家屋、焼失家屋及び所有者の不明な給水装置の漏水は、仕切弁により閉栓する。 
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３ 復旧対策 

(1) 取水、導水施設 

取水、導水施設の損壊は、浄水機能に大きく影響するため、その復旧は最優先する。 

(2) 浄水施設 

浄水施設の損壊のうち、浄水機能に影響を及ぼすものは、直ちに復旧する。 

(3) 管 路 

管路の復旧にあたっては、被害の状況、被害箇所の重要度等を勘案し、給水拡大のために最も効

果的な箇所から、次により復旧活動を実施する。 

なお、資機材の調達、及び復旧の緊急度等を考慮し、必要に応じて仮配管、路上配管等の仮復旧

も実施する。 

ア 送・配水管の優先順位 

(ｱ) 第１次重要管路 

送水管及び主要配水管など、給水上特に重要な管路とする。 

(ｲ) 第２次重要管路 

第１次重要管路に準じて、給水上重要な管路とする。 

イ 給水装置の復旧 

(ｱ) 公共土木施設内の給水装置の復旧は、配水管の復旧及び通水と並行して行う。 

(ｲ) 一般住宅の給水装置の復旧は修繕申込みがあったものから行うが、その際、緊急度の高い

医療施設等は優先して行う。 

(ｳ) 配水に支障を及ぼす給水装置の損壊については、(ｲ)の申込みの有無にかかわらず応急措

置を実施する。 

 
第６款 下水道施設 

第１ 方針 

災害時における町及び下水道事業者の応急対策は、本計画の定めるところによる。 

 

第２ 内容 

１  復旧方針  

被害が発生したときは主要施設から復旧を図る。復旧順序については、処理場、ポンプ場、幹線管

渠等の主要施設の復旧に努め、その後、枝線管渠、ます・取付管の復旧を行う。 

２  被害状況調査 

町及び県は、地震災害の発生時に、管渠等の各施設の被災状況を早急に調査し、関係機関に迅速に

伝達する。 

３  応急復旧 

町及び県は、各施設の被害状況に基づく復旧計画を策定し、管渠等の被害に対しては、下水の排除

に支障のないよう応急措置を講じ、処理場の被害に対しては、処理機能の回復を図るべく応急措置を

講じる。 

なお、復旧にあたっては、道路管理者、水道事業者等との協同に配慮するとともに、的確な対応を

図る。 

(1) 管渠 

緊急輸送路を地上巡視し、下水道施設が起因する道路陥没等を早急に把握し、損傷状況に応じた

応急復旧を実施する。 
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(2) 処理場 

停電のため機能が停止した場合、ディーゼル発電機などの非常用発電機及びエンジン直結ポンプ

によってポンプ運転を行い、揚水不能の事態が起こらないよう対処する。 

各施設の点検を行い、施設の被害に対しては、箇所、程度に応じて応急措置を実施する。 

万一機能上重大な被害が発生した場合は、揚水機能の復旧を最優先する。また、並行して各施設

の損壊箇所を直ちに処置し、流下機能の確保と回復を図る。 

４ 支援要請 

町は、応急復旧の実施に必要な人員、資機材等が不足する場合には、近隣市町や県に対して広域的

な支援の要請を行うこととする。 

５ 災害広報 

町は、各施設の被害状況及び復旧見込みについて、地域住民に広報し、下水道に関する不安解消に

努め、必要に応じて、応急復旧工事が完成するまで、水洗便所等の使用を中止するよう周知する。 

 
第７款 電話施設の応急復旧 

第１ 方針 

災害時における西日本電信電話株式会社の応急対策は、本計画の定めるところによる。 

第２ 内容 

１ 情報の伝達・広報 

西日本電信電話株式会社の施設、設備に被害が発生し、又は発生するおそれがあるとの状況を把握

した場合は、その情報を直ちに西日本電信電話株式会社に伝達するものとする。 

また、町は、電話施設の被害状況、復旧見通し、事故防止措置等の住民生活の安定に密接に関係す

る事項については、的確かつ迅速な情報収集に努め、各種広報媒体を通じて住民に周知するものとす

る。 

２ 応援の実施 

西日本電信電話株式会社から応急対策及び復旧のための活動について、応援又は協力を求められた

ときは、町が行う災害対策活動に支障のない範囲においてできる限り応援又は協力をするものとする。 

３ 西日本電信電話株式会社の応急対策 

 
１ 基本方針 

災害時における電信電話サービスの基本的な考え方は、公共機関の通信確保はも

とより被災地域における通信の孤立化を防ぎ、一般公衆通信を確保するため、 電気

通信設備の応急復旧作業を迅速かつ的確に実施する。 

２ 応急対策 

(1) 災害が発生し、又は発生が予想される場合は、次の各号の準備を行う。 

ア 電源の確保 

イ 予備電源設備、移動電源車の発動 

ウ 移動無線機、移動無線措置局等の発動 

エ 応急対策用車両、工具の点検 

オ 応急対策用資機材の把握 

カ 緊急輸送対策 

キ 復旧要員の確保 

ク 通信設備の巡回点検 

(2) 災害の発生が予想される場合又は発生した場合は、災害の規模、状況等によ

り災害情報連絡室又は災害対策本部を設置し、情報の収集伝達及び応急対策、

復旧計画等の総合調整を図り、速やかに応急対策、復旧対策等ができる体制を

確立するほか県、市町村、指定行政機関と連絡を密にする体制をとる。 
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(3) 電気通信設備に被害が発生した場合は、災害の規模により次の各項の応急措

置をとる。 

ア  重要通信の確保  

(ｱ)  救護復旧活動を担当する公共機関等の通信を確保するため、移動無線車、

可搬型無線機等を使用して重要回線の確保に努める。  

(ｲ)  事業法に基づき災害復旧に関する通信については優先的に取扱う。その

ため必要があるときにはその他の通信の利用規制を行う。  

イ 特設公衆電話の設置  

(ｱ) 通信が孤立化した地域で、住民の連絡手段を確保するため特設公衆電話

の設置に努める。  

(ｲ)  特設公衆電話の設置場所について、県、及び行政機関と連携し選定する。  

ウ 災害用専用基地局の運用  

(ｱ)  ドコモの大ゾーン基地局を稼動し半径約７ｋｍ・360 度のエリアカバー

を目指す。  

(ｲ)  移動基地局車の運用で被災箇所の孤立防止に努める。 

(4) 災害のため通信が途絶したとき、若しくは通信の利用制限を行ったときは、

トーキー装置による案内、広報車、報道機関、窓口掲示等の方法によって、次

の各項について周知する。 

ア 被災区間又は場所 

イ 回復見込み日時 

ウ 通信途絶、利用制限の理由 

エ 通信途絶、利用制限の内容 

オ 通信利用者の協力を要請する事項 

カ その他の事項 

(5) 大規模災害発生時に、安否情報等を確保するため、被災地に向けた通話が輻

輳した場合、災害用伝言ダイヤル「171」、インターネットによる災害用伝言板

「Web171」、携帯電話の「災害用伝言板」及び「災害用音声お届けサービス」を

開設する。 

３ 回線の復旧順位 

災害により電気通信設備に被害を受け、回線に故障が生じた場合は、通話の途

絶の解消及び重要通信の確保に努めるとともに、被災状況の応じた措置により回

線の復旧を図ることとするが、順位は社会的影響等を勘案の上、次のような階段

的復旧を実施する。 

(1) 第１順位の復旧  

気象、水防、消防、災害救助、警察、防衛機関、及び輸送、通信、電力の確保

に関係する機関に設置されるもの  

(2) 第２順位の復旧  

ガス、水道の確保に関係する機関、新聞、放送等報道機関に設置されるもの  

(3) 第３順位の復旧  

第１順位、第２順位に該当しないもの 

（災害時における協定一覧…別添資料編として整理） 
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第８款 危険物施設 

第１ 火薬類 

１ 方針  

火薬類の保安対策は、本計画の定めるところによる。 

２ 内容 

(1) 応 急 措 置 

ア 火薬庫又は火薬類の所有者又は占有者の措置 

(ｱ) 貯蔵火薬類を安全地域に移す余裕のある場合には、これに移して見張人をつけるものとす

る。 

(ｲ) 通路が危険であるか又は搬送の余裕のない場合には、火薬類を水中に沈める等安全な措置 

を講ずるものとする。 

(ｳ) 火薬庫の入口、窓等を目塗土で完全に密閉し、木部には防火の措置を講じ、必要に応じて

付近の住民に避難するよう警告するものとする。 

(ｴ) 吸湿、変質、不発、半爆等のために著しく原性能若しくは原形を失った火薬類又は著しく

安定度に異常を呈した火薬類は廃棄するものとする。 

イ 町長の措置 

施設管理責任者及び関係機関と緊密な連絡をとり立入検査を実施して災害の予防に努め、災害

の発生の恐れがあるときは、火災警戒区域を設定してその区域内における火気の使用を禁止し、

関係者以外の者の退去を命じ、その区域への出入を禁止又は制限するとともに、区域内住民に対

する避難、立退きの指示勧告又は救出、救護並びにその他必要な防災措置を実施するものとする。 

 

第２ 高圧ガス（ＬＰガス供給施設を除く） 

１ 方針  

高圧ガス施設の保安対策は、本計画及び高圧ガス地震防災マニュアルの定めるところによる。 

２ 内容 

(1) 応 急 措 置 

ア 製造者等の措置 

(ｱ) 直ちに事業所内における火気の取扱を停止するとともに、製造施設等の異常の有無を点検 

する。 

(ｲ) 高圧ガスの製造施設、販売施設、貯蔵所若しくは消費施設又は充てん容器等が危険な状態

になったときは、直ちに以下の災害発生防止のための措置を講じる。 

ａ 製造施設又は消費施設が危険な状態になったときは、直ちに製造又は消費の作業を中止

し、緊急遮断弁の閉止等の応急の措置を行うとともに、製造又は消費設備内のガスを安全

な場所に移し、又は大気中に安全に放出し、この作業に必要な作業員のほかは退避させる。 

ｂ 販売施設、高圧ガス貯蔵所又は充てん容器等が危険な状態になったときは、直ちにバル

ブの閉止等の応急の措置を行うとともに、充てん容器等を安全な場所に移し、この作業に

必要な作業員のほかは退避させる。 

ｃ 充てん容器等が外傷又は火災を受けたときは、充てんされている高圧ガスを規定の方法

により放出し、又はその充てん容器等とともに損害を他に及ぼすおそれのない水中に沈め、

若しくは地中に埋める。 

(ｳ) 製造施設等に被害が発生し、又は発生のおそれがある場合には、直ちに関係機関に通知す
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る。 

(ｴ) 必要な場合は、従業員及び付近住民に対し、危険状態にあることを周知し、退避するよう

警告する。 

イ 町長の措置  

火薬類に対する措置と同様とする。 

 

第３ 石油類及び薬品 

１ 方針  

石油類及び薬品の保安対策は、本計画の定めるところによる。 

２ 内容 

(1) 応 急 措 置 

ア 施設の所有者及び管理者又は占有者の措置 

(ｱ) 施設内の使用火は完全に消火するとともに、状況に応じて施設内の電源は、保安系路を除

いて切断するものとする。 

(ｲ) 施設内における貯蔵施設の補強並びに付属施設の保護措置を実施するとともに、自然発火

性物質に対する保安措置を強化するものとする。 

(ｳ) 施設内の消火設備を点検し、その機能を確認するものとする。  

イ 町長の措置 

(ｱ) 被害が広範囲にわたり、引火、爆発又はそのおそれがあると判断した場合は、施設関係者、

関係機関と緊密な連絡をとり、立入禁止区域の設定をするとともに区域内住民に対する避難、

立退きの指示、勧告をするものとする。 

(ｲ) 火災の防御は、町の消防機関がその消防力を有機的に運用して実施し、特に火災の状況、

規模並びに危険物の種類により、消火用薬剤の収集、化学車の派遣要請等他の機関の応援を

受けるものとする。 

(ｳ) 流出、転倒及び浮上したタンク等に対しては、使用の停止を命じ、危険物の排除作業を実

施させるものとする。 

(ｴ) 漏油した場所その他危険区域は、ロープ等で区画し、係員を配置するものとする。 

 
第４ 放射性物質 

１ 方 針 

施設放射性物質の保安対策は、本計画の定めるところによる。 

２ 内 容 

(1) 応 急 措 置 

ア 火災等により放射線障害が発生し、又は発生するおそれのある場合は、医療機関と緊密な連

絡をとり、危険のある場所の認知及び放射線量の測定をあわせて行い、延焼防止に主眼をおき、

汚染区域の拡大を防止するものとする。 

イ 大量放出又はそのおそれのある場合は、危険区域内所在者の避難誘導にあたるとともに立入

禁止区域を設定するものとする。 
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第２７節 教育対策 

（主な実施機関：教育委員会、乳幼児・児童・生徒に関する各施設関係者） 

第１ 方 針 

災害のため、平常の学校教育の実施が困難になった場合は、町教育委員会並びに各学校（小・中学

校）及び幼稚園、保育所、児童館は緊密に連携し、関係機関の協力を得ながら乳幼児・児童・生徒の

安全を図るとともに、応急教育を実施する必要がある。 

 

 
 
 
 

 
第２ 内 容 

１ 実施責任者 

町立学校における応急教育は、町教育委員会が実施するものとする。 

２ 乳幼児・児童・生徒の安全確保 

＜各学校、各幼稚園＞ 

(1) 情報等の収集・伝達 

ア 町教育委員会は、災害が発生したときは、学校長及び園長に対し、災害に関する情報を正確

かつ迅速に伝達するとともに、必要な措置を指示する。 

イ 学校長及び園長は（以下「学校長（園長）」とする。）、関係機関から災害に関する情報の伝達

を受けたときは、教職員に対して速やかに伝達するとともに、自らテレビ、ラジオ等により校

区の被害状況等の災害情報の収集に努める。 

ウ 学校長（園長）は、必要に応じ災害情報等を児童生徒へ伝達するものとするが、伝達に際し

ては混乱を防止するよう配慮する。 

エ 学校長（園長）は、児童生徒及び学校施設に被害を受け、又は被害を受けるおそれがある場

合は、直ちにその状況を教育委員会に報告する。 

(2) 児童・生徒の登校時間内の緊急措置 

ア 避難等の指示 

学校長（園長）は、火災危険や倒壊危険等の状況を的確に判断し、屋外への避難の要否の指示

若しくは校内（園内）では、児童・生徒に危険が及ぶと判断したとき又は消防職員から指示のあ

ったときは、安全な指定緊急避難場所等の指示を迅速に行うものとする。 

なお、状況によっては、教職員は個々に適切な指示を行うものとする。 

イ 下校時の危険防止 

学校長（園長）は、下校途中における危険を防止するため、児童・生徒に必要な注意を与える

とともに、災害の状況により、通学区ごとの集団下校又は教職員による引率等の措置を講ずるも

のとする。 

ウ 校内保護 

学校長（園長）は、災害の状況により、児童・生徒を下校させることが危険であると認めると

きは、児童・生徒を校内に保護し、保護者への連絡に努めるものとする。 

エ 保健衛生対策 

学校長（園長）は、災害時における校舎内外の清掃、給食、飲料水等に留意し、児童・生徒の

教育対策 

実施責任者 

乳幼児・児童・生徒の安全確保 

応急教育・保育の実施 
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保健衛生について、必要な措置を講ずるものとする。 

オ 臨時休校・休園の措置 

学校長（園長）は、災害の状況に応じ、臨時休校・休園等必要な措置を講ずるものとする。こ

の場合、あらかじめ定めた方法「すぐメール」により保護者へ連絡するとともに、その措置内容

を教育委員会へ報告するものとする。 

学校長（園長）から措置内容の報告を受けた教育委員会は、状況に応じて保護者への連絡方法

として防災行政無線（同報系）、ラジオ、テレビ等の活用を検討する。 

カ 学校長（園長）不在時の対応  

災害発生時に学校長（園長）が不在の時は、教頭若しくは学校長（園長）があらかじめ指定す

る教職員が学校長（園長）の代行としてその職務を行い、学校長（園長）が到着するまでの間、

全ての権限が委譲されるものとする。 

(3) 児童・生徒の登校時間外の緊急措置 

ア 被害状況の把握 

学校長（園長）並びに非常参集した教職員は、災害発生後直ちに施設及び周辺の被害状況を把

握し、教育委員会へ報告するものとする。 

イ 臨時休校・休園の措置 

学校長（園長）は、災害の状況に応じ、臨時休校・休園等必要な措置を講ずるものとする。こ

の場合、あらかじめ定めた方法「すぐメール」により保護者へ連絡するとともに、その措置内容

を教育委員会へ報告するものとする。 

学校長（園長）から措置内容の報告を受けた教育委員会は、状況に応じて保護者への連絡方法

として、防災行政無線（同報系）、ラジオ、テレビ等の活用を検討する。 

ウ 学校長（園長）不在時の対応 

災害発生時に学校長（園長）が不在の時は、在校又は在園している最上格の教員が学校長（園

長）の代行としてその職務を行い、学校長（園長）が到着するまでの間、全ての権限が委譲され

るものとする。 

＜各保育所、各児童館＞ 

(4) 情報等の収集・伝達 

ア 福祉課長は、災害が発生したときは、保育所長及び児童館長（以下「保育所長（児童館長）」

という。）」に対し、災害に関する情報を正確かつ迅速に伝達するとともに、必要な措置を指示

する。 

イ 保育所長（児童館長）は、関係機関から災害に関する情報の伝達を受けたときは、職員に対

して速やかに伝達するとともに、自らテレビ、ラジオ等により被害状況等の災害情報の収集に

努める。 

ウ 保育所長（児童館長）は、乳幼児・児童・生徒及び施設等に被害を受け、又は被害を受ける

おそれがある場合は、直ちにその状況を福祉課長に報告する。 

(5) 施設開設時の緊急措置 

ア 避難等の指示 

保育所長（児童館長）は、火災危険や倒壊危険等の状況を的確に判断し、屋外への避難の要否

の指示若しくは施設内では乳幼児・児童・生徒に危険が及ぶと判断したとき、又は消防職員から

指示のあったときは、安全な避難場所等の指示を迅速に行うものとする。 

なお、状況によっては、職員は個々に適切な指示を行うものとする。 

イ 帰宅時の危険防止 
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児童館長は、帰宅途中における危険を防止するため、利用者の児童・生徒に必要な注意を与え

るとともに、災害の状況により、近隣ごとの集団帰宅又は職員による引率等の措置を講ずるもの

とする。 

ウ 施設内保護（児童館）  

児童館長は、災害の状況により、児童・生徒を帰宅させることが危険であると認めるときは、

児童・生徒を施設内に保護し、保護者への連絡に努めるものとする。 

エ 施設内保護（保育所） 

保育所長は、幼児を施設内に保護し、保護者への連絡に努めるものとし、相当の時間を経過し

ても連絡がとれない場合は、近親者等への連絡に努めるものとする。 

オ 保健衛生対策 

保育所長（児童館長）は、災害時における施設内外の清掃、給食、飲料水等に留意し、幼児・

児童・生徒の保健衛生について必要な措置を講ずるものとする。 

カ 施設閉鎖の措置 

保育所長（児童館長）は、災害の状況に応じ施設閉鎖等必要な措置を講ずるものとする。この

場合、あらかじめ定めた方法により保護者へ連絡するとともに、その措置内容を福祉課長へ報告

するものとする。 

保育所長（児童館長）から措置内容の報告を受けた福祉課長は、状況に応じて保護者及び利用

者等への連絡方法として防災行政無線（同報系）、ラジオ、テレビ等の活用を検討する。 

(6) 施設開設時間外の緊急措置 

ア 被害状況の把握 

保育所長（児童館長）並びに非常参集した職員は、災害発生後直ちに施設及び周辺の被害状況

を把握し、福祉課長へ報告するものとする。 

イ 施設閉鎖の措置 

保育所長（児童館長）は、災害の状況に応じ、施設閉鎖等必要な措置を講ずるものとする。こ

の場合、あらかじめ定めた方法により保護者及び利用者へ連絡するとともに、その措置内容を福

祉課長へ報告するものとする。 

保育所長（児童館長）から措置内容の報告を受けた福祉課長は、状況に応じて保護者及び利用

者への方法として防災行政無線（同報系）、ラジオ、テレビ等の活用を検討する。 

３ 応急教育・保育の実施 

＜各学校、各幼稚園＞ 

(1) 教育施設の確保等 

ア 教育委員会及び学校長（園長）は相互に協力し、次の方法により教育施設等を確保するもの

とする。 

(ｱ) 施設の被害が軽微な場合 

屋根瓦の被害、窓ガラスの破損等で直ちに復旧しないと授業に差し支える場合は、国庫負担

事業の認定を待つことなく各学校（園）において、速やかに応急修理を実施し授業を行う。 

(ｲ) 施設の被害が相当に甚大な場合 

残存の安全な教室の使用又は特別教室、屋内体育施設等を転用し、学級合併授業、一部又は

全部の二部授業を行う。 

(ｳ) 施設の使用が全面的に不可能な場合 

近隣の安全な学校（園）や遊休施設の利用、又は用地の確保が可能な場合は、仮設教室の建

設等の方法により、授業を再開する。 
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イ 教育活動の再開に際しては、登下校の安全の確保に十分配慮するとともに、児童・生徒の指

導にあたっては健康、安全教育及び生活指導に重点をおくものとする。特に、災害により精神

的又は心理的ストレスを受けた児童・生徒に対しては、心のケアに十分配慮するものとする。 

ウ 学校長（園長）は、災害状況の推移を把握し、教育委員会と密接に連絡の上、平常授業に戻

すよう努め、その時期については広報紙、マスコミ機関等の情報媒体を通じ、迅速かつ的確に

保護者へ連絡するものとする。 

エ 児童生徒の転入学措置 

被災地域の児童生徒が転入学を希望した場合には、受入れ可能な学校において、受入れ手続

き等を可能な限り弾力的に取り扱い、転入学を円滑に行うものとする。 

オ 災害に伴い教職員に欠員が生じた場合で、学校内において操作ができないときは、隣接学校

から応援させ、なお不足する場合はそれぞれの教科に応じ、指導主事等を派遣し教科指導に当

たらせるものとする。 

(2) 学校給食対策 

ア 施設設備の被害状況を把握し、教育施設と並行して復旧のための応急対策をたて、学校給食

の早期開始に努める。 

イ 災害の状況によっては、学校給食の一時中止又は簡易給食への変更を行う。 

ウ 災害発生後、授業及び学校給食が実施されるときは、学校長は教育委員会と協議しながら、

学校給食に必要な要員の確保、施設設備の稼働に必要な措置及び給食に必要な物資の調達に努

める。 

エ 学校給食に必要な物資は、県学校給食会の保管する物資の特別配送の依頼、一般救援物資の

利用等により確保を図る。 

(3) 災害救助法が適用された場合 

災害救助法が適用された場合の学用品の給与は、県より権限を委任された町長が行うものとする。 

ア 学用品の給与 

住家の全壊（焼）、流失、半壊（焼）又は床上浸水により学用品を喪失又は棄損し、就学上支障

のある小学校児童及び中学校生徒に対し、次に掲げる品目の範囲内で学用品を給与するものとす

る。 

(ｱ) 教科書（教材を含む） 

(ｲ) 文房具及び通学用品 

イ 期間 

教科書については災害発生の日から１ヶ月以内、文房具及び通学用品については災害発生の日

から 15日以内とする。 

(4) 学用品の調達及び支給 

ア 調達及び支給の方法 

(ｱ) 教科書 

ａ 各学校の学年別、使用教科書ごとにその数量を調査して県に報告し、その指示に基づい

て、教科書供給書店等に連絡してその供給を求め、又は町内の学校及び他市町村に対し使

用済みの古書の供与を依頼する。 

ｂ ａによってもなお不足する場合は、県に対して調達供与を依頼する。 

(ｲ) 学用品 

ａ 災害救助法の適用を受けた場合 

(a) 教育委員会が、学校長からの必要数の報告を受けてとりまとめ、県に報告の上、原則
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として県が一括購入し、必要とする児童生徒へ町を通じて支給する。 

(b) 文房具、通学用品等を救援物資によって支給できる場合は、重複して購入することを

要しないものとする。 

(c) 知事が職権を町長、教育委員会又は学校長に委任した場合は、それぞれが県と協力し

て調達から支給までを実施する。 

ｂ その他の場合 

(a) 教育委員会が、学校長からの必要数の報告を受けてとりまとめ、町において調達の上、

支給するものとする。 

(b) (a)によってもなお不足する場合は、県に対して調達供与を依頼する。 

イ 支給対象 

災害により住居の全壊、全焼、流出、半壊、半焼又は床上浸水その他により、就学上欠くこと

のできない学用品等をそう失又はき損し、直ちに入手できない状態にある児童生徒に対して必要

最小限の学用品を支給する。 

ウ 支給品目 

(ｱ) 教科書 

教科書、教材 

(ｲ) 文房具 

ノート、鉛筆、消しゴム、クレヨン、絵の具、画筆、画用紙、下敷き、定規等 

(ｳ) 通学用品 

運動靴、傘、カバン、長靴等 

エ 支給期間 

災害発生時から教科書は１カ月以内、その他のものについては 15日以内に支給を完了するもの

とする。 

ただし、交通、通信等の途絶による学用品の調達及び輸送の困難が予想される場合には、知事

の承認を受けて必要な期間を延長する。 

オ 費用の限度 

教科書は支給する教科書の実費とし、文房具と通学用品は災害救助法細則で定める直近の改定

額とする。 

(5) 就学援助費の支給等 

ア 対象者 

災害救助法が適用されるなどの著しい災害により、新たに経済的理由によって就学困難となっ

た児童生徒に対し、就学援助費の支給等を行い、就学の保障を図るものとする。 

イ 就学援助費の支給 

(ｱ) 対象となる児童生徒に対して、速やかに就学援助費（学用品費等、医療費、給食費）を支

給する。 

(ｲ) すでに準要保護に認定された児童生徒が学用品等を消失した場合は、速やかに就学援助費

を再支給する。 



藍住町地域防災計画（共通対策編） 

173 

＜各保育所、各児童館＞ 

(6) 保育施設の確保等 

ア 福祉課長及び保育所長は相互に協力し、次の方法により保育施設等を確保するものとする。 

(ｱ) 施設の被害が軽微な場合 

屋根瓦の被害、窓ガラスの破損等で直ちに復旧しないと保育に差し支える場合は、国庫負担

事業の認定を待つことなく、各保育所において速やかに応急修理を実施し、保育を行う。 

(ｲ) 施設の被害が相当甚大な場合 

残存の安全な保育室の使用又は遊戯室等を転用し、保育を行う。 

(ｳ) 施設の使用が全面的に不可能な場合 

近隣の安全な学校（園）や遊休施設の利用、又は用地の確保が可能な場合は、仮設教室の建

設等の方法により、保育を再開する。 

イ 保育活動の再開に際し、災害により精神的又は心理的ストレスを受けた幼児等に対して、心

のケアに十分配慮するものとする。 

ウ 保育所長は、災害状況の推移を把握し、福祉課と密接に連絡の上、平常保育に戻すよう努め、

その時期については広報誌、マスコミ機関誌等の情報媒体を通じ、迅速かつ的確に保護者へ連

絡するものとする。 

エ 災害に伴い職員に不足が生じた場合は、職員組織の編成替えや出務、児童館職員の応援、民

間保育士免許所有者の動員等により対処するものとする。 

(7) 学校が指定避難所となる場合の措置 

ア 指定避難所の開設は、町の災害対策本部からの指示を受けて開設することを原則とする。た

だし、緊急を要するときは学校長（園長）の判断により開設することができる。 

イ 指定避難所の運営は、避難者の自主的運営を原則とするが、学校の教職員は必要に応じて運

営を支援することとする。 

ウ 教育委員会及び学校長（園長）は、指定避難所が設置されている間は、指定避難所の運営に

協力するものとするが、学校は本来教育を行う場であることを考慮し、早期の授業再開に努め

るものとする。 

エ 教育委員会及び学校長（園長）は、指定避難所の設置が長期化する場合は、応急教育活動と

避難活動との調整について、町の災害対策本部と必要な協議・調整を行う。 

（同報系防災行政無線子局設置場所、移動系防災行政無線機設置場所…別添資料編として整理） 
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第４章 災害復旧・復興 

 

第１節 復旧・復興の基本方針 

町は、被災地域の再建を行うために、被災の状況、関係公共施設管理者の意向等を勘案しつつ、県

等の関係機関と協議を行い、原状復旧あるいは中長期的な計画復興のいずれにするか検討し、復旧・

復興の基本方針を定めるものとする。 

 

第２節 復旧・復興体制 

第１ 方 針 

被災後の現状復旧は、災害対策本部が対応するが、甚大な被害により町の復興及び町民生活に関す

る事業を迅速かつ計画的に実施（計画復興）する必要があると認めたときには、復興本部を設置する。 

 

第２ 内 容 

１ 復興本部及び復興本部会議 

復興本部は、復興計画の策定や各種復興事業を総合的かつ迅速に推進するための意思決定を行う司

令塔の役割を担う。なお、復興が長期に及ぶこと等を勘案し、災害対策本部とは別に復興本部を設置

するものとする。 

復興本部のもとには、復興本部のコアメンバーで構成する復興本部会議を設置し、復興本部に付議

する議案の調整等を行う。 

２ 復興本部の所掌事務 

復興本部の所掌事項は、次のとおりとする。 

(1) 復興基本方針及び復興計画の策定及び推進に関すること 

(2) 復興施策に係る財源の確保及び資金計画に関すること 

(3) 被災した町民の生活再建及び町民生活の安定に係る施策の策定及び推進に関すること 

(4) 被災した町民の医療、保健及び福祉に係る施策の策定及び推進に関すること 

(5) 産業の復興及び雇用の創出に係る施策の策定及び推進に関すること 

(6) 公共施設の復旧及び整備計画の策定及び推進に関すること 

(7) 国、県その他関係機関との連絡及び調整に関すること 

３ 復興本部の組織 

(1) 本部長、副本部長 

本部長は町長とし、副本部長は副町長とする。 

(2) 本部員 

本部員は、災害対策本部構成員に準ずることを基本とし、被災状況に応じて決定する。 

(3) 事務局 

復興本部を運営する復興本部事務局は、総務課が担当する。 

４ 復興本部会議の運営 

復興本部会議は、本部長、副本部長のほか、本部員の中から町長が指名した者を構成員とする。 

復興本部会議は、以下の事項を検討する。 

(1) 復興方針の検討 

(2) 復興工程の検討 
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(3) 国・県・担当部署からの入手・提供された情報の検討 

(4) 復興計画検討委員会の委員選定及び工程の検討 

(5) 復興に係わる重要事項の検討 

(6) 復興施策の検討 

(7) 事業の進行管理 等 

本部長は、専門的知見が必要であると認めるときは、復興本部会議構成員以外の者に意見を求め

るものとする。 

 

第３節 復旧・復興計画の策定 
第１節の復旧・復興の基本方針に基づき、具体的な災害復旧・復興計画を策定するものとし、この

計画では、まちなみ復旧・復興計画、産業復旧・復興計画及び生活復旧・復興計画並びにその事業手

法、財源確保、推進体制を具体的に定めるものとする。 

また復旧・復興計画の策定に当たっては、地域のコミュニティの維持・回復や再構築に十分配慮す

る。 

 

第４節 公共施設災害復旧事業計画 
第１ 方 針 

災害により被災した町の公共施設の災害復旧は、被災した各施設の原形復旧にあわせて再度災害の

発生を防止するために必要な施設の新設又は改良を行う事業計画を立てるものとする。 

なお、災害復旧計画は、災害の種類によって次の計画種別によるものとする。 

町は県及び県警察と連携して、暴力団等の動向把握を徹底し、復旧・復興事業への参入・介入の実

態把握に努めるとともに、関係行政機関、被災地方公共団体、業界団体等に必要な働きかけを行うな

ど、復旧・復興事業からの暴力団排除活動の徹底に努めるものとする。 

 

第２ 内 容 

１ 災害復旧事業の種別 

(1) 公共土木施設災害復旧事業計画 

ア 河 川 

イ 道 路 

ウ 下水道 

エ 公 園 

(2) 農林水産業施設災害復旧事業計画 

ア 農地農業用施設 

イ 共同利用施設 

ウ 林業用施設 

エ 漁業用施設 

上記の各施設 

(3) 教育施設災害復旧事業計画 

(4) 水道施設災害復旧事業計画 

(5) 内閣府及び厚生労働省所管補助施設災害復旧事業計画 

(6) 都市施設災害復旧事業計画 

(7) 住宅災害復旧事業計画 
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(8) 社会福祉施設災害復旧事業計画 

(9) 官庁建物等災害復旧事業計画 

(10) その他の公共施設災害復旧事業計画 

 
第５節 災害復旧事業に伴う財政援助及び助成 

災害復旧事業費の決定は、町長の報告その他町が提出する資料及び実地調査の結果等に基づいて決

定されるものであるが、法律又は予算の範囲内において、国が全部又は一部を負担し、又は補助して

行われる災害復旧事業並びに激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律に基づき援助

される事業は次のとおりである。 

 

１ 法律により一部負担又は補助するもの 

(1) 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法 

(2) 公立学校施設災害復旧費国庫負担法 

(3) 公営住宅法 

(4) 土地区画整理法 

(5) 海岸法 

(6) 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 

(7) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 

(8) 予防接種法 

(9) 都市災害復旧事業国庫補助に関する基本方針 

(10) 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 

(11) 天災による被害農林漁業者等に関する暫定措置法 

(12) 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 

(13) 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律 

２ 激甚災害に係る財政援助措置 

(1) 公共土木施設災害復旧事業等に関する特別の財政援助 

ア 公共土木施設災害復旧事業 

イ 公共土木施設災害関連事業 

ウ 公共学校施設災害復旧事業 

エ 公営住宅等災害復旧事業 

オ 生活保護施設災害復旧事業 

カ 児童福祉施設災害復旧事業 

キ 老人福祉施設災害復旧事業 

ク 障害者支援施設等災害復旧事業 

ケ 婦人保護施設災害復旧事業 

コ 感染症医療機関災害復旧事業 

サ 感染症予防事業  

シ 堆積土砂排除事業（公共的施設区域内、公共的施設区域外） 

ス 湛水排除事業 

(2) 農林水産業に関する特別の助成 

ア 農地等の災害復旧事業に係る補助の特別措置  

イ 農林水産業共同利用施設災害復旧事業費の補助の特例 
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ウ 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置の特例 

エ 土地改良区等の行う湛水排除事業に対する補助 

オ 共同利用小型漁船の建造費の補助 

カ 森林災害復旧事業に対する補助 

(3) 中小企業に対する特別の助成 

ア 中小企業信用保険法による災害関係保証の特例 

イ 小規模企業者等設備導入資金助成法による貸付金の償還期間の特例 

ウ 事業協同組合等の施設の災害復旧事業に対する補助 

エ 中小企業者に対する商工組合中央金庫の融資に関する特例 

(4) その他の財政援助措置 

ア 公立社会教育施設災害復旧事業に対する補助 

イ 私立学校施設災害復旧事業に対する補助 

ウ 市町村が施行する感染症予防事業に関する負担の特例 

エ 水防資器材費の補助の特例 

オ り災者公営住宅建設資金融通の特例 

カ 産業労働者住宅建設等事業に対する補助の特例 

キ 公共土木施設、公立学校施設、農地農業用施設及び林道の小災害復旧事業に対する特別の財

政援助 
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第６節 被災者の生活再建等の支援 

（主な実施機関：町（福祉課、税務課、経済産業課）） 

第１ 方針  

災害時には、多数の者が生命又は身体に危害を受け、あるいは住居、家財が損壊する等大きな痛手

を被ることが予想されることから、被災者の自立的生活再建の支援に関する各種措置を講ずることに

より住民の自力復興等を促進し、もって生活安定の早期回復を図るものとする。 

 

 
 

第２ 内 容 

１ 調査等に関する説明 

町は、被災建築物の応急危険度判定調査、被災宅地危険度判定調査、住家被害認定調査など、住宅

に関する各種調査が個別の目的を有していることを踏まえ、それぞれの調査の必要性や実施時期の違

い、民間の保険損害調査との違い等について、被災者に説明するものとする。また、県は、町の活動

の支援に努めるものとする。 

２ 被災者生活再建支援金の支給 

県は、「被災者生活再建支援法」に基づき、都道府県が相互扶助の観点から拠出した基金を活用して、

つぎの基準に該当する自然災害の被災者に対して、被災者生活再建支援金の支給を行うが、町は被災

者等からの相談を受け、被災者の不安解消に努める。 

３ 災害弔慰金等の支給・貸付け 

災害弔慰金等の支給に関する法律（昭和 48年法律第 82号）及び藍住町災害弔慰金の支給等に関す

る条例（昭和 49年藍住町条例第 101号）の規定に基づき、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給並び

に災害援護資金の貸付けを行う。 

(1) 災害弔慰金の支給 

ア 支給対象 

政令で定める災害により死亡した住民の遺族 

イ 支給額 

生計維持者  500万円以内 

その他の者  250万円以内 

(2) 災害障害見舞金の支給 

被災者の生活再建等の支援 

被災者生活再建支援金の支給 

災害弔慰金等の支給・貸付け 

災害援護資金の貸付け 

雇用機会及び労働条件の確保 

納税緩和措置 

応急融資 

調査等に関する説明 

安否情報の提供 

罹災証明書の交付 

被災者台帳の作成等 
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ア 支給対象者 

制令で定める災害により負傷し、又は疾病にかかり、治ったとき（その症状が固定したときを

含む）に精神的又は身体に相当程度の障がいがある住民支給額 

イ 支給額 

生計維持者 250 万円以内 

その他の者 125 万円以内 

４ 災害援護資金の貸付け 

(1) 貸付対象 

災害救助法による救助が行われた災害及び県内において災害救助法が適用された市町村が１以

上ある場合の災害による被災世帯（所得制限有） 

(2) 貸付限度額 

ア 世帯主の１カ月以上の負傷  150万円 ～ 350万円 

イ 住居又は家財の損害     150万円 ～ 350万円 

(3) 利率 

年３％（据置期間は無利子） 

(4) 据置期間 

３年（特別の事情のある場合は５年） 

(5) 償還期間 

10年（据置期間を含む） 

(6) 償還方法 

年賦償還（又は半年賦償還） 

(7) 申込先 

藍住町 

５ 雇用機会及び労働条件の確保 

災害により離職を余儀なくされた被災者の就職の紹介については、町が徳島労働局を通じて速やか

に職業の確保を図ることとしている。 

被害を受けた住民が、その痛手から早急に再起更正できるよう、次により被災者の雇用機会の確保

を図る。 

(1) 生活相談窓口の活用 

７の(6)生活相談の実施により設置する生活相談窓口において、離職者のための相談業務を行う

とともに、離職者の状況を把握する。 

(2) 徳島労働局への要請等 

町は、(1)により把握した離職者の状況について徳島労働局に報告するとともに、必要と認めら

れる場合は、徳島労働局に対し次の事項を要請する。 

ア 被災者のための公共職業安定所の臨時窓口を町内へ設置 

イ 公共職業安定所へ出向くことが困難な地域における公共職業安定所の臨時職業相談所の開設

又は巡回職業相談の実施 

ウ 労働条件の確保 

６ 納税緩和措置 

町は、災害により被害を受けた納税義務者又は特別徴収義務者(以下「納税義務者等」という。)に

対し、地方税法(昭和 25年法律第 226 号)、藍住町税条例(昭和 32年藍住町条例第 16号)又は藍住町国

民健康保険税条例(昭和 32 年藍住町条例第 35号)により、町税の納税緩和措置として、期限の延長、
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徴収猶予、減免等災害の状況に応じて適切な措置を講ずる。 

(1) 期限の延長 

ア 災害により、納税義務者等が期限までに申告その他書類の提出又は町税を納付若しくは納入

することができないと認められる場合で、当該災害が町の全部又は一部の地域にわたり広範囲

に発生したときは、町長は、職権により地域及び期日を指定して画一的にその期限を延長する。 

イ アの場合を除き、個別的事例又は狭い範囲内の事例については、町長は、納税義務者等の申

請に基づき、災害がやんだ日から２ヶ月以内の期日を指定して、その期限を延長する。 

(2) 徴収猶予 

災害により、財産に被害を受けた納税義務者が町税を一時に納付し、又は納入することができな

いと認められるときは、その納付し、又は納入することができないと認められる金額を限度として、

その者の申請に基づき、１年以内の期間を限り、徴収を猶予する。 

なお、猶予した期間内に納付し、又は納入することができないやむを得ない理由があるときは、

納税義務者等の申請により、先の猶予期間とあわせて２年以内の期間を限り、猶予を延長する。 

(3) 滞納処分の停止等 

災害により、滞納者が無財産になる等の被害を受けた場合には、滞納処分の執行の停止、換価の

猶予、延滞金の減免等適切な措置を講ずる。 

(4) 減免等 

ア 個人の町民税 

被災の状況に応じ、納税義務者からの申請により、当該被災の日の属する年度分を軽減し又は

免除する。 

イ 固定資産税 

災害により、収穫が著しく減じた田畑、使用不能となった宅地、滅失又は甚大な損害を受けた

家屋及び償却資産についてその損害の程度に応じ、納税義務者からの申請により、当該被災の日

の属する年度分を軽減し、又は免除する。 

ウ 国民健康保険税 

被災の状況に応じ、納税義務者からの申請により、当該被災の日の属する年度分を軽減し又は

免除する。 

７ 応急融資 

(1) 生活福祉資金（災害をうけたことにより臨時に必要となる経費） 

災害により被害を受けた者（低所得者）に対して資金の貸付けを行い、被災者の早期立ち直りを

図り、あわせて生活の安定化を促進する。 

(2) 災害復興住宅融資 

自然災害により住宅の被害を受けた者に対し、（独）住宅金融支援機構が指定した災害について、

住宅復旧のための補修並びに住宅の建設、購入に要する資金の貸し付けを行う。 

(3) 災害対策資金 

災害により被害を受けた中小企業等に対し再建を促進し、生産力の維持と経営の安定を図るため、

金融機関の融資ならびに信用保証協会による融資の保証を行う。 

(4) 農林漁業関係融資 

災害により被害を受けた農林漁業者等に対し復旧を促進し、農林漁業の生産力の維持と経営の安

定を図るため、各種融資を行う。 

ア 日本政策金融公庫資金 

農業関係資金  農業基盤整備資金 
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農林漁業施設資金 

農林漁業セーフティネット資金 

林業関係資金  林業基盤整備資金 

農林漁業施設資金 

農林漁業セーフティネット資金 

漁業関係資金  漁業基盤整備資金 

農林漁業施設資金 

漁船資金 

農林漁業セーフティネット資金 

イ 天災資金 

ウ 県単農業災害対策特別資金 

エ 県単林漁業災害対策特別資金 

(5) 勤労者ライフサイクル資金（災害費） 

災害により被害を受けた勤労者に対し、四国労働金庫が資金の貸付けをし、被災者の生活の安定

化を図る。 

(6) 生活相談 

町は、災害により被害を受けた住民が速やかに再起更正できるよう、役場内に生活相談窓口を設

置し、被災者に対する迅速かつ正確な相談業務が行われるよう努めるものとする。 

なお、生活相談窓口においては、職業斡旋、弔慰金等の支給、住宅資金等各種資金の貸付など被

災者の生活安定のための生活相談を行うものとする。 

８ 安否情報の提供 

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

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

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

この場合において、町及び県は、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、警察等と協力し、被災者に関する情報の収集に努めることとする。 

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

等が含まれる場合は、その加害者等に居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ものとする。 

９ 罹災証明書の交付 

(1) 体制の整備 

ア 町は、災害時に罹災証明書の交付が遅延なく行われるよう、住家被害の調査や罹災証明書の

交付の担当部局を定め、住家被害調査の担当者の育成、他の地方公共団体や民間団体との応援

協定の締結、応援の受入れ体制の構築等を計画的に進めるなど、罹災証明書の交付に必要な業

務の実施体制の整備に努めるものとする。 

イ 町は、効率的な罹災証明書の交付のため、当該業務を支援するシステムの活用について検討

するものとする。 

(2) 災害時の対応 

ア 町は、災害の状況を迅速かつ的確に把握するとともに、各種の支援措置を早期に実施するた

め、遅滞なく、住家等の被害の程度を調査し、被災者に罹災証明書を交付する。 

10 被災者台帳の作成等 

町は、必要に応じて、個々の被災者の被害の状況や各種の支援措置の実施状況、配慮を要する事項
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等を一元的に集約した被災者台帳を作成し、被災者支援の総合的かつ効率的な実施に努めるものとす

る。 

県は、災害救助法に基づき被災者の救助を行ったときは、被災者台帳を作成する町からの要請に応

じて、被災者に関する情報を提供するものとする。 
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第７節 復興計画 

第１ 方 針 

著しい被害を受けた被災地域の住民の一日も早い生活の安定と被災地の速やかな復興を総合的に推

進するため、速やかな復興計画の策定について定める。 

 

 

 

 

第２ 内 容 

１ 復興計画の策定 

大規模な災害により地域が壊滅し、社会経済活動に甚大な障害が生じた災害においては、被災地の

再建は、都市構造や産業基盤の改変を伴うような高度かつ大規模な事業となることから、町は、事業

を速やかに実施するための復興計画を作成し、関係機関と調整を図りながら、計画的に復興を進める

ものとする。 

２ 復興計画検討委員会の設置 

復興計画策定のために復興計画検討委員会を設置する。復興計画検討委員会は、学識経験者、町内

の各界や住民団体の代表者などで構成し、地域経済や町民の豊かで幸せな生活等多角的視点から本町

の復興した姿を描き、町が策定する復興計画に意見具申を行う。 

検討委員会での協議の過程では、学識経験者や国、県をアドバイザー及びオブザーバーとし、それ

ぞれ出席を求め意見を聞くものとする。 

３ 留意事項 

町は、復興のために市街地の整備改善が必要な場合には、被災市街地復興特別措置法等を活用する

とともに、住民の早急な生活再建の観点から、防災まちづくりの方向についてできるだけ速やかに住

民のコンセンサスを得るように努め、土地区画整理事業、市街地再開発事業等の実施により合理的か

つ健全な市街地の形成と都市機能の更新を図るものとする。 

また、被災地の復興計画の作成に際しては、地域のコミュニティが被災者の心の健康の維持を含め、

被災地の物心両面にわたる復興に大きな役割を果たすことにかんがみ、その維持・回復や再構築に十

分に配慮するとともに、復旧復興のあらゆる場に女性や障がい者、高齢者等の要配慮者の参画を促進

するものとする。 

 

計画的復興 
復興計画の策定 

留意事項 
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地震・津波災害対策編 

第１章 総 則 

第１節 計画の性格 

本計画は、災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223号）第 42条の規定に基づく「藍住町地域防災計

画」の「地震・津波対策編」に東南海・南海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「東南海・南海法」という。）第６条第１項で規定する事項も合わせて定め

た、藍住町防災会議が作成する地震・津波災害対策計画であり、藍住町（以下「町」という。）の地域

における東南海・南海地震等大規模な地震災害に係る町の処理すべき事務又は業務に関し、地域内の

関係機関の協力業務も含めて、その大綱を定めることにより、地震・津波災害に対する総合的かつ計

画的な対策の推進を図り、もって住民の生命、身体及び財産を地震災害から保護し又は地震被害を最

小限に止めることを目的とする。 

また、町は、南海トラフ巨大地震や活断層地震への備えとして県が策定した『とくしま－０（ゼロ）

作戦』地震対策行動計画（徳島県南海トラフ・活断層地震対策行動計画）を推進するとともに、住民

に広く広報することにより、計画の周知を図る。 

さらに、県は「徳島県南海トラフ巨大地震等に係る震災に強い社会づくり条例」において、中央構

造線活断層帯を震源とする直下型地震の対策として、中央構造線の直上の「土地利用の適正化」を図

っている。町域には直接「中央構造線」は縦断していないものの、町は条例に基づいた適切な対応に

努めるものとする。 

 

第２節 地震被害想定 

本町に被害をおよぼすおそれのある地震として、次に示す海溝型地震と内陸型地震（直下型地震）

がある。 

 

○ 南海トラフ巨大地震（海溝型地震） 

静岡県の駿河湾から九州東方沖まで続く深さ 400メートル級の「南海トラフ」と呼ばれる海底の溝

で発生する地震。最大でＭ9.1の地震が想定される。 

 

○ 中央構造線・活断層地震 

讃岐山脈南縁部に、「中央構造線」が縦断しており、この中央構造線活断層帯（讃岐山脈南縁－石槌

山脈北縁東部）を震源とする地震の発生確率は 30年以内でほぼ０～0.4％で、我が国の主な活断層に

おける相対的評価は「ランクＡ（やや高い）」に区分される。ひとたび発生すれば甚大な被害が予想さ

れる。 
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第１ 南海トラフ巨大地震に係る被害想定等 

１ 徳島県が実施したこれまでの被害想定等  

これまで大規模な震災発生を契機に、その時点における最新の知見を反映させた各種の被害想定調

査等を実施し、その結果を防災対策の基礎資料としてきた。 

(1) 徳島県地震対策基礎調査（昭和 56年度） 

「南海沖に発生する地震（M8.1)」を想定し、「震度（加速度）」と「建物被害」を算出している。 

【参考】 

・直近の震災：伊豆大島近海地震（昭和 53年）、宮城県沖地震（昭和 53年） 

・国の動き：大規模地震対策特別措置法の制定（昭和 53年）、地震財特法の制定（昭和 55年） 

(2) 徳島県地震防災アセスメント調査（平成８年度） 

「安政南海地震と同規模の南海トラフを震源とする海溝型地震（M8.4)」、「中央構造線系活断層

の東側半分程度（M7.7)と鮎喰川断層系（M7.5)の２つが連動して発震し、西から東側に向かって破

壊が進行する内陸型地震」、「中央構造線系活断層の西側半分程度の活動で西から東側に向かって破

壊が進行する内陸型地震（M7.7)」の３ケースを想定し、「震度分布」、「液状化危険度」、「急傾斜地

崩壊危険箇所」、「津波予測」、「建物被害」、「人的被害」、「土木構造物被害」、「道路網被害」、「ライ

フライン被害」などを算出している。 

【参考】 

・直近の震災：北海道南西沖地震（平成５年）、兵庫県南部地震（平成７年） 

・国の動き：地震防災対策特別措置法の制定（平成７年） 

(3) 徳島県津波浸水予測調査（平成 15年度）、徳島県地震動害想定調査（平成 16年度）  

平成 15年度の津波浸水予測調査では、中央防災会議が示した「東南海・南海地震同時発生モデ

ル」及び安政南海地震を再現した「Aidaモデル」を対象に津波予測を行っている。また、平成 16

年度の被害想定調査では、「東南海・南海地震同時発生モデル（M8.6）」及び「県西部直下を震源と

する地震（M7.0)」の２ケースを想定し、「震度分布」、「液状化危険度」、「急傾斜地崩壊危険箇所」、

「建物被害」、「人的被害」、「ライフライン被害」、「交通施設被害」、「生活機能支障」などを算出し

ている。 

【参考】 

・直近の震災：芸予地震（平成 13 年）、十勝沖地震（平成 15年）、新潟県中越地震（平成 16年） 

・国の動き：東南海・南海地震対策特別措置法の制定（平成 14年度） 
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２ 南海トラフ巨大地震を想定した被害想定等 

県は、東日本大震災（平成 23年３月 11 日）から得られた教訓を踏まえ、「最大クラスの地震・津波」

を対象に、これまでの被害想定等の見直しを行っている。  
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(1) 徳島県津波浸水想定（平成 24年 10月 31日） 

平成 24年８月 29 日に国が公表した「南海トラフ巨大地震の震源モデル（M9.1)」をもとに、県

管理河川や最新の地形データ等を加えた「津波浸水想定」を作成している。 
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(2) 徳島県南海トラフ巨大地震被害想定（第一次：平成 25年７月 31日）  

平成 24年８月 29 日に国が公表した「南海トラフ巨大地震の震源モデル（M9.0、M9.1)」をもと

に「震度分布」、「液状化危険度」、「建物被害」、「人的被害」などを算出している。 
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 建物全壊・焼失棟数 一覧表 

（藍住町）単位:棟 

揺れ 液状化 
急傾 
斜地 

津波 
火災 合計 

冬 
深夜 

夏 
12時 

冬 
18時 

冬 
深夜 

夏 
12時 

冬 
18時 

1,300 30 0 100 180 460 660 1,600 1,900 2,100 

１）数値はある程度幅をもって見る必要があるため、十の位または百の位で処理しており、合計が合

わない場合がある 

 

 建物半壊棟数 一覧表 

（藍住町）単位:棟 

揺れ 
液状化 

(大規模半壊含む) 
急傾斜地 津波 火災 合計 

2,100 910 0 720 - 3,800 

１）数値はある程度幅をもって見る必要があるため、十の位または百の位で処理しており、合計が合

わない場合がある 

 
死者数 一覧表 

（藍住町）単位:人 

揺れ 急傾斜 

冬深夜 夏 12時 冬 18時 冬 
深夜 

夏 
12時 

冬 
18時  

うち 

家具転倒  
うち 

家具転倒  
うち 

家具転倒 

80 ※ 40 ※ 60 ※ 0 0 0 

 

津波 

冬深夜 夏 12時 冬 18時 

 
うち 

自力脱出 

困難者 
 

うち 

自力脱出 

困難者 
 

うち 

自力脱出 

困難者 

50 50 40 40 40 40 

 

火災 
ブロック塀・自動販売機転倒、 

屋外落下物 
合計 

冬 
深夜 

夏 
12時 

冬 
18時 

冬 
深夜 

夏 
12時 

冬 
18時 

冬 
深夜 

夏 
12時 

冬 
18時 

※ 10 20 0 ※ ※ 140 90 120 

１）※は、若干数を表す 

２）数値はある程度幅をもって見る必要があるため、十の位または百の位で処理しており、合計が合

わない場合がある 

  



藍住町地域防災計画（地震・津波災害対策編） 

192 

負傷者数 一覧表 
（藍住町）単位:人 

揺れ 急傾斜 津波 

冬深夜 夏 12時 冬 18時 冬 
深夜 

夏 
12時 

冬 
18時 

冬 
深夜 

夏 
12時 

冬 
18時  

うち 

家具転倒  
うち 

家具転倒  
うち 

家具転倒 

570 140 400 80 400 90 0 0 0 0 0 0 

 

火災 
ブロック塀・自動販売機転倒、 

屋外落下物 
合計 

冬 
深夜 

夏 
12時 

冬 
18時 

冬 
深夜 

夏 
12時 

冬 
18時 

冬 
深夜 

夏 
12時 

冬 
18時 

10 20 40 0 20 40 580 440 470 

１）市町村別の数値はある程度幅をもって見る必要があるため、十の位または百の位で処理しており、

合計が合わない場合がある 

 

(3) 徳島県南海トラフ巨大地震被害想定（第二次：平成 25年 11月 25日） 

平成 24年８月 29日に国が公表した「南海トラフ巨大地震の震源モデル（M9.0、M9.1）をもとに

「ライフライン被害」、「交通施設被害」、「生活支障等」、「経済被害」などを算出している。 

 

ア ライフライン被害の結果 

(ｱ) 上水道 

給水 
人口 
(人) 

復旧対
象給水
人口 
(人) 

直後 １日後 １週間後 １ヶ月後 
津波全壊
人口(人) 

断水
率(%) 

断水 
人口 

断水
率(%) 

断水 
人口 

断水
率(%) 

断水 
人口 

断水
率(%) 

断水
人口 

33,400 33,100 96 32,100 79 26,300 59 19,700 11 3,800 310 

１）断水率=(管路・浄水場等被害による断水人口＋津波全壊による断水人口)/全給水人口 
２）復旧対象給水人口は、津波浸水により建物全壊した需要家数に相当する人口を除く 
３）数値は、十の位または百の位で処理しており、合計や率が合わない場合がある 

 

   (ｲ) 下水道 

処理 
人口 

復旧対
象処理
人口 

直後 １日後 １週間後 １ヶ月後 
津波全壊
人口(人) 

支障
率(%) 

支障
人口 

支障
率(%) 

支障
人口 

支障
率(%) 

支障
人口 

支障
率(%) 

支障
人口 

2,700 2,700 100 2,700 100 2,700 11 300 0 0 30 
１）支障率(直後～1週間後)=(管路・処理場被害による支障人口＋津波全壊による支障人口)/全処理
人口 

２）支障率(１ヶ月後)=管路・処理場被害による支障人口/全処理人口 
３）復旧対象処理人口は、津波浸水により建物全壊した需要家に相当する人口を除く 
４）数値は、十の位または百の位で処理しており、合計や率が合わない場合がある 
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   (ｳ) 電力 

代表計測
震度 

電灯軒数 
復旧対象電
灯軒数 

直後 １日後 
津波全壊相
当電灯軒数 

停電率
(%) 

停電軒数 
停電率
(%) 

停電軒数 

6.31 15,000 14,800 100 15,000 70 10,500 140 
１）停電率=(需要バランス等に起因した停電軒数＋津波全壊による停電軒数)/全電灯軒数 
２）復旧対象電灯軒数は、津波浸水により建物全壊した需要家数に相当する電灯軒数を除く 
３）数値は、十の位または百の位で処理しており、合計や率が合わない場合がある 

 

(ｴ) 電話 

ａ 固定電話 

回線数 
復旧対象回

線数 

直後 １日後 津波全壊相
当 

回線数 
不通率(%) 

不通 
回線数 

不通率(%) 
不通 
回線数 

5,500 5,500 100 5,500 70 3,900 50 
１）不通率=(停電に起因した不通回線数又は電線等被害による不通回線数＋津波全壊による不通回線

数)/全回線数 
２）復旧対象回線数は、津波浸水により建物全壊した需要家に相当する回線数を除く 
３）数値は、十の位または百の位で処理しており、合計や率が合わない場合がある 

 

ｂ 携帯電話 

 東日本大震災では、発災直後は基地局等の倒壊・流失などによる停波基地局が相当発生し、

１日後にはバッテリーや自家用発電機の燃料等の枯渇により停波する基地局がさらに増加

した。その後、電力の復旧や各事業者の迅速な復旧作業により、１ヶ月半程度で、一部のエ

リアを除き、復旧がされたところである。 

 本県においても、南海トラフ巨大地震が発生すると、通信インフラ等の被災や輻輳の発生、

各事業者による通信規模により、発災直後から非常に繋がりにくい状況となることが想定さ

れる。 
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(ｵ) ガス 

ａ ＬＰガス 

「東日本大地震を踏まえた今後のＬＰガス安定供給の在り方に関する調査報告書」によれ

ば、ＬＰガス基地が津波浸水等の様々な要因により、10箇所で出荷停止を余儀なくされた。

それに対しては、代替基地からの振替出荷、国家備蓄からの放出等の対策が講じられたが、

卸売・小売の段階でも、タンクローリーの不足、充填所・販売店の被災、燃料不足、人手不

足等の様々な復旧作業の支障となる事象が発生した。 

 被災三県におけるＬＰガスの復旧状況については、大規模な余震が発生し、都度点検を実

施して供給を再開しなければならない状況が繰り返されたが、３月 11 日に発生した大震災

に対する復旧は概ね４月上旬、全体の復旧は４月 21 日(当面復旧可能な世帯に対して)であ

る。発災当日はガスボンベ等の安全装置によって、自動的にほぼ全ての世帯において、供給

が一旦止まったとみられ、その後順次点検を実施しながら供給が再開された。 

 本県においても、南海トラフ巨大地震が発生すると、発災直後においては、ガスボンベ等

の安全装置により、自動的にほぼ全ての世帯において、供給が一旦停止し、その後、順次点

検を実施したところから供給が開始されるが、大きな揺れと津波によるＬＰガス基地・充填

所等の被災、輸送力不足、点検作業を実施する事業者の被災などから、すべての復旧対象世

帯において供給が開始されるには１ヶ月程度を要すると想定される。 

 

イ 交通施設被害の結果 

(ｱ) 道路施設 

道路種別 
津波浸水域 津波浸水域外 

総延長 
(㎞) 

被害 
箇所数 

延長 
(㎞) 

被害 
箇所数 

延長 
(㎞) 

被害 
箇所数 

全路線 3,250 690 11,760 940 15,020 1,600 
うち高速道路・直轄道路 80 60 300 50 390 110 
うち補助国道・県道・市町村道 3,170 630 11,470 880 14,630 1,500 

うち緊急輸送道路 180 70 950 100 1,130 170 
１）数値は、十の位または百の位で処理しており、合計が合わない場合がある 

 

(ｲ) 鉄道施設 

鉄道区分 路線名称 
津波浸水域 津波浸水域外 

路線延長 
(㎞) 

被害 
箇所数 

延長 
(㎞) 

被害 
箇所数 

延長 
(㎞) 

被害 
箇所数 

四国旅客鉄道 
(JR 四国) 

高徳線 6 10 19 50 25 60 
鳴門線 8 20 0 0 8 20 
牟岐線 38 70 42 120 79 190 
徳島線 2 ※ 66 160 67 170 
土讃線 - - 41 90 41 90 
計 54 110 168 420 222 530 

阿佐海岸鉄道 阿佐東線 3 ※ 4 10 8 20 
全体 57 110 172 430 229 550 

１）「-」の路線は、浸水の影響はない 
２）※は、若干数を表す 
３）数値は、一の位または十の位で処理しており、合計が合わない場合がある 
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ウ 生活支障等の結果 

(ｱ) 避難者（冬 18時） 

人口 

警報解除後当日 １週間後 １ヶ月後 
避難所
生活 
者数 

避難所
外生活
者数 

避難者
数合計 

避難所
生活 
者数 

避難所
外生活
者数 

避難者
数合計 

避難所
生活 
者数 

避難所
外生活
者数 

避難者
数合計 

33,338 4,700 2,900 7,600 6,200 5,100 11,400 3,000 7,000 10,000 
１）数値は、十の位または百の位で処理しており、合計が合わない場合がある 

 

【参考】津波一時避難者 

市町村名 人口 一時避難者 
藍住町 33,338 6,100 

 

(ｲ) 帰宅困難者 

市町村名 帰宅困難者数 
藍住町 860～1,400 

 

(ｳ) 医療機能（冬 18時） 

入院需要 
重傷者数 死者の１割 要転院患者数 合計 

100 10 ※ 120 
１）数値は、十の位または百の位で処理しており、合計や率が合わない場合がある 
２）※は、若干数を表す 

 

(ｴ) 災害廃棄物等（冬 18 時） 

重量換算(万トン) 体積換算(万 m3) 
災害廃棄物 津波堆積物 計 災害廃棄物 津波堆積物 計 

15 6～12 21～27 25 5～8 30～33 
１）数値は、一の位、十の位または百の位で処理しており、合計が合わない場合がある 

 

(ｵ) 住機能（冬 18時） 
全戸数 必要応急仮設住宅戸数 

12,100 1,500 

 

(ｶ) エレベーター閉じこめ 

エレベータ数 
閉じこめ可能性のある台数 

安全装置作動 揺れによる故障 停電 合計 
100 ※ ※ 20 30 

１）数値は、十の位または百の位で処理しており、合計が合わない場合がある 
２）※は、若干数を表す 
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(ｷ) 災害時要援護者（冬 18時） 

避難所 
生活者数 
(１週間後) 

避難所生活者のうち災害時要援護者数 
65歳 
以上 
高齢 
単身者 

5歳 
未満 
乳幼児 

身体障
害者 

知的障
害者 

要介護
認定者 
(要支援

者除く) 

難病 
患者 

妊産婦 外国人 

6,200 130 330 230 50 170 50 60 30 
１）属性間の重複あり 
２）避難所生活者数は冬 18時、１週間後の値 
３）数値は、十の位または百の位で処理しており、合計が合わない場合がある 

 

(ｸ) 孤立集落 

無し 

 

エ 直接経済被害の結果（徳島県） 
種別 被害額(億円) 
住宅 42,100 

家庭用品 6,900 
償却資産 6,200 
棚卸資産 3,100 
上水道 110 
下水道 290 
電力 90 
通信 390 
道路 430 
鉄道 130 
港湾 1,300 

その他土木施設 870 
災害廃棄物 2,300 

合計 64,000 
※数値は、十の位、百の位または千の位で処理しており、合計が合わない場合がある 

 
(4) 津波災害警戒区域（イエローゾーン）の指定(平成 26年３月 11日) 

津波避難対策をより確実・効果的に実施するため、「津波防災地域づくりに関する法律」第 53条及

び「南海トラフ巨大地震等に係る震災に強い社会づくり条例」第 52条に基づく「津波災害警戒区域」

（いわゆるイエローゾーン）の指定を次のとおり行った。 

 
（詳細は別添資料編を参照）  
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(5) 徳島県中央構造線・活断層地震被害想定(平成 29年７月 25日) 

県は「中央構造線・活断層地震」が発生した際の、「揺れ」や「火災」による「人的被害」や「建

物被害」、断水や停電といった「ライフライン被害」などについて、被害想定を公表した。 

 

 
 

 

 
1 建物被害 

全壊 

全建物数 揺れ 液状化 急傾斜地 
火災 合計 

冬深夜 夏 12 時 冬 18 時 冬深夜 夏 12 時 冬 18 時 
10,284 3,200 30 0 490 580 1,200 3,700 3,800 4,500 

 

半壊 

全建物数 揺れ 
液状化 

(大規模半壊含む) 
急傾斜地 火災 合計 

10,284 2,200 670 ※ － 2,900 
１）※は、若干数を表す 
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液状化 

全建物数 全壊数 大規模半壊数 半壊数 全壊率 大規模半壊率 半壊率 

10,284 30 240 430 0.3 2.3 4.2 
 

急傾斜地 

全建物数 全壊数 半壊数 全壊率 半壊率 
10,284 0 0 0.0 0.0 

 

火災 

全建物数 
焼失数 焼失率 

冬深夜 夏 12 時 冬 18 時 冬深夜 夏 12 時 冬 18 時 
10,284 490 580 1,200 4.8 5.7 11.9 

 

揺れによる全壊 

建物数 
木造建物 

非木造建物 計 
1980 年以前 1981 年以降 

3,499 5,725 1,060 10,284 
 

全壊数 半壊数 
木造建物 非木造

建物 
計 

木造建物 非木造

建物 
計 

1980 年以前 1981 年以降 1980 年以前 1981 年以降 
2,500 620 120 3,200 830 1,200 180 2,200 

 

全壊率 半壊率 
木造建物 非木造

建物 
木造建物 非木造

建物 1980 年以前 1981 年以降 1980 年以前 1981 年以降 
71.1 10.8 11.3 23.7 21.0 16.6 

 

2 建物被害 

死者 

建物崩壊 
冬深夜   夏 12 時   冬 18 時   

うち家具転倒 うち家具転倒 うち家具転倒 
210 20 110 10 140 10 
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急傾斜地 火災 
ブロック塀・自動販売

機転倒・屋外落下物 
合計 

冬 
深夜 

夏 
12 時 

冬 
18 時 

冬 
深夜 

夏 
12 時 

冬 
18 時 

冬 
深夜 

夏 
12 時 

冬 
18 時 

冬 
深夜 

夏 
12 時 

冬 
18 時 

0 0 0 60 40 130 ※ ※ ※ 270 150 270 
１）※は、若干数を表す 

 

負傷者 

建物崩壊 
冬深夜   夏 12 時   冬 18 時   

うち家具転倒 うち家具転倒 うち家具転倒 
910 380 770 210 690 230 

 

急傾斜地 火災 
ブロック塀・自動販売

機転倒・屋外落下物 
合計 

冬 
深夜 

夏 
12 時 

冬 
18 時 

冬 
深夜 

夏 
12 時 

冬 
18 時 

冬 
深夜 

夏 
12 時 

冬 
18 時 

冬 
深夜 

夏 
12 時 

冬 
18 時 

0 0 0 50 40 90 ※ 30 70 960 840 850 
１）※は、若干数を表す 

 

重傷者（負傷者の内数） 

建物崩壊 
冬深夜   夏 12 時   冬 18 時   

うち家具転倒 うち家具転倒 うち家具転倒 
300 80 210 40 210 50 

 

急傾斜地 火災 
ブロック塀・自動販売

機転倒・屋外落下物 
合計 

冬 
深夜 

夏 
12 時 

冬 
18 時 

冬 
深夜 

夏 
12 時 

冬 
18 時 

冬 
深夜 

夏 
12 時 

冬 
18 時 

冬 
深夜 

夏 
12 時 

冬 
18 時 

0 0 0 10 10 20 ※ ※ 20 320 230 260 
１）※は、若干数を表す 

 

3 生活支障等 

避難者(冬 18時) 

夜間 
人口 

１日後 1 週間後 1 カ月後 

避難所 
生活者

数 

避難所

外 
生活者

数 

合計 
避難所 
生活者

数 

避難所

外 
生活者

数 

合計 
避難所 
生活者

数 

避難所

外 
生活者

数 

合計 

33,338 9,400 6,300 15,700 9,400 9,400 18,800 5,500 12,700 18,200 
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第２章 災害予防 

第１節 建築物の耐震化 

第１ 方 針 

建築物の安全基準は、建築基準法で定められており、昭和 25年に制定されて以来、過去３回の施行

令の改正により、その都度耐震性の基準が強化されている。阪神・淡路大震災における建築物の被害

状況をみると、現行の建築基準法による耐震設計基準を満足させていない建築物に被害が多く集中し

ていることから、それらの耐震性能を有さない既存建築物に対し耐震診断及び耐震改修を行い耐震性

能の向上を図る必要がある。 

特に、地震発生時に避難、救護、応急対策活動の拠点となる建築物、防災活動上重要な建築物の耐

震性を強化するとともに、新設の公共施設については「耐震設計」を積極的に取り入れ、既存公共施

設の耐震調査を実施し、補強計画の樹立に努める必要がある。 

 
 
 

第２ 内 容 

１ 建築物等の耐震化 

(1) 防災対策拠点施設の耐震化 

ア 防災上重要建築物 

(ｱ) 本庁舎       災害対策本部 

(ｲ) 消防本部（署）   応急活動地点 

(ｳ) 保健センター    応急救護所 

(ｴ) 町内各小学校    指定避難所 

(ｵ) 町内各中学校      〃 

(ｶ) 藍住町町民体育館    〃 

(ｷ) その他指定避難所    〃 

イ 耐震診断及び耐震補強工事の実施 

町は、防災上重要建築物に対して耐震診断を実施し、必要に応じて耐震補強工事を行うなど、

防災上重要建築物の耐震性の確保に努める。 

(2) その他建築物の耐震化や落下物対策の推進等 

町は、「藍住町耐震改修促進計画」に基づき、建築物、文化財、工作物、建築物の窓ガラス・外

装タイル・吊り天井、ブロック塀等の耐震化を進めるものとする。また、家具等の転倒防止対策の

普及・啓発を進める。 

（要配慮者利用施設施設一覧、指定避難所一覧…別添資料編として整理） 

 
 
 
 
 
 
  

建築物の耐震化 建築物等の耐震化 
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第２節 都市防災機能の強化 

第１ 方 針 

都市機能の集積と都市活動の複雑化の進展に伴い、都市災害はその被害を大規模化させていく傾向

にある。町も、新たな災害発生の危険性が増大しているものと予想される。 

このような状況から災害を防除し、災害による被害を最小限にくい止めるため、防災空間の確保、

建築物の不燃化の促進、市街地の再開発等を図ることにより都市の防災化対策を推進するものとする。 

 
 
 
 
 

 
第２ 内 容 

１ 防災空間の確保 

都市における大規模な地震災害、同時多発火災及び津波が発生した場合の被害を最小限にとどめる

ため、避難地、避難路や自衛隊等の活動拠点として有効な役割を果たす防災公園を勝瑞地区に整備し、

住民の安全を確保する。 

２ 公的住宅の不燃化促進 

公営住宅・改良住宅等の公的住宅については、不燃化を促進し、住宅団地そのものの防災面での強

化を図るとともに、周辺地域の防災拠点としても利用できるよう、オープンスペースなどの適切な配

慮を考慮した団地造りを推進する。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

都市防災機能の強化 

防災空間の確保 

公的住宅の不燃化促進 
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第３節 地盤災害予防対策 

 
 
 
 
 
 

 
第１款 地盤災害危険度調査 

第１ 方 針 

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

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

施して、住民の生命、財産の保全に努める必要がある。 

 

第２ 内 容 

１ 地盤情報の収集・分析・蓄積 

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

蓄積するとともに、地盤災害の危険度の把握に努めるものとする。 

２ 地盤情報の公開 

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

な工法の判定等に活用させるものとする。 

 
第２款 液状化対策 

第１ 方 針 

地震に伴う埋立等の液状化による被害を防止するため、必要な措置について定める。 

 

第２ 内 容 

１ 液状化危険度に関する意識啓発 

町は、県が公表する南海トラフ巨大地震被害想定等により液状化に関するハザードマップ等を整備

し、住民に対する液状化危険度に関する意識啓発を行うとともに、液状化により予想される被害状況

を周知させ、被害軽減のための対策を講じるよう啓発に努める。 

２ 主要施設等に関する液状化対策の推進 

町は、防災拠点となる公共施設や指定避難所、緊急輸送路等に関し、液状化の予防対策の検討に努

める。 

また、大規模開発に当たっては、液状化の予防対策に関する十分な連絡・調整を行うものとする。 

（緊急輸送路一覧、避難所一覧…別添資料編として整理） 

 

 

  

地盤災害危険度調査 
地盤情報の収集・分析・蓄積 

地盤情報の公開 

液状化危険度に関する意識啓発 

主要施設等に関する液状化対策の推進 

地
盤
災
害
予
防
対
策 

液状化対策 
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第４節 津波災害予防対策 

第１ 方 針 

津波からの防護のための河川等の施設の整備等について定める。 

 

 

 

 

 

 

 

第２ 内 容 

１ 津波災害対策の基本的な考え方 

東日本大震災の極めて大きな津波被害の教訓から、津波災害対策の検討に当たっては、以下の二つ

のレベルの津波を想定することを基本とする。 

・発生頻度は極めて低いものの、発生すれば甚大な被害をもたらす最大クラスの津波 

・最大クラスの津波に比べて発生頻度が高く、津波高は低いものの大きな被害をもたらす津波 

(1) 最大クラスの津波に対しては、人命を守ることを最優先として、住民避難を軸に、住民の防災

意識の向上、浸水を防止する機能を有する交通インフラなどの活用、土地のかさ上げ、指定緊急

避難場所・津波避難ビル等や避難路・避難階段の整備・確保などの避難体制の整備、津波浸水想

定を踏まえた土地利用・建築規制などを組み合わせるとともに、地域の状況に応じた総合的な対

策を講じるものとする。 

(2) 比較的発生頻度の高い一定程度の津波に対しては、内陸への津波の浸水を防ぐことにより、人

命保護に加え、住民財産の保護、地域の経済活動の安定化、効率的な生産拠点を図るための整備

を進めるものとする。 

２ 津波被害対策 

南海トラフ巨大地震による津波により、浸水被害を発生させることが想定される。 

このため、町は、県が作成する浸水想定図等に基づき、避難勧告・指示等の具体的な対策をあらか

じめ検討しておくとともに、住民に対する、津波又は浸水時の対応策の周知に努める。 

３ 津波に強いまちづくり 

(1) 津波に強いまちの形成 

ア 町は、関係機関と連携して、津波防災地域づくりを総合的に進めるため、「津波防災地域づく

りに関する法律」に基づく「推進計画」の作成を推進する。 

イ 町は、津波浸水想定や区域指定等を踏まえ、地域住民が確実に避難できる体制を確立するた

め、徒歩による避難を原則として、できるだけ短時間で避難が可能となるような指定緊急避難

場所、避難路などの避難関連施設の計画的整備や民間施設を活用した指定緊急避難場所等を確

保するとともに、建築物や公共施設の耐浪化等により、津波に強いまちの形成を図る。 

４ 津波・浸水時の被害予防対策 

(1) 津波については、個人の避難行動が特に重要であることから、町や防災機関は、津波の危険や

津波警報や避難指示（緊急）等の意味合い、避難方法等を住民に対して広く啓発するものとする。 

(2) 町は、津波によって浸水が予想される地域について事前に把握し、津波ハザードマップ等を作

成・活用するなどして、避難勧告・指示等の具体的な対策をあらかじめ検討しておくとともに、

住民等に対して周知を図る。 

津波災害予防対策 

津波災害対策の基本的な考え方 

津波被害対策 

津波に強いまちづくり 

津波・浸水時の被害予防対策 
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(3) 津波による人的被害を軽減するためには、住民等一人ひとりの主体的な避難行動が基本となる。

このため、町は「津波避難計画」を策定し、住民の円滑な津波避難を支援するものとする。 

(4) 町は、浸水想定図に基づき指定緊急避難場所、避難路を指定し、これを示すハザードマップの

整備を行い住民に周知するとともに、指定緊急避難場所・避難路等を示す統一的な記号等を利用

したわかりやすい案内板や津波浸水標識等の設置により、緊急時の注意を呼びかけ、津波又は浸

水時の対応の啓発に努める。 

 なお、指定緊急避難場所・避難路については、浸水域を想定し、地形・標高等の地域特性を十

分に配慮した整備を図るものとする。特に周囲に高台等がない地域では、堅固な高層建物の中・

高層階や人工構造物を指定緊急避難場所に利用するいわゆる津波避難ビルやタワー等の整備・指

定を進め、より効果的な配置となるよう努める。 

 さらに、津波防災性の高いヘリポート、防災拠点及び情報基盤の整備等により、津波に強い地

域づくりに努めるものとする。 

(5) 町は、津波に備えて平常時から地域防災計画等に基づき、地域住民等と連携した防災訓練に努

めるとともに避難行動要支援者を適切に避難誘導するため、地域住民や自主防災組織等の協力を

得ながら、平常時より避難誘導体制の整備に努める。 

 さらに、消防機関及び水防団が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、

次の事項を重点としてその対策を定めるものとする。 

ア 正確な津波警報等の情報収集及び伝達 

イ 津波からの避難誘導 

ウ 土嚢等による応急浸水対策 

エ 自主防災組織等の津波避難計画作成等に対する指導 

オ 救助・救急等 

カ 緊急消防援助隊等応援部隊の進出・活動拠点の確保 

(6) 町は、津波浸水想定図を活用するために、徳島地方気象台に対して技術的な支援・協力を得る。 

（津波災害警戒区域一覧…別添資料編として整理） 
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第５節 水道施設の整備 

第１ 方 針 

地震による水道被害を抑制し、迅速な復旧を可能にする水道施設の整備について定める。 

 

 

 

第２ 内 容 

１ 水道施設の整備 

(1) 水道施設の耐震化 

町は、地震による水道施設の被害を抑制し、また液状化等による被害の影響を少なくするために、

あらかじめ耐震化計画を策定し次により水道施設の整備を図るものとする。 

ア 石綿セメント管は、耐震性の高い管路への更新を進め、早期に完了させるよう努める。 

イ 耐震化は、重要度の高い次に掲げる水道施設から計画的に進めるよう努める。 

(ｱ) 浄水場、配水池、主要な管路等の重要度の高い基幹施設 

(ｲ) 指定避難所、医療施設、社会福祉施設、防災拠点施設等防災上重要な施設への配水施設 

(ｳ) 情報伝達施設、遠隔監視・制御設備、自家発電設備等の水道施設の機能を十分発揮させる

ために必要不可欠な施設 

ウ 断水被害区域が広範囲とならないよう、バルブの配置を見直し、適切な配置の整備を進める。 

エ 局地的な被害が生じても施設全体の機能阻害を低減させるため、隣接事業体と管路で連結す

るなど、管路システムを耐震化することについて検討する。 

(2) 二次災害の防止 

町は、水道施設の被災により、貯留水の流出による被害や、有毒物質の漏洩による被害などの二

次災害が予想される場合には、次のような対策を検討し、必要な予防措置を講ずるものとする。 

ア 断水被害区域が広範囲とならないよう、バルブの配置を見直し、適切な配置の整備 

(3) 応急復旧対策 

水道施設の応急復旧対策については、共通対策編第３章災害応急対策第 26節公共土木施設等の

応急復旧第５款水道施設の整備に準じて実施するものとする。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

水道施設の整備 水道施設の整備 
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第６節 危険物施設等の災害予防対策 

第１ 方 針 

地震による危険物の災害の発生及び防止するため、関係機関と連携し、法令等の定めるところによ

る保安体制の強化を図る。また、保安教育及び訓練の徹底と自主防災組織の育成及び防火思想の普及

を図るものとする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第２ 内 容 

１ 危険物の災害予防対策 

消防法に基づく危険物の規制に関する政令、規則、告示、運用指針等によるほか、総務省消防庁、

県危機管理部消防保安課及び県下消防本部と協調し、町内における危険物施設関係者はもとより、危

険物安全協会との緊密な災害予防体制を整え、規制業務等の円滑な推進を図る。 

２ 防災教育及び指導 

町は、消防法に基づき、県が実施する危険物取扱作業の保安に関する講習会に際し、受講の勧奨等

を行うとともに、関係法令の改正及び災害事例の研究を行う。また、各種災害を想定して、人員、資

機材等の有効活用による実災害に即した訓練指導を行なう。なお、必要に応じて、関係者に対する説

明会・実務研修会を実施する。 

３ 規制の強化 

町は、各危険物施設について、次の事項を重点的に立入検査等を適時実施し、災害の発生と拡大の

防止を図る。 

(1) 危険物施設の位置、構造及び設備の維持管理についての検査の強化 

(2) 危険物の貯蔵、取扱い、運搬、積載等の方法についての検査及び安全管理についての指導の強

化 

(3) 危険物施設の管理者、危険物保安監督者等に対する非常時にとるべき措置の指導強化 

(4) 地震動及び津波等による危険物施設等の影響に対する安全措置の指導の強化 

４ 自衛消防力の強化 

町は、地震発生時における都市機能の麻痩、特に道路の寸断その他の障害によって、消防隊の遅延

又は到達不能の場合も予測されるため、危険物施設の集中する区域においては、自衛消防力の強化と

消火剤の共同備蓄について防災関係組織を通じ促進する。            

５ 特殊危険物対策 

町は、特殊危険物については、消火が困難なため、周囲に被害が及ばないよう安全に燃焼させなけ

危険物施設等の災害予防対策 

危険物の災害予防対策 

防災教育及び指導 

規制の強化 

自衛消防力の強化 

特殊危険物対策 

自衛消防隊の編成 

化学消防力の整備及び消火剤等の備蓄 

高圧ガス・ＬＰガス・毒物・劇物の災害予防 

放射性物質の災害予防 
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ればならない。燃焼物が流出・拡大するおそれがある場合は、乾燥砂をもって場所を限定し、消火剤

によって消火する。この種の危険物を取扱う事業所に対しては、適応する消火剤及び乾燥砂を備蓄さ

せるものとする。 

６ 自衛消防隊の編成 

地震時には、消防隊の出動が遅延又は到達不能となることも予想されるので、各事業所は、企業間

の相互応援体制の強化に努めるとともに、各事業所における自衛消防隊の充実、強化に努める。 

(1) 自衛消防隊の編成 

ア 消防法令に基づき編成されている事業所は、迅速な応援活動を行うため、地震時の自衛消防

組織の拡充、強化に努める。 

イ 前記に該当しない事業所においては、消防法令に準じて編成するものとする。 

(2) 資機材の整備等  

自衛消防隊の防災活動に際して必要と考えられる主な資機材等は、次のとおりである。 

ア 必要な資機材等 

(ｱ) 小型動力ポンプ  

(ｲ) 消火剤 

(ｳ) 大バール 

(ｴ) 大ハンマ 

(ｵ) カケヤ 

(ｶ) のこぎり等 

(ｷ) 消火器 

(ｸ) トランシーバー(多チャンネルが望ましい) 

(ｹ) 発電機一式 

イ 消防水利 

各事業所は、40㎥以上の水源を確保することが望ましい。 

７ 化学消防力の整備及び消火剤等の備蓄 

町は、引火性液体及び化学薬品等による消火活動の充実を図るため、化学消防車及び化学消火剤等

の整備、備蓄を図る。 

８ 高圧ガス・ＬＰガス・毒物・劇物の災害予防 

(1) 立入検査等の実施 

町は、監督官庁の協力を得て消防法第４条に基づく立入検査を重点的に実施し、危険な管理状態

の改善について指導するほか、消防法第９条の３に基づく高圧ガス、ＬＰガス、毒物、劇物の貯蔵・

取扱の届出を遵守させ、その対策を検討する。 

(2) 建築同意時の指導 

町は、建築同意の段階において、防火上の欠陥、消火活動を行う場合に予想される障害を除くよ

う指導する。また、その他の消防用設備等の適正な設置について指導する。 

(3) 消防計画の指導 

町は、消防法第８条に基づく消防計画の作成について、対象物の実態並びに高圧ガス、ＬＰガス、

毒物・劇物等の量及び危険性を考慮した指導を行う。 

(4) 自主保安指導 

町は、災害時の自主保安管理体制の強化を指導するとともに、実践的な防災訓練の実施を指導す

る。 
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９ 放射性物質の災害予防 

原子力の利用、開発及び研究における指導及び監督は、防災対策を含めて経済産業省の国の所管と

なっており、原子力基本法をはじめとする原子力関係法令により、国及び関係事業者において、公衆

に影響が及ぶような災害が発生しないよう対策がとられている。 

しかし、放射性物質の特殊性を考慮し、万一の場合に備えて、町は、国の指導・助言を得て予防対

策を行う。 

(1) 放射性物質取扱業者等の安全管理 

ア 放射性物質防災体制の整備 

放射性物質の取扱業者、運搬業者等は原子力関係法令を遵守し、放射性物質に係る安全管理に

最大の努力を払い、災害防止のために必要な措置を取るものとする。また、放射性物質取扱業者

等は、その職員に対して防災に関する教育・訓練を積極的に行うとともに、町及び県との連携体

制の確立に努め、放射性物質防災体制の整備に万全を期する。 

イ 放射性物質の漏洩時等における体制の整備 

放射性物質取扱業者等は、放射性物質取扱事業所等(事業所外の輸送中を含む。)における地震

等による放射性物質の漏洩等の緊急時に、円滑かつ迅速な対応、措置が取れるよう、あらかじめ

次の事項を含む体制等の整備に努める。 

(ｱ) 消防機関、警察等への連絡体制 

(ｲ) 放射性物質の汚染拡大の防止及び除染の体制 

(ｳ) 放射線防護資機材の整備 

(ｴ) その他の必要な事項 

(2) 防災体制の整備 

ア 放射性物質等の事故発性時における消防活動体制の整備 

放射性物質等による事故が発生した場合における消防体制及び警防活動について、消防隊の被

曝防止等のための、消防活動体制の整備に努める。 

イ 放射性物質取扱事業所等の把握 

放射性物質に係る防災対策を迅速かつ的確に行うため、放射性物質取扱事業所等の把握に努め

る。 

(3) 放射性物質取扱事業所等に対する指導 

放射性物質に係る安全管理の確保を図るため、放射性物質取扱事業所等に対し、次の事項につい

て指導する。 

ア 消防設備等の設置、施設・機械類の自主点検整備等、自主保安体制の整備 

イ 従業員等に対する防災教育及び訓練の実施 

ウ 自衛消防組織の強化 

エ その他必要な事項 
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第７節 避難対策の充実 

第１ 方 針 

地震発生時における火災等から住民の生命、身体の安全を確保するため、あらかじめ指定緊急避難

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

ある。 

なお、町は、居住地以外の市町村に避難する被災者に対して必要な情報や支援・サービスを容易かつ

確実に受け取ることのできる体制の整備を図るものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２ 内 容 

１ 津波からの避難対策 

町は、県が実施した被害想定調査結果などを踏まえてシミュレーションや訓練を実施し、具体的か

つ実践的な津波避難計画の策定等を行い、住民の安全確保に努めるとともに、平常時から津波避難に

関する留意事項等を関係地域住民に周知しておくとともに、避難訓練を実施して必要に応じて避難計

画の見直しを行うものとする。 

特に、津波避難計画は、実効性の確保及び住民等の避難意識の啓発等の観点から、住民参画を得て

作成するよう努めるものとする。 

また、ハザードマップの整備、防災教育、防災訓練の充実、指定緊急避難場所・津波避難ビル等や

避難路・避難階段の整備・確保などのまちづくりと一体となった地域防災力の向上に努めるものとす

る。 

なお、避難対策区域については、これを推進計画に明示するものとし、この場合、避難対象地区別

の指定緊急避難場所、避難路その他避難に必要な事項についても明示するものとする。 

(1) 津波警報等の伝達 

町は、地域の特性を踏まえ、津波警報等の内容に応じた避難指示（緊急）等の具体的な発令基準

をあらかじめ定め、さまざまな環境下にある住民等に対して津波警報等が確実に伝わるよう、関係

事業者の協力を得つつ、防災行政無線、全国瞬時警報システム（Ｊ-ＡＬＥＲＴ）、エーアイテレビ、

テレビ、ラジオ（コミュニティＦＭ放送を含む。）、携帯電話（緊急速報メール機能を含む。）等を

用いた伝達手段の多重化、多様化を図るものとする。 

また、津波警報、避難勧告等の周知が、住民の迅速・的確な避難行動に結びつけるよう、地域の

特性を踏まえ、津波警報等の内容に応じた避難指示（緊急）等の具体的な発令基準及びその伝達内

容等をあらかじめ定めておくものとする。その際、要配慮者や帰宅困難者等に配慮するものとする。 

(2) 避難誘導体制 

地震・津波発生時には、家屋の倒壊、落下物、道路の損傷、渋滞・交通事故等が発生するおそれ

津波からの避難対策 

津波警報等の伝達 

避難誘導体制 

指定緊急避難場所及び避難路の選定等 

避難訓練の実施 

避難に関する環境整備 

平常時の広報及び防災教育 

住民等の予防措置 
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があることから、津波発生時の避難は、徒歩によることを原則とする。 

ただし、各地域において、津波到達時間、指定緊急避難場所までの距離、要配慮者の存在、避難

路等の状況を踏まえて、やむを得ず自動車により避難せざるを得ない場合は、町は、県警察と十分

調整を図り、避難者が自動車で安全かつ確実に避難できる方策をあらかじめ検討するものとする、 

町は、消防職員、消防団員、水防団員、防災団員、警察官、職員など防災対応や避難誘導にあた

る者の危険を回避するため、津波到達時間内での防災対応や避難誘導に係る行動ルールを定めるも

のとする。 

(3) 指定緊急避難場所及び避難路の選定等 

指定緊急避難場所の選定にあたっては、避難対象地区の実情に応じた弾力的な措置が必要とされ

るが、その選定基準は、「浸水区域外」を基本とし、津波浸水予測調査結果などによる津波到達予

測時間、高さ等を十分考慮するものとする。 

また、指定緊急避難場所及び避難路の選定・指定にあたって、次の事項について十分留意するも

のとする。 

ア 指定緊急避難場所 

(ｱ) 安全性が確保されていること 

(ｲ) 過去の地震による津波の浸水地域、津波浸水予測調査結果などによる津波到達予想時間、

高さ等を十分考慮すること 

(ｳ) 避難できる限界の距離は、最長でも 1,000ｍ程度を目安とし、避難対象者や地域の特性等

も考慮し設定すること 

(ｴ) 指定緊急避難場所における貯水槽、井戸、仮設トイレ、マット、非常用電源、衛星携帯電

話等の通信機器等のほか、空調、洋式トイレなど高齢者、障がい者、乳幼児、妊産婦等の要

配慮者にも配慮した避難の実施に必要な施設・設備の整備に努めること 

(ｵ) テレビ、ラジオ等被災者による災害情報の入手に資する機器の整備を図ること 

(ｶ) 指定緊急避難場所又はその近傍で地域完結型の備蓄施設を確保し、食料、水、常備薬、炊

き出し用具、毛布等避難生活に必要な物資等の備蓄に努めること 

イ 避難路 

(ｱ) 安全性が確保されていること 

(ｲ) 避難路の指定・設定に当たっては、地図のみならず現地踏査等を十分に行うこと 

(ｳ) 幅員は可能な限り広く、かつ迂回路等が確保されていること 

(ｴ) 河川沿いの道路を指定・設定することは可能な限り避けること 

(ｵ) 津波の進行方向と同方向へ避難する道路を指定・設定すること 

(4) 避難訓練の実施 

住民意識の高揚及び円滑な避難の確保等を図るため、年１回以上津波避難訓練を実施するものと

する。 

また、実施に当たっては、居住者はもとより来訪者等幅広い参加を促すとともに、要配慮者や観

光客等の避難誘導等の実践的な訓練となるよう努めるものとする。 

(5) 避難に関する環境整備 

迅速確実な避難が行われるよう、町は避難計画の整備を図るとともに、防災行政無線の整備等に

より、避難命令等を迅速に住民に伝達する手段を確保するとともに、夜間の避難を想定した照明設

備、避難誘導標識の設置、指定緊急避難場所及び避難路等の標高の公表等、避難環境の整備に努め

るものとする。 

(6) 平常時の広報及び防災教育 
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津波避難に関する平常時からの広報及び教育すべき事項は、おおむね次のとおりとし、各種広報

媒体の利用、防災訓練の実施、パンフレット等の配布及び津波浸水標識の設置等により住民への周

知徹底を図るものとする。 

ア 指定緊急避難場所、経路及び方法 

イ 津波に関する基礎知識 

(ｱ) 我が国の沿岸で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以上）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。 

(ｲ) 避難に当たっては徒歩によることを原則とする。 

(ｳ) 自ら率先して避難行動を取ることが他の地域住民の避難を促す。 

(ｴ) 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。 

(ｵ) 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。 

(ｶ) 強い揺れを伴わず、危険を体感しないまま押し寄せる、いわゆる津波地震や遠地地震の発

生の可能性がある。  

ウ 日頃の準備、避難の心得 

(ｱ) 非常持出品（救急箱、懐中電灯、ラジオ、乾電池等）の準備 

(ｲ) 指定緊急避難場所、避難路の確認 

(ｳ) 警報・注意報発表時や避難勧告等発令時にとるべき行動、指定緊急避難場所での行動 

(ｴ) いざというときの対処方法の検討 

(ｵ) 防災訓練への積極的参加 

(7) 住民等の予防措置  

ア 地域住民等 

関係地域住民等は、指定緊急避難場所、避難経路、避難方法及び家族との連絡方法等を平常時

から確認しておくとともに、いつでも速やかに避難できるよう万全の準備をしておくものとする。 

イ 事業者 

(ｱ) 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に基づく南海トラフ地震

防災対策計画（以下「対策計画」という。）の作成義務者は、同法その他関係法令に基づき、

実効性のある対策計画を策定し、津波からの避難等について万全の体制を確保しておくもの

とする。 

(ｲ) 県及び市町村並びに関係機関・団体は協力して、一定の津波浸水が想定される地域にある

事業者で、法令上、対策計画を定める義務のない事業者に対しても、施設の利用者や職員及

び地域の安全確保対策等の観点から、対策計画に準じた防災対策計画の普及に努めるものと

する。 

（同報系防災行政無線子局設置場所、移動系防災行政無線機設置場所、避難所一覧 

…別添資料編として整理） 

２ 火災からの避難対策 

(1) 指定緊急避難場所の確保 

ア 指定緊急避難場所の指定 

町は、延焼火災等の危険性の高い地域について、住民等を安全に避難させるため必要に応じ次

の基準により指定緊急避難場所を指定しておくものとする。 

ただし、指定緊急避難場所としての適格性の判断は各地区の状況等を勘案し、総合的に判断す



藍住町地域防災計画（地震・津波災害対策編） 

212 

るものとする。 

(ｱ) 避難者一人当たりの必要面積はおおむね 1.65㎡以上とし、要避難地区の全ての住民を収

容できるよう配置すること。 

(ｲ) 木造密集地から 300ｍ以上離れていること。 

(ｳ) 浸水などの危険のないところで、付近に多量の危険物等が備蓄されていないところである

こと。 

(ｴ) 避難者が安全に到着できる避難路と連結されていること。 

(2) 避難路の選定 

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

確保するものとする。 

ア おおむね 10ｍ以上の幅員を有し、なるべく道路付近に延焼危険のある建物、危険物施設がな

いこと。 

イ 避難路は相互に交差しないものとし、原則として一方通行で避難できること。 

ウ 浸水等の危険のない道路であること。 

(3) 避難に関する広報 

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

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

ものとする。 

ア 指定緊急避難場所等の広報 

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

(ｱ) 名称 

(ｲ) 所在地 

(ｳ) 経路 

(ｴ) その他必要な事項 

イ 避難のための知識の普及 

次の事項について住民への普及徹底に努めるものとする。 

(ｱ) 平常時における避難への備え 

(ｲ) 避難時における知識 

(ｳ) 避難収容後の心得 

(4) 避難計画の作成 

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

しておくものとする。 

（具体的な避難計画は「共通対策編災害応急対策」を参照） 

 

  



藍住町地域防災計画（地震・津波災害対策編） 

213 

 

第８節 火災等予防対策 

第１ 方 針 

地震時に被害の大きくなるものは、二次的に発生する火災によることが多い。このため、出火防止、

初期消火の徹底、火災の拡大防止等の火災予防の指導及び消防力の整備を図るものとする。 

 
 
 
 
 

 
第２ 内 容 

１ 出火予防対策 

地震時の火災は、同時に多数の地点で発生するおそれがあり、消防力が分散することにより、その

機能を十分に発揮できないことが予測される。このため、住民、事業所等による出火の防止、延焼に

至らないための初期消火が重要であり、この点を重視して地震時に出火させないための予防対策を行

う。 

(1) 火災予防の徹底 

町は、地域社会の安全を守るため、出火防止等を重点とした講演会、講習会及び座談会等の開催

により啓発を行うとともに、ポスター・パンフレット等印刷物の配布、その他火災予防週間中にお

ける車両等を用いた火災予防の呼びかけなど種々の消防広報を行い、火災予防の徹底を図る。 

また、出火防止はもとより出火した場合、初期消火の対応状況が被害の増減に大きく影響するこ

とから、初期消火に必要な消火資器材、消防用設備等の設置並びにこれらの器具等の取扱い方法に

ついても指導の徹底を図る。 

ア 一般家庭に対する指導 

地震発生時には、交通の阻害、消火栓の使用不能等により消防機関の活動が大幅に制限される。

このため、各家庭における出火防止、初期消火の重要性及び消火器具等の設置について、次によ

り啓発活動を行い防火意識の向上を図る。 

(ｱ) 広報紙による啓発 

(ｲ) 防火講習会、防災指導等における啓発 

(ｳ) 火災予防運動週間等における啓発 

(ｴ) パンフレット等による啓発 

イ 職場に対する指導 

(ｱ) 防火講演会等の開催 

各事業所等の従業員を対象に防火講演会等を開催し、防火思想の普及と消防訓練等の指導を

行う。 

(ｲ) 消防訓練等の指導 

特定防火対象物の避難訓練及び防火対象物の消防訓練を推進するとともに、消防計画の運用

及び消防用設備等の整備についての指導を行う。 

(2) 地域ぐるみの防火防災訓練、民間防火組織の育成 

町は、震災時における消防機関の活動と相まって地域住民が自主的に防火・防災活動を行えるよ

う、防火・防災訓練の実施及び民間防火組織の育成に努めるものとする。 

火災等予防対策 

出火予防対策 

消防力の充実、強化 
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ア 防火・防災訓練の実施 

地震時には消防機関等の活動が制約されることから、地震火災による被害の防止又は軽減を図

るため、住民の防災行動力を高め、初期消火の徹底を図る必要がある。このため、防災訓練等の

機会を利用して、実際に消火器を使った消火訓練や天ぷら火災の消火訓練等を実施し、初期消火

の方法を習得させる。 

イ 防火クラブ・自主防災組織などの指導 

防火クラブ・自主防災組織の指導者等に対して、出火防止、初期消火方法等について、リーダ

ー研修会、防災訓練等を通じて指導及び講習を行う。 

(3) 自衛消防力の強化 

地震時の広域的に発生する火災に対しては、消火活動は路上障害物によって阻害されるところが

大きく、消防力にも限界があり、会社、工場等に対しての消火活動は十分な効果をあげることは困

難である。こうしたことから、消防法等の規定に基づく自衛消防組織の設置対象となる事業所及び

設置対象外の事業所に対し、消防用設備等の整備充実の指導を行う。 

２ 消防力の充実、強化 

町は、常備消防力及び消防団の消防活動体制を整備強化し、地震火災による被害の軽減を図る。 

(1) 消防施設等の増強 

ア 署所の整備 

災害の予防と被害の軽減を図るため、署所の適正な整備、配置に努め、消防体制及び出動体制

の充実、強化を図る。 

イ 消防ポンプ自動車等の整備  

一般建築物の他、中高層建築物又は危険物施設等の災害に対処するため、消防ポンプ自動車及

びはしご車等の特殊車両を整備するとともに、耐用年数にあわせて更新を行う。 

ウ 消防水利の整備 

地震動により消火栓の使用不能が予測され、水利としては防火水槽、消防井戸及び河川等の自

然水利に頼らざるを得ない。このため、河川、護岸から消防ポンプ自動車が接近し採水ができる

対策を推進するとともに、河川、用水等から離れた地域については、木造密集地域で大火が予想

されることから順次貯水槽の設置を進めていく。また、他の消防水利の設置については充足率の

低い地域から順次整備を行い、水利の確保に努める。 

エ 消防通信施設の整備 

消防本部と消防署、火災現場等との間で迅速・的確に情報の伝達や指令等を行うための消防通

信施設の整備充実を図るとともに、医療機関や県警察等関係機関との連携を密にし、通信連絡体

制の確立を図るものとする。 

オ 救急隊の装備、人員の充実 

迅速確実な救急業務が遂行されるよう、平時からの医療関係機関との密接な協調・連携のもと、

救急体制・通信連絡体制の確立を図るとともに、救命率の向上を図るため高規格救急自動車の導

入、救急救命士の養成等救急の高度化を促進する。 

カ 救助装備の整備・高度化 

高度な人命救助資機材の整備、多目的救助工作車の整備、救助隊員の安全装備の充実、支援装

備の整備を図るとともに、救助隊員の向上を図るものとする。 

(2) 消防団の強化 

震災時、常備消防隊と一体となって活動する消防団については、団員、幹部、機関員等に対して

必要に応じた教育を行うとともに、消防施設、機械器具及び資材等の整備強化に努める。 
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(3) 消防隊の効率的運用 

地震時の同時多発火災の発生、道路、橋梁等の損壊による交通障害等の消防活動条件の最悪化に

対処するため、消防隊の出動方法、非常時の部隊編成及び応援部隊の効率的運用等を図る。 

(4) 消防広域応援要請方法及び受入体制の整備 

地震時の同時多発火災及び延焼拡大が発生した場合、本町の保有する消防力では対処できないこ

とも想定される。このため、徳島県広域消防相互応援協定に基づく他自治体への応援要請、自衛隊

派遣要請、広域航空隊派遣要請及び消防庁に対する緊急消防援助隊の派遣要請の手続等のマニュア

ル化を図るとともに、派遣部隊の宿泊予定施設等を事前に選定するなど、派遣要請時の受入体制の

整備を図る。 
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第９節 自治体業務継続計画（ＢＣＰ） 

第１ 方 針 

南海トラフ巨大地震等の大規模地震が発生した場合には、町自身も被災し、ヒト、モノ、情報及び

ライフライン等利用できる資源に制約が生じることが考えられる。 

そのような中で、町は、状況に応じ、速やかに「応急業務」を実施しなければならない。また一方

で、住民生活に密着する行政サービスの提供や基幹業務などの「継続の必要性の高い通常業務」は、

危機事象発生時においても継続して実施することが求められている。 

このため、町は、業務継続計画（ＢＣＰ）の運用に努めるなど、大規模地震時における業務継続の

体制を図る。 

 
 
 

 
第２ 内 容 

１ 町における業務継続の体制整備 

町は、業務継続計画（ＢＣＰ）の運用に努めるなど、自らの業務継続のための体制整備を進める。 

 

 

  

自治体業務継続計画（ＢＣＰ） 町における業務継続の体制整備 
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第１０節 地震災害対策に関する調査研究 

第１ 方 針 

地震災害は、その災害の事象が広範かつ複雑であり、地域社会へ及ぼす被害は連鎖的かつ広域的な

ものへと波及する特徴を有している。このため、地震災害への対策を総合的、計画的に推進するため

には、各種災害の要因、態様並びに被害想定及びその対策等について、自然科学及び社会科学などさ

まざまな分野において被害を最小限に抑えるための各種調査研究を実施する必要がある。 

 

 

 

第２ 内 容 

１ 調査研究テーマ 

町は、地震・津波災害に関する各種対策を総合的、計画的に実施するため、研究機関と連携し、次

の調査研究の推進を図る。 

(1) 被害想定に関する調査研究 

(2) 地質に関する調査研究（液状化に関する調査研究） 

(3) 構造物の耐震性に関する調査研究 

(4) 大地震に関する調査研究 

(5) 避難に関する調査研究 

 

 

 

  

地震災害対策に関する調査研究 調査研究テーマ 
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第３章 南海トラフ地震防災対策推進計画 

 

第１節 総 則 

１ 推進計画の目的 

南海トラフ地震防災対策推進計画は、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「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。 

２ 防災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、本町の区域内の公共的団体その他防災上重要な施設の管理者（以

下「防災機関」という。）の処理すべき事務又は業務の大綱については、共通対策編第１章第９節「防

災機関の処理すべき事務又は業務の大綱」に準ずるものとする。 
 

第２節 災害対策本部等の設置等 

１ 災害対策本部等の設置 

町長は、南海トラフ地震又は当該地震と判定されうる規模の地震（以下「地震」という。）が発生し

たと判断したときは、災害対策基本法に基づき、直ちに災害対策本部及び必要に応じて現地災害対策

本部（以下「災害対策本部等」という。）を設置し、的確かつ円滑にこれを運営する。 

２ 災害対策本部等の組織及び運営 

災害対策本部等の組織及び運営は、災害対策基本法、藍住町災害対策本部条例及び藍住町災害対応

職員初動マニュアルに定める。 

３ 災害応急対策要員の参集 

(1) 町長は、通常の交通機関の利用ができない事情等の発生の可能性を勘案し、配備体制及び参集

場所等の職員の参集計画を別に定めるものとする。 

(2) 職員は、地震発生後の情報等の収集に積極的に努め、参集に備えるとともに、発災の程度を勘

案し、動員命令を待つことなく、自己の判断により定められた場所に参集するよう努める。 

 
第３節 関係者との連携協力の確保 

１ 資機材、人員等の配備手配 

(1) 物資等の調達手配 

ア 町は、地震発生後に行う災害応急対策に必要な物資、資機材の確保を行う。 

イ 町は、県に対して管轄区域内の居住者、公私の団体及び観光客、ドライバー等に対する応急

救護及び地震発生後の被災者救護のため必要な物資等の供給の要請をすることができる。 

(2) 人員の配置 

町は、人員の配備状況を県に報告する。 

(3) 災害応急対策等に必要な資機材及び人員の配置 

ア 防災機関は、地震が発生した場合において、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、必要な資機材の点検、整備及び配備等の準備を行う。 

イ 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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２ 他機関に対する応援要請 

(1) 町が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。 

ア 県内市町村災害時相互応援協定 

(ｱ) 災害応急対策の実施にあたって必要な場合、町長は、他市町村長及び県知事に対して応援

を要請する。 

(ｲ) 各課は、応援が必要と判断した場合、総務課を通じて町長に申し出る。 

(ｳ) 応援要請及び受け入れは、所管課が個別に協定等を締結している場合を除き、総務課を窓

口として行う。 

(ｴ) 応援隊到着後の活動の調整は、各所管課が行う。 

イ 徳島県消防防災ヘリコプター応援協定（行方不明者の捜索） 

(ｱ) 生き埋め等により多数の行方不明者が発生した場合、総務課は、行方不明者に関する相談

窓口を設置し、情報提供及び相談に応じるとともに、捜索が必要とされる者の住所、氏名、

年齢、性別、身長、着衣その他の必要事項を聴取・記録の上、消防署、警察署等に職員を派

遣するなど防災機関と緊密に連携し、的確な情報の把握に努める。 

(ｲ) 救出活動にあたっては、総務課、消防団、消防署、警察、自衛隊派遣部隊等の防災関係者

が連携を密にし、それぞれの立場から迅速に実施する。 

(ｳ) 総務課は、行方不明者の捜索、救出活動又は後方活動に関する情報を町長に報告するとと

もに、必要に応じ関係各課に対して、各種協定等に基づく関係機関、業者、団体等の協力を

要請する。 

(ｴ) 生き埋め等により多数の行方不明者が発生した場合、総務課は、災害対策調整会議を逐次

開催して捜索関係機関との連携を密にする。 

(2) 必要があるときは、(1)に掲げる応援協定に従い、応援を要請するものとするときは、(1)に掲

げる応援協定に従い、応援を要請する。 
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第４節 地震発生時の応急対策等 

１ 地震発生時の応急対策 

(1) 情報の収集・伝達 

地震発生時において、地震情報及び被害状況を迅速、確実に収集し、住民及び関係機関に伝達し

なければならない。情報の収集にあたっては、特に住民の生命にかかわるものに重点を置くものと

する。 

ア 情報の収集・伝達活動については、共通対策編第２章第 11 節「情報通信機器・施設の運

用・管理」及び第３章第４節「災害情報の収集・伝達」により実施する。また、住民への避

難勧告・指示の実施等については、共通対策編第３章第９節「避難対策の実施」によるものと

する。 

イ 通信の途絶、交通の障害等により、町長等と災害対策本部の連絡が取れない場合の職務の代

理者は、次のとおりとする。 

第１順位：副町長、第２順位：総務課長 

(2) 避難活動等  

災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、生命又は身体を災害から保護し、

その他の災害の拡大を防止するため特に必要があると認めたときは、避難勧告及び避難指示（緊

急）を速やかに発し、誘導を行う。その際、災害の状況により必要に応じて指定避難所の開設・運

営を行う。 

具体的な活動内容については、共通対策編第３章第９節「避難対策の実施」に準ずる。 

(3) 施設の応急危険度判定 

必要に応じて、公共施設等、特に防災活動の拠点となる公共施設等及び指定避難所、指定緊急避

難場所に指定されている施設の応急危険度判定を公益社団法人徳島建築士会に依頼し、当該建物の

被災状況等の把握に努める。 

(4) 二次災害の防止 

地震による危険物施設等における二次被害防止のため、必要に応じた施設の点検・応急措置、関

係機関との相互協力等を実施する。 

また、土砂災害の防止や倒壊物の飛散による被害の防止、ライフライン復旧時における火災警戒

等について、必要な措置をとる。 

具体的な活動内容については、共通対策編第３章第 14節「消火活動等の実施」に準ずる。 

(5) 消防・水防・救助・医療活動 

発災後、関係機関、住民、自主防災組織等と協力して、救助・救急活動及び消火活動を実施する。

また、地震発生を原因とする津波及び洪水への対応については水防法第７条及び同法第 32条に基

づく「水防計画」に基づき、医療活動については、共通対策編第３章第 16節「医療救護活動」に

準じて、それぞれ関係機関と連携して実施する。 

具体的な活動内容については、共通対策編第３章第 14節「消火活動等の実施」及び第 16節「医

療救護活動」に準ずる。 

(6) 物資調達 

発災後適切な時期において、町が所有する公的備蓄量、企業との協定等により調達可能な流通備

蓄量、他の市町村との協定等による調達量について、主な品目別に確認し、その不足分を県に供給

を要請する。 

(7) 輸送活動 
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発災後の応急活動を効率的に実施できるように、緊急度、重要度を考慮しつつ、関係機関が協力

し、緊急輸送活動に取り組むものとする。 

具体的な活動内容については、共通対策編第３章第 12節「緊急輸送対策」に準ずる。 

(8) 保健衛生・防疫活動 

被災地域の衛生状態、健康状態を把握した後、消毒活動及び保健衛生活動の実施計画書を作成し、

必要要員、物資の調達にあたり、関係機関の協力を得て防疫活動及び保健衛生活動を実施する。 

具体的な活動内容については、共通対策編第３章第 18節「保健衛生、防疫、遺体の火葬等の実

施」に準ずる。 

(9) 廃棄物処理 

ア し尿の処理 

し尿処理施設の被害状況及び被災状況を把握した後、汲み取りを要する地域の優先度等を考慮

したし尿処理計画を作成し、被災者及び関係者に周知する。町は、処理に必要な人員、物資の調

達にあたり、必要に応じて近隣市町及び県に要請し、し尿処理を計画的に実施する。 

イ ごみの処理 

被害状況から発災時のごみの量を想定したごみ処理計画を作成し、被災者及び関係者に周知す

る。処理に必要な人員、物資の調達にあたり、必要に応じて近隣市町及び県に要請し、ごみ処理

を計画的に実施する。 

なお、具体的な活動内容については、共通対策編第３章第 21節「廃棄物の処理」に準ずる。 

(10) 遺体の検案等 

ア 遺体を発見した旨の連絡を受けたときは、直ちに警察署に通報する。 

イ 遺体の検案は、関係法令に基づき、原則として警察の検視班の指示により町の設置する検案

所で医師が行う。迅速な検案を実施するため、検案所の環境整備を行う。身元確認作業等につ

いては、必要に応じ歯科医師の協力を得る。 

ウ 遺体の身元の識別又は埋葬が行われるまでの間、遺体は町が設置を検討する安置所に集め一

時保存する。 

エ 検案実施後、迅速に遺体を安置し、遺族への対応を円滑に行う必要があるため、検案所は安

置所と連動できる場所とする。 

オ 火葬場や、柩等埋葬に関する手配を速やかに行う。 

カ 亡くなられた方の遺族が埋葬を行うことが困難な場合又は遺族がない場合は、応急的に火葬

又は土葬を行う。遺族が判明していない場合の遺骨は、寺院等に一時保管を依頼する。また、

遺骨の引き取る者がいない場合は、無縁墓地に埋葬又は納骨堂に収蔵する。 

(11) 犬、猫、特定動物等の保護及び管理 

災害発生に伴う動物の保護及び危害防止に対応するための措置並びに災害死した動物の処理を県、

民間団体及び住民の協力をもとに実施する。 

(12) 応急仮設住宅等 

地震により居住する住家がなく、自らの資力では住宅を得ることができない者に対しては、高齢

者、障がい者に配慮した構造、設備を備えた応急仮設住宅を建設する。また、長期的な避難生活と

して施設が不足する場合は、臨時的に野外に避難施設を設置する。 

具体的な活動内容については、共通対策編第３章第 22節「建築物応急復旧対策の実施」に準ず

る。 
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第５節 地震防災上緊急に整備すべき施設等の整備計画 

地震防災上緊急に整備すべき次の施設等については、別に定める事業計画に基づき、計画的に整備

を図る。 

なお、町有施設の耐震化は、今後、検討のうえ、整備計画を立て整備を図る。 

(1) 指定緊急避難場所、指定避難所 

(2) 避難路 

(3) 消防用施設 

(4) 消防活動を確保するための道路 

(5) 緊急輸送を確保するために必要な道路の整備 

(6) 社会福祉施設の改築又は補強 

(7) 小学校、中学校の改築又は補強 

(8) 地域防災拠点施設 
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第６節 防災訓練計画 

１ 防災訓練の実施 

(1) 町及び防災機関は、地震の震度予測を参考に、地域特性を考慮して、実情に即した実践的な防

災訓練を企業、ＮＰＯ法人、ボランティア及び地域住民と協力して、少なくとも年１回以上実施

する。また、訓練後には地域防災計画の点検や評価を行うとともに、訓練を通じて得られた課題

に基づいて、計画の見直し等を行う。 

(2) (1)の防災訓練は、次の訓練を実施することとし、地域住民等の参加する防災訓練は、地震発生

から安全な指定避難所までの円滑な誘導等を中心とした災害応急対策を実施する。 

ア 初動体制の確立訓練の実施 

地震発生時の各種の被害を想定し、初動体制を確立するための訓練を実施する。 

イ 現地訓練の実施 

地震発生時に実際に行うことを検証することを目的として、現場訓練を実施する。その際、関

係機関や関係者との連携を十分に考慮する。 

ウ 情報収集・伝達等に関する訓練の実施 

情報通信機器の操作の習熟、情報の内容精査及びとりまとめ、収集情報の広報を目的に訓練を

実施する。 

エ 図上訓練の実施 

様々なシナリオを想定し、応急対策能力を高めるための図上訓練を関係機関と連携し、実施す

る。 

(3) 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。 
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第７節 地震防災上必要な教育及び広報に関する計画 

南海トラフ地震に関する地震防災上必要な教育を町職員、住民、学校現場等に対して、地震に対す

る正しい知識と行動力を身につけるための、防災教育及び広報を推進する。 

１ 町職員に対する防災教育 

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推進する。 

(1) 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 

(2) 地震・津波に関する一般的な知識 

(3) 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 

(4) 職員等が果たすべき役割 

(5) 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 

(6) 今後地震対策として取り組む必要のある課題 

(7) 家庭内での地震防災対策の内容 

２ 住民等に対する防災教育 

関係機関と協力して、地域の実態に応じて地域単位、職場単位、自主防災組織単位等で住民等に対

する防災教育を推進する。 

(1) 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 

(2) 地震・津波に関する一般的な知識 

(3) 南海トラフ地震が発生した場合における出火防止、初期消火及び自動車運行の自粛等防災上と

るべき行動に関する知識 

(4) 正確な情報入手の方法 

(5) 防災機関が講ずる災害応急対策等の内容 

(6) 各地域における避難対象地区、急傾斜地崩壊危険箇所等に関する知識 

(7) 各地域における避難地及び避難路に関する知識 

(8) 避難生活に関する知識 

(9) 平素住民が実施しうる応急手当、生活必需品の備蓄、家具の固定、出火防止、ブロック塀の倒

壊防止等の家庭内対策の内容 

(10) 住宅の耐震診断と必要な耐震改修の内容 

３ 保育所及び学校教育における防災教育 

児童生徒に対し、学校教育課程において、地域防災上必要な防災教育を推進する。 

(1) 南海トラフ地震に伴い発生すると予想される地震動、津波及びに関する知識 

(2) 地震、津波に関する一般的な知識 

(3) 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 

(4) 保育士及び教員が果たすべき役割 

(5) 家庭内での地震防災対策の内容 

４ 防災知識の普及方法 

住民の防災意識の向上を図るため、様々な方法により、地域防災上必要な防災知識について広報す

るものとする。 

(1) 緊急連絡メール、防災行政無線（同報系、停電時使用）等の各種情報伝達手段の充実 

(2) 防災拠点及び避難所としている各小中学校のパソコンの活用 

(3) 南海トラフ地震に備える広報紙（チラシ）の発行 
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(4) 定期的に地域防災フォーラム（仮称）を開催 

５ 相談受付 

地震対策の実施上の相談を受ける際には総務課が対応する。 
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風水害対策編 

第１章 災害予防 

第１節 水害予防対策 

第１ 方 針 

町は水害を予防するため、関係機関と協議のうえ、次の事業を計画的に実施する必要がある。 

 

 
 
 
 
 

 
 

第２ 内 容 

１ 治水事業 

治水事業は各水系ごとに一貫したものとし、将来における治水対策上必要な河川改修等の施設整備

を推進し、災害の防除軽減を図るものとする。 

２ 浸水予想区域図の作成 

本町を流れる主たる河川（共通対策編第１章第３節）の氾濫を予想し、洪水ハザードマップを作成

する。 

また、洪水ハザードマップには浸水時の指定緊急避難場所・指定避難所・洪水予報等の伝達方法等

を明記し、円滑かつ迅速な避難を確保する上で必要な事項を住民及び主として要配慮者が利用する施

設の利用者に周知させるため、これらの事項を記載した印刷物の配布その他必要な措置を講じるもの

とする。 

３ 警戒避難体制の整備 

町は、洪水浸水想定区域及び雨水出水浸水想定区域（以下「浸水想定区域」という。）の指定があっ

たときは、少なくとも当該浸水想定区域ごとに、洪水予報等の伝達方法、指定緊急避難場所その他浸

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ものとする。また、浸水想定区域

内の主として要配慮者が利用する施設において、当該施設の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ものについては、当該施設の名称及び所在地、並びに洪水予報等の伝達方法

を定めるものとする。 

なお、町長は、浸水想定区域内における円滑かつ迅速な避難を確保する上で必要な事項を住民及び

主として要配慮者が利用する施設の利用者に周知させるため、これらの事項を記載した印刷物の配布

その他の必要な措置を講じるものとする。 

４ 内水排除対策 

雨水の排水対策として道路側溝、下水道を計画的に整備するとともに流末ポンプ場等の施設整備を

拡充し、排水能力を高め、町内の浸水対策を図るものとする。 

５ 局地的集中豪雨対策 

気象庁のアメダス観測データによると、１時間あたりの降水量 80ミリ以上の年間発生回数は、1976

年から 1987 年の間の年平均が 10.3回なのに対し 2007 年から 2016年の 10年間の年平均が 17.9回と

水害予防対策 

治水事業 

浸水予想区域図の作成 

警戒避難体制の整備 

内水排除対策 

局地的集中豪雨対策 
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増加と増加している。このため、全国各地で局地的集中豪雨が発生し、多くの死者も発生しており、

その対策が、重要な防災上の課題となっている。 

(1) 気象情報等の収集と活用 

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

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

放水量など、周辺エリアの気象情報等の収集を図り活用することが重要となる。 

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

ール」（災害時情報共有システム）や「徳島県携帯サイト」をはじめ、民間気象会社や市町村など

が提供する各種のメール配信サービスやインターネットなどを広く活用できるよう周知・広報する。 

(2) 住民への周知 

「大雨警報」、「洪水警報」及び「特別警報」などの気象警報等や、「避難勧告」などの避難情報

の発令については、防災行政無線やインターネット、電子メール、エリアメール、緊急速報メール

などにより、住民に対し迅速・適切に周知を図る。 

(3) 消防等による警戒 

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

制の確認のため、次の事項について警戒し、必要な対応を行う。 

ア 各地域の雨量の動きや降水量の把握 

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

る地域の警戒 

(4) 河川や下水道工事現場での安全対策 

河川や下水道工事などの実施時において、県や町の工事発注機関は、短時間に局地的な集中豪雨

によって危険が予想される箇所の安全対策について、次の観点から請負業者を指導する。 

・雨天時の工事中止等の検討 

・気象情報等の取得体制の強化とその活用 

・避難行動の事前確認の徹底 

・作業現場及び周辺の点検 

(5) 施設管理者等の安全対策 

町などの関係機関は、各機関が管理する施設の管理等について、次の点に配慮して、局地的集中

豪雨に対する安全対策を講じる。 

・気象情報の迅速な収集と活用 

・道路法面などの危険箇所の警戒や対応 

・早期の道路の通行規制 

（同報系防災行政無線子局設置場所、移動系防災行政無線機設置場所…別添資料編として整理） 

６ 浸水想定区域等における円滑かつ迅速な避難の確保及び浸水防止のための措置 

(1) 洪水対応 

ア 浸水想定区域の指定状況 

国土交通省及び県は、洪水予報河川及び水位周知河川について、河川がはん濫した場合に浸水

が予想される区域を浸水想定区域として指定し、指定の区域及び浸水した場合に想定される水深、

浸水継続時間、主要な地点における一定時間ごとの水深の変化を公表する。 

現在、本町に関する浸水想定区域図は次のとおりである。 

吉野川浸水想定区域図・旧吉野川・今切川洪水浸水想定区域図（平成 28年６月 13日指定：国

土交通省四国地方整備局徳島河川国道事務所） 
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吉野川浸水想定区域図       旧吉野川・今切川洪水浸水想定区域図 

 

(2) 浸水想定区域における円滑かつ迅速な避難の確保及び浸水の防止のための措置 

洪水予報河川及び水位周知河川について、浸水想定区域の指定があったときは、本計画において、

次に掲げる事項について定める。 

ア 洪水予報、水位到達情報の伝達方法は、共通編「第３章 第５節災害情報広報」に基づく 

イ 指定緊急避難場所その他洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保を図るには、共通編「第３章 第

９節避難対策の実施」に基づく 

ウ 浸水想定区域内に次に掲げる施設がある場合にあっては、これらの施設の名称及び所在地 

(ｱ) 要配慮者利用施設（主として高齢者、障がい者、乳幼児その他の特に防災上の配慮を要す

る者が利用する施設）でその利用者の洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保及び浸水の防止を

図る必要があると認められるもの 

(ｲ) 大規模な工場その他の施設であって国土交通省令で定める基準を参酌して町で定める用

途及び規模に該当するものでその洪水時の浸水の防止を図る必要があると認められるもの 

本計画で定められている要配慮者利用施設は、資料編のとおりであり、洪水時にはこれら資料を

活用して町民の円滑かつ迅速な避難の確保を図る。 

(3) 防災マップ 

本町では、浸水想定区域の指定に基づき、洪水予報の伝達方法、避難場所等円滑かつ迅速な避難

の確保を図るため、防災マップを作成し、印刷物を各世帯に配布している。 

また、防災マップに記載した事項を、町のホームページに掲載し、町民が提供を受けることがで

きる状態にしている。 

この防災マップを防災訓練等で有効活用して、平常時からの防災意識の向上と自主的な避難の心

得えを養い、水災時には町民の円滑かつ迅速な避難の確保を図る。 

なお、防災マップには、「早期立除き避難」が必要な区域を明示する。 

(4) 要配慮者利用施設の避難確保計画作成及び避難訓練の実施 

本計画に名称及び所在地を定められた要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、国土交通省令で

定めるところにより、当該要配慮者利用施設の利用者の洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保及び洪

水時の浸水の防止を図るために必要な訓練その他の措置に関する計画を作成するものとする。 

(5) 大規模工場等における浸水の防止のための措置に関する計画の作成等 

水防法第 15条第１項の規定により本計画に名称及び所在地を定められた大規模工場等の所有者

又は管理者は、国土交通省令で定めるところにより、当該大規模工場等の洪水時の円滑かつ迅速な

避難の確保及び洪水時の浸水の防止を図るために必要な訓練その他の措置に関する計画を作成す

るとともに、当該大規模工場等の洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保のための訓練を実施するほか、

自衛水防組織を置くよう努めるものとする。  
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第２節 風害予防対策 

第１ 方 針 

町は、風害を予防するため、関係機関と協議しながら、次の対策を講ずる必要がある。 

 
 
 
 
 
 

 
第２ 内 容 

１ 保安林整備 

風害、飛砂、潮害防止のための保安林の適正な管理を行い、災害の防除軽減を図るものとする。 

２ 農作物の被害予防対策 

風害を予防するため、適地適作及び、防風林、防風ネット等を設置する。また、耐倒伏性品種の導

入、肥培管理や水管理の適正化により農作物の倒伏及び風による擦傷の防止を図るものとする。 

３ 電気・通信施設の防災対策 

町内にある行政防災無線の管理運営に万全を期するとともに、災害時にその機能が活用できるよう

整備する。 

また、電気・通信設備は、弱体設備の補強を行うほか強風時においては、予防巡視を実施するとと

もに、ルートの設定、支線の補強、電柱の根入れを規定値以上にする等補強措置を講ずるものとする。 

（同報系防災行政無線子局設置場所、移動系防災行政無線機設置場所…別添資料編として整理） 

  

風害予防対策 

保安林整備 

農作物の被害予防対策 

電気・通信施設の防災対策 
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第３節 建築物災害予防対策 

第１ 方 針 

建築基準法に基づき、次の計画を積極的に推進することにより、建築物の被害の防止又は軽減を図

るものとする。 

 

 
 
 

第２ 内 容 

１ 災害危険区域指定計画 

町は、災害危険区域内における住居の用に供する建築物の建築の禁止、その他建築物にかかる制限

を行い、被害の未然防止を図るものとする。 

２ 指導計画 

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

て万全を図るものとする。 

 

 

  

建築物災害予防対策 
災害危険区域指定計画 

指導計画 
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第４節 雪害予防対策 

第１ 方 針 

町は、豪雪による被害を未然に防止し、発生した災害の拡大を防止するため関係機関と協力し、次

の雪害対策を実施する必要がある。 

 
 
 
 
 
 
 

第２ 内 容 

１ 気象情報の連絡 

町は、関係機関と相互の連絡を密にして、気象台から発表される長期及び短期の気象情報及び現地

観測地点の観測結果等に注意し、常時気象変化のすう勢と現地の正確な状況を認識するよう努めるも

のとする。 

２ 道路除雪対策 

町は、道路交通の確保を図るため、県が行う除雪区間以外の道路の除雪作業を東部県土整備局徳島

庁舎及び関係機関と密接な連携のもとに実施するものとし、資機材等の確保について必要があると認

められたときは、県に対して調達の斡旋を要請するものとする。 

３ 交通の規制及び指導 

町は、豪雪による交通の危険を防止し、交通の安全と円滑を図るため、警察が行う交通規制に協力

し、不測の事故を発生させないよう指導を行う。 

４ 農林施設作物の雪害対策 

町は、県関係機関及び農業協同組合等農業団体と相互に協力し、積雪時の被害をできるだけ軽減し、

農家経営の安定を図るため、気象予報に注意し、降雪を早期に知るとともに、被害を軽減させるため

の予防措置を講じ生産者に周知するものとする。 

５ 雪害予防知識の普及 

町は、雪害予防知識の普及については、必要に応じ資料を配付し、また町広報等を活用し、普及を

図るものとする。 

 

 
 
 
 
 
 
  

雪害予防対策 

気象情報の連絡 

道路除雪対策 

交通の規制及び指導 

農林施設作物の雪害対策 

雪害予防知識の普及 
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第５節 気象業務の整備 

第１ 方 針 

町は、気象予報、注意報、警報、特別警報及び気象情報等の受領に関する組織の整備を行い関係防

災機関相互の連携を密にすることで防災対策の適切な実施を図るものとする。 

 

 

 

第２ 内 容 

１ 特別警報、警報・注意報、気象情報 

(1) 特別警報、警報・注意報の区域細分 

 
  

気象業務の整備 
特別警報、警報・注意報、気象情報 

火災気象通報 
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(2) 徳島地方気象台が発表する特別警報、警報・注意報の種類及び発表基準（藍住町） 

ア 警報・注意報 

平成 26年 10月９日現在 

発表官署 徳島地方気象台 

藍住町 

府県予報区 徳島県 

一次細分区域 北部 

市町村等をまとめ 

た地域 
徳島・鳴門 

警報 

大雨 

(浸水害) 雨量基準 １時間雨量 60mm 

(土砂災害) 
土壌雨量指数 

基準 
－ 

洪水 

雨量基準 １時間雨量 60mm 

流域雨量指数 

基準 
旧吉野川流域=17 

複合基準 － 

指定河川洪水 

予報による基準 

吉野川［岩津(無堤)・岩津(有堤)・中央橋・

第十］ 

暴風 平均風速 20m/s 

暴風雪 平均風速 20m/s 雪を伴う 

大雪 降雪の深さ 24時間降雪の深さ 30cm 

波浪 有義波高  

高潮 潮位  
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注意報 

大雨 

雨量基準 １時間雨量 40mm 

土壌雨量指数 

基準 
127 

洪水 

雨量基準 １時間雨量 40mm 

流域雨量指数 

基準 
旧吉野川流域=９ 

複合基準 － 

指定河川洪水 

予報による基準 

吉野川［岩津(無堤)・岩津(有堤)・中央橋・

第十］ 

強風 平均風速 12m/s 

風雪 平均風速 12m/s 雪を伴う 

大雪 降雪の深さ 24時間降雪の深さ５cm 

波浪 有義波高  

高潮 潮位  

雷 落雷等により被害が予想される場合 

融雪  

濃霧 視程 100m 

乾燥 最小湿度が 40％で実効湿度が 60％ 

なだれ 

積雪の深さ 50ｃｍ以上あり次のいずれか 

1 降雪の深さ 20ｃｍ以上 

2 最高気温７℃以上＊1 

3 降水量 10ｍｍ以上 

低温 最低気温-３℃以下*2 

霜 晩霜期 最低気温４℃以下 

着氷  

着雪 
24時間降雪の深さ：20ｃｍｃｍ以上 

気温：-２℃～２℃ 

記録的短時間大雨情報 １時間雨量 110mm 

 
＊1 気温は徳島地方気象台の値 

＊2 気温は徳島地方気象台の値 
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◆注１ 発表基準欄に記載した数値は、徳島県における過去の災害と気象条件との関係を調査して決

めたものであり、社会環境や先行気象状況により変更することがある。 

◆注２ 注意報及び警報はその種類にかかわらず、新たな注意報、又は警報が発表されたときに切替

えられるものとし、解除されるまで継続される。 

◆注３ 水防活動の利用に適合する予報及び警報のうち水防活動用気象注意報・警報は大雨注意報・

警報、水防活動用高潮注意報・警報は高潮注意報・警報、水防活動用洪水注意報・警報は洪

水注意報・警報をもって代えるものとする。 

◆注４ 大雨、洪水警報及び大雨、洪水注意報は、市町村毎に定めた基準により発表する。 

◆注５ 地震など大規模災害発生後、必要に応じて警報・注意報の基準を暫定的に下げて運用する。 

 

【備考】気象注意報警報文の構成    

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

(2) 見出し文 注意、警戒を要する事項について 100文字以内で簡潔に記述する。 

(3) 本文 二次細分ごとに記述する。 

イ 注意報・警報の発表状況 

ロ 特記事項 

ハ 量的予報事項 

ニ 付加事項 

注意報・警報分の構成（防災情報提供システム送達報電文） 

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

(2) 見出し文 注意、警戒を要する事項について 100文字以内で簡潔に記述する。 

(3) 本文 市町村ごとに注意報・警報の状況を記述する。 

 

イ 特別警報 

警報の発表基準をはるかに超える大雨や大津波等が予想され、重大な災害の危険性が著しく高

まっている場合、最大限の警戒を呼び掛けるため、「特別警報」を発表する。 

 

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、若しく

は、数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により大雨になると予

想される場合 
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 
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津波・地震（地震動）に関する特別警報の発表基準 

現象の種類 基準 

津波 
高いところで３メートルを超える津波が予想される場合 

(大津波警報を特別警報に位置づける) 

地震 

(地震動) 

震度６弱以上の大きさの地震動が予想される場合 

(緊急地震速報(震度６弱以上))を特別警報に位置づける 

 

(3) 指定河川洪水予報 

ア 吉野川洪水予報 

(ｱ) 実施区域、基準地点及び担当官署 

河川名 区域 

水位又は流量

予報に関する

基準地点 

担当官署名 

吉野川 
左岸 徳島県三好市池田町から河口まで 

右岸 徳島県三好市池田町から河口まで 

池田(無堤) 

池田(有堤) 

岩津(無堤) 

岩津(有堤) 

中央橋 

第十 

徳島河川国

道事務所 

徳島地方気

象台 

 

(ｲ) 吉野川洪水予報発表の基準・運用 

ａ 池田（無堤）・池田（有堤）・岩津（無堤）・岩津（有堤）・中央橋・第十のいずれかの基

準地点の水位が、はん濫注意水位（警戒水位）に達し、さらに水位の上昇が見込まれると

きに、徳島地方気象台と徳島河川国道事務所が共同して吉野川はん濫注意情報（洪水注意

報）を発表する。 

ｂ 池田（無堤）・池田（有堤）・岩津（無堤）・岩津（有堤）のいずれかの基準地点の水位が、

水位予測に基づきはん濫危険水位に達することが見込まれるとき、あるいは避難判断水位

に達し、さらに水位の上昇が見込まれるときに、徳島地方気象台と徳島河川国道事務所が

共同して吉野川はん濫警戒情報（洪水警報）を発表する。 

ｃ 池田（無堤）・池田（有堤）・岩津（無堤）・岩津（有堤）のいずれかの基準地点の水位が、

はん濫危険水位に達したときに、徳島地方気象台と徳島河川国道事務所が共同して吉野川

はん濫危険情報（洪水警報）を発表する。 

ｄ 洪水予報区間内ではん濫が発生した時に、徳島地方気象台と徳島河川国道事務所が共同

して吉野川はん濫発生情報（洪水警報）を発表する。 

ｅ ａ～ｄのほか、予報区域内における降雨、水位等の状況から洪水予報を行う必要を認め

たときは、いずれかの一方の申し出により、担当官署両者は協議して吉野川はん濫注意情

報（洪水注意報）、吉野川はん濫警戒情報（洪水警報）、吉野川はん濫危険情報（洪水警報）、

吉野川はん濫発生情報（洪水警報）のいずれかを発表する。 

 

 

 



藍住町地域防災計画（風水害対策編） 

237 

 

(ｳ) 基準地点 

観測所名 

水防団 

待機水位 

はん濫 

注意水位 

避 難 

判断水位 

はん濫 

危険水位 

計画高 

水位 

レベル１ 

 

レベル２ レベル３ レベル４ － 

 池田 

（無堤） 

いけだ 

（むてい） 
4.10m 6.70m 7.40m 8.00m 11.872m 

池田 

（有堤） 

いけだ 

（ゆうてい） 
4.10m 6.70m 8.00m 9.70m 11.872m 

岩津 

（無堤） 

いわづ 

（むてい） 
3.30m 5.30m 6.50m 6.80m 12.937m 

岩津 

（有堤） 

いわづ 

（ゆうてい） 
3.30m 5.30m 6.80m 7.50m 12.937m 

中央橋 
ちゅうおう

ばし 
3.40m 4.90m － － 8.795m 

第十 だいじゅう 3.70m 5.30m － － 9.064m 

 
(4) 土砂災害に対する一層の警戒を伝える情報 

県と気象庁徳島地方気象台は、大雨特別警報または大雨警報発表中において大雨による土砂災害

発生の危険度が高まったときに、町長が防災活動や住民等への避難勧告等の災害応急対応を適時適

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

砂災害警戒情報」を共同作成・共同発表する。 

ア 土砂災害警戒情報 

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

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

て作成・発表する。 

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

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

図を含む。 

土砂災害警戒情報の発表は、次の発表対象地域に対して行う。 

イ 土砂災害警戒情報の発表・解除基準   

発表（警戒基準） 

・大雨警報発表中において、実況雨量及び気象庁が作成する降雨予測に基づいて算出した降雨指標が

警戒基準に達すると予想される（集中的な土砂災害発生の危険度が高まった）とき、発表対象地域

に発表する。 
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解除（警戒解除基準） 

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

対象地域ごとに解除する。ただし、無降雨状態が長時間継続しているにもかかわらず警戒基準を下

回らない場合は、土壌雨量指数等を鑑み解除する。なお、地震など大規模災害発生後、必要に応じ

て土砂災害警戒情報の発表基準の引き下げを実施するものとする。 

 

ウ 土砂災害警戒情報の伝達 

土砂災害警戒情報は、大雨警報を補足する防災情報のひとつであり、徳島地方気象台は気象業

務法第 11 条に基づき関係機関及び徳島県に伝達する。県は災害対策基本法第 55 条に基づき市町

村長に伝達する。伝達経路は気象に関する警報・注意報・情報の伝達系統図に準ずる。 

エ 土砂災害警戒情報利用上の留意点 

土砂災害警戒情報は、降雨から予測可能な土砂災害の内、避難勧告等の災害応急対応が必要な

土石流や集中的に発生する急傾斜地崩壊を対象としている。しかし、土砂災害は、それぞれの斜

面における植生・地質・風化の程度、地下水の状況等に大きく影響されるため、個別の災害発生

箇所・時間・規模等を詳細に特定は出来ない。また、技術的に予測が困難である斜面の深層崩壊、

山体の崩壊、地すべり等は、土砂災害警戒情報の対象とはしていない。 
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徳島県土砂災害警戒情報  第×号 
平成△△年□月□日□時□分 

徳島県  徳島地方気象台共同発表 

 

【警戒対象地域】 

勝浦町、上勝町、阿南市＊、那賀町鷲敷地域、那賀町相生地域、那賀町上那賀地域、 

那賀町木沢地域、美波町由岐地域、美波町日和佐地域、牟岐町 

    

   【警戒解除地域】 

   那賀町木頭地域、海陽町海南地域、海陽町海部地域、海陽町宍喰地域 

     ＊印は、新たに警戒対象となった市町村を示します。 

 

   【警戒文】  

    <概況> 

     降り続く大雨のため、警戒対象地域では土砂災害の危険度が高まっています。 

 

    <とるべき措置> 

     崖の近くなど土砂災害の発生しやすい地区にお住まいの方は、早めの避難を心がける 

     とともに、市町村から発表される避難勧告等の情報に注意してください。 

 

 
 

 

問合せ先 

 

088-621-2541(徳島県県土整備部 砂防防災課) 

088-622-3857(徳島地方気象台技術課) 
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発表対象地域名（松茂町、北島町、藍住町、阿波市吉野町を除く発表対象地域数 44） 

 

(5) 気象情報 

大雨や強風などが予想される場合には、気象の実況や今後の予想の解説を加え、特別警報、警報

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

報（補完的情報）等を文章や図形式で「大雨に関する徳島県気象情報」等の名称で注意や警戒を要

する旨発表する。 

ア 特別警報・警報や注意報に先立って発表する気象情報（予告的情報） 

イ 注意報・警報・特別警報を補完する気象情報（補完的情報） 

ウ 大雨に関する気象情報 

(6) 記録的短時間大雨情報 

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

を発表している。 

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

ダス解析雨量）が、下表基準雨量を超えた場合、記録的短時間大雨情報又は記録的短時間大雨を見

出し文に用いて警報を発表し、より一層の警戒を喚起する。 

記録的短時間大雨情報発表の基準雨量 

徳島県北部 １時間降雨量  110mm 以上 

徳島県南部 １時間降雨量  120mm 以上 
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(7) 竜巻注意情報 

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

を呼びかける情報で、雷注意報で発表する。 

 

竜巻注意情報の発表例 

(8) 台風予報、台風情報 

ア 台風に関する予報、情報 

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

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

報を６時間毎に発表する。さらに、３日（72時間）先も引き続き台風であると予想される時には、

５日（120 時間）先までの進路予報を６時間毎に発表する。台風が日本に被害を及ぼす可能性が

生じた場合には、１時間後の中心位置や強さ等を推定して１時間毎に発表するとともに、24時間

先までの詳細な予報（３時間刻みの中心位置や強さ等）を３時間毎に発表することとしている。 

イ 台風の大きさ、強さ（平成 12年６月１日 12時 日本時から） 

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

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

風が吹いている範囲）を３段階、強さ（最大風速）を４段階で表現する。 

 
 
２ 火災気象通報 

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

予防上危険であると認めるとき、その状況を火災気象通報として知事に通報するもので、知事は町長

に通報する。 

町長は、前項の通報を受けたとき、又は気象の状況が火災の予防上危険であると認めるときは、火

災に関する警報を発することができる。 

火災気象通報の基準は次のとおりである。 

通報基準 

(1) 実効湿度が 60％以下で最小湿度が 40％以下となり、最大風速７m/s 以上の風が吹く見込みのと

徳島県竜巻注意情報第１号 

平成××年４月 20日 10時 27分徳島地方気象台発表 

徳島県では、竜巻発生のおそれがあります。 

竜巻は積乱雲に伴って発生します。雷や風が急変するなど積乱雲が近づく兆しがある場合に

は、頑丈な建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。 

この情報は、20日 11 時 30 分まで有効です。 
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き。 

(2) 平均風速 10m/s 以上の風が１時間以上連続して吹く見込みのとき。 

ただし、降雨、降雪中は通報しないこともある。 
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第２章 災害応急対策 

第１節 水防活動の実施 

本町の水防活動については、水防計画の定めるところによる。 
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大規模事故等災害対策編 

第１部 航空災害対策 

（主な実施機関：町（応急対策担当課）、消防本部、徳島県、徳島航空事務所、防災関係

機関） 

航空運送事業者の運行する航空機の墜落等の大規模な航空事故による多数の死傷者等の発生といっ

た航空災害に対する対策について定める。 

航空機の墜落事故等が発生した場合、消防本部は、「徳島空港及びその周辺における消火救難活動に

関する協定」及び「徳島飛行場、小松島飛行場周辺における航空事故の連絡、調整体制に関する協定」

に基づき、対応するものとする。 

 

第１章 災害予防 

第１節 迅速かつ円滑な災害応急対策、災害復旧への備え 

 

 

 

 

 

 

 

第１ 情報の収集・連絡関係 

１ 情報の分析整理 

 町は、必要に応じ専門家の意見を活用するなど、収集した情報を的確に分析整理するものとする。 

第２ 災害応急体制の整備関係 

１ 職員の体制 

防災機関は、実情に応じ職員の非常参集体制の整備を図るものとする。 

また、機関の実情を踏まえ、必要に応じ応急活動のためのマニュアルを作成し、職員に周知すると

ともに定期的に訓練を行い、活動手順、使用する資機材や装備の使用方法等の習熟、他の職員、機関

等との連携等について徹底を図るものとする。 

第３ 救助・救急活動関係 

１ 消火救難及び救助・救急、消火活動関係 

町は、徳島空港事務所と連携して、救助工作車、救急車等の車両及び応急措置の実施に必要な救助

用資機材の整備に努めるものとする。 

町は、徳島空港事務所と連携して、消防ポンプ自動車等の消防用機械・資機材の整備促進に努める

ものとする。 

２ 医療活動関係 

町は、徳島空港事務所及び県と連携して、負傷者が多人数にのぼる場合を想定し、応急救護用医薬

品等の供給確保に努めるものとする。 

町は、医療活動について、連絡体制の整備を図るとともに、徳島空港事務所及び県との連携に努め

るものとする。 

迅速かつ円滑な災害応急

対策、災害復旧への備え 

情報の収集・連絡関係 

災害応急体制の整備関係 

救助・救急活動関係 

緊急輸送活動関係 

関係者等への的確な情報伝達活動関係 
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第４ 緊急輸送活動関係 

町は、信号機、情報板等の道路交通関連施設について、警察本部及び県と連携して、災害時の道路

交通管理体制の整備に努めるものとする。 

 

第５ 関係者等への的確な情報伝達活動関係 

町は、発災後の経過に応じて関係者等に提供すべき情報について整理しておくものとする。 

町は、家族等からの問い合わせ等に対応する体制についてあらかじめ計画しておくものとする。 

 

第２章 災害応急対策 

第１節 発生直後の情報収集・連絡及び通信の確保 

 

 

第１ 災害情報の収集・連絡 

徳島飛行場及び小松島飛行場周辺において航空事故災害等が発生した場合の情報伝達は、「徳島飛行

場、小松島飛行場周辺における航空事故の連絡、調整体制に関する協定」によるものとする。 

徳島空港事務所と徳島海上保安部、板野東部消防組合及び警察本部との航空機の捜索救難のための

情報交換については、徳島空港事務所が各機関との間で申し合わせた「航空機の捜索救難のための情

報交換に関する申し合わせ」によるものとする。 

 

第２節 活動体制の確立 

 

 

第１ 防災機関の活動体制 

１ 町の活動体制 

発災後速やかに、職員の非常参集、情報収集連絡体制の確立及び災害対策本部の設置等必要な体制

をとるものとする。 

２ 広域的な応援体制 

町は、被害の規模に応じて、他の地方公共団体に応援を求めるものとする。また、大規模な航空事

故の発生を覚知した時は、発災地以外の市町村は、あらかじめ関係地方公共団体により締結された広

域応援協定等に基づき、速やかに応援体制を整えるものとする。 

  

第３節 捜索、救助・救急及び消火活動 

 

 

 

 

第１ 捜索、救助・救急及び消火活動 

板野東部消防組合消防本部は、「航空機の捜索救難のための情報交換に関する申し合わせ（昭和

50.5.20 締結）」により、適切な捜索救難措置を実施する。 

板野東部消防組合消防本部は、「徳島空港及びその周辺における消火救難活動に関する協定（昭和

47.4.1 締結）」に基づき応急対策に協力する。 

発生直後の情報収集・連絡及び通信の確保 災害情報の収集・連絡 

活動体制の確立 防災機関の活動体制 

捜索、救助・救急及び消火活動 
捜索、救助・救急及び消火活動 

医療救護活動 



藍住町地域防災計画（大規模事故等災害対策編） 

246 

第２ 医療救護活動 

徳島空港事務所長から依頼を受けた場合、板野郡医師会は、あらかじめ編成してある救急隊各自で現

場に赴き、医療救護活動を実施するものとする。 

 

第４節 関係者等への的確な情報伝達活動 

 

 

 

 

 

第１ 被災者の家族等への情報伝達活動 

防災機関は、被災の家族等のニーズを十分把握し、航空災害の状況、安否情報、医療機関などの情

報、それぞれの機関が講じている施策に関する情報、交通規制等被災者等に役立つ正確かつきめ細や

かな情報を適切に提供するものとする。 

防災機関は、情報の公表、広報活動の際、その内容について、相互に連絡をとりあうものとする。 

第２ 住民等への的確な情報の伝達 

防災機関は、住民等に対し、航空災害の状況、安否情報、道路施設等の復旧状況、ニーズに応じた

情報を積極的に伝達するものとする。 

防災機関は、情報の公表、広報活動の際、その内容について、相互に通知し情報交換を行うものと

する。 

第３ 関係者等からの問い合わせに対する対応 

防災機関は、必要に応じ、発災後速やかに関係者等からの問い合わせに対応する体制の整備に努め

るものとする。 

また、情報のニーズを見極め、収集・整理を行うものとする。 

 

  

関係者等への的確な情報伝達活動 

被災者の家族等への情報伝達活動 

住民等への的確な情報の伝達 

関係者等からの問い合わせに対する対応 
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第２部 鉄道災害対策 

（主な実施機関：町（応急対策担当課）、消防本部、徳島県、四国旅客鉄道株式会社、防

災関係機関） 

鉄道における列車の衝突等による多数の死傷者等の発生といった鉄道災害に対する対策について定

める。 

 

第１章 災害予防 

第１節 迅速かつ円滑な災害応急対策、災害復旧への備え 

 

 

 

 

 

 

 

第１ 情報の収集・連絡関係 

１ 通信手段の確保  

町は、鉄道事業者との連絡を緊密に行い、予報及び警報等の情報収集に協力するものとする。 

第２ 災害応急体制の整備関係 

１ 職員の体制  

防災機関は、それぞれの機関の実情を踏まえ、必要に応じ応急活動のためのマニュアルを作成し、

職員に周知するとともに定期的に訓練を行い、活動手順、使用する資機材や装備の使用方法等の習熟、

他の職員、機関等との連携等について徹底を図るものとする。 

第３ 救助・救急、医療及び消火活動関係  

１ 救助・救急活動関係 

町は、救助工作車、救急車等の車両及び応急措置の実施に必要な救急救助用機材の整備に努める

ものとする。 

２ 医療活動関係  

町は県と連携して、負傷者が多人数にのぼる場合を想定し、応急救護用医薬品等の供給確保に備

えるものとする。 

町は、医療活動について、連絡体制の整備を図るとともに、県及び鉄道事業者等との連携に努め

るものとする。 

３ 消火活動関係 

消防機関等は、平常時から機関相互間及び鉄道事業者との連携の強化を図るものとする。 

第４ 緊急輸送活動関係  

町は、信号機、情報板等の道路交通関連施設について、警察本部及び県等と連携して、災害時の道

路交通管理体制の整備に努めるものとする。 

第５ 関係者等への的確な情報伝達活動関係  

町は、鉄道事業者、四国運輸局及び県と連携して、発災後の経過に応じて関係者等に提供すべき情

報について整理しておくものとする。  

迅速かつ円滑な災害応急

対策、災害復旧への備え 

情報の収集・連絡関係 

災害応急体制の整備関係 

救助・救急、医療及び消火活動関係 

緊急輸送活動関係 

関係者等への的確な情報伝達活動関係 
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第２節 鉄道交通環境の整備 

町は、四国地方整備局、県、道路管理者及び鉄道事業者と連携して、踏切道の立体交差化、構造の

改良、踏切保安設備の整備、交通規制の実施、統廃合の促進等、踏切道の改良に努めるものとする。 

 
第２章 災害応急対策 

第１節 発災直後の情報収集・連絡及び通信の確保 

 

 

 

第１ 災害情報の収集・連絡 

１ 鉄道事故発生直後の被害の第１次情報等の収集・連絡  

町は、人的被害の状況等の情報を収集するとともに、被害規模に関する概括的情報を含め、把握

できた範囲から直ちに県へ連絡するものとする。 

２ 応急対策活動情報の連絡  

町は、県に応急対策の活動状況、対策本部設置状況等を連絡し、応援の必要性等を連絡する。 

関係機関は、応急対策活動情報に関し、必要に応じて相互に緊密な情報交換を行うものとする。 

 

第２節 活動体制の確立 

 

 

 

第１ 防災機関の活動体制  

１ 職員の体制 

町は発災後速やかに、職員の非常参集、情報収集連絡体制の確立及び災害対策本部の設置等必要

な体制をとるものとする。 

２ 広域的な応援体制  

町は、被害の規模に応じて、他の地方公共団体に応援を求めるものとする。また、周辺市町の大

規模な鉄道事故の発生を覚知した時は、あらかじめ関係地方公共団体により締結された広域応援協

定等に基づき、速やかに応援体制を整えるものとする。 

第２ 自衛隊の災害派遣  

自衛隊の災害派遣要請は、共通対策編第３章第６節自衛隊災害派遣要請に定めるところによるもの

とする。 

 
第３節 救助・救急、医療及び消火活動 

１ 消防機関 

消防機関は、速やかに火災の状況を把握するとともに、迅速に消火活動を行うものとする。 

 
第４節 緊急輸送のための交通の確保・緊急輸送活動 

 

 

第１ 交通の確保・緊急輸送活動の基本方針  

交通の確保・緊急輸送活動については、被害の状況、緊急度、重要度を考慮して、交通規制、応急

発災直後の情報収集・連絡及び通信の確保 災害情報の収集・連絡 

活動体制の確立 
防災機関の活動体制 

自衛隊の災害派遣 

緊急輸送のための交通の確保・緊急輸送活動 交通の確保・緊急輸送活動の基本方針 
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復旧、輸送活動を行うものとする。  

 

第５節 関係者等への的確な情報伝達活動 

 

 

 

 

 

第１ 被災者の家族等への情報伝達活動  

防災機関は、被災者の家族等のニーズを十分把握し、鉄道災害の状況、安否情報、医療機関などの

情報、それぞれの機関が講じている施策に関する情報、交通規制等被災者等に役立つ正確かつきめ細

やかな情報を適切に提供するものとする。 

防災機関は、情報の公表、広報活動の際、その内容について、相互に連絡をとりあうものとする。 

第２ 住民等への的確な情報の伝達  

防災機関は、災害発生地の住民等に対し、鉄道災害の状況、安否情報、道路施設等の復旧状況、ニ

ーズに応じた情報を積極的に伝達するものとする。 

防災機関は、情報の公表、広報活動の際、その内容について、相互に通知し情報交換を行うものと

する。 

第３ 関係者等からの問い合わせに対する対応  

防災機関は、必要に応じ、発災後速やかに関係者等からの問い合わせに対応する体制の整備に努め

るものとする。  

また、情報のニーズを見極め収集・整理を行うものとする。 

  

関係者等への的確な

情報伝達活動 

被災者の家族等への情報伝達活動 

住民等への的確な情報の伝達 

関係者等からの問い合わせに対する対応 
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第３部 道路災害対策 

（主な実施機関：町（応急対策担当課）、消防本部、徳島板野警察署板野庁舎、徳島県、

防災関係機関） 

道路構造物の被災等による多数の死傷者等の発生といった道路災害に対する対策について定める。 

 
第１章 災害予防 

第１節 道路交通の安全のための情報の充実 

 

 

第１ 道路の交通の安全のための情報の提供 

町は、町が管理する道路施設等の異常を迅速に発見し、速やかな応急対策を図るために、情報の収

集、連絡体制の整備を図るものとする。また、異常が発見され、災害が発生するおそれがある場合に、

道路利用者にその情報を迅速に提供するための体制の整備を図るものとする。 

 
第２節 道路施設等の整備 

町は、町が管理する道路施設等の点検を通じ、道路施設等の現況の把握に努めるものとする。道路

における災害を予防するため、必要な施設の整備を図るものとする。道路施設等の安全を確保するた

め、必要な体制等の整備に努めるものとする。 

町は、道路防災対策事業等を通じ、安全性・信頼性の高い道路ネットワークの整備に努めるものと

する。 

 

第３節 迅速かつ円滑な災害応急対策、災害復旧への備え 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１ 情報の収集・連絡関係 

１ 情報の分析整理  

町は、収集した情報を分析し整理するための体制の整備を推進するものとし、必要に応じ専門家

の意見を活用するなど、収集した情報を的確に分析整理するものとする。  

第２ 災害応急体制の整備関係  

１ 職員の体制 

道路交通の安全のための情報の充実 道路の交通の安全のための情報の提供 

迅速かつ円滑な災害

応急対策、災害復旧

への備え 

情報の収集・連絡関係 

災害応急体制の整備関係 

救助・救急、医療及び消火活動関係 

緊急輸送活動関係 

危険物等の流出時における防除活動関係 

関係者等への的確な情報伝達活動関係 

防災機関の防災訓練の実施 

施設、設備の応急復旧関係 

災害復旧への備え 
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防災機関は、それぞれの機関の実情に応じ職員の非常参集体制の整備を図るものとする。また、

必要に応じ応急活動のためのマニュアル等を作成し、職員に周知するとともに訓練等を行い、活動

手順、使用する資機材や装備の使用方法等の習熟、他の職員、機関等との連携等について徹底を図

るものとする。 

２ 防災機関相互の連携体制  

関係機関は平常時より相互の連携強化に努めるものとする。 

第３ 救助・救急、医療及び消火活動関係  

１ 救助・救急活動関係 

町は、救助工作車、救急車等の車両及び応急措置の実施に必要な救急救助用機材の整備に努める

ものとする。 

２ 医療活動関係  

町は、県と連携して、負傷者が多人数にのぼる場合を想定し、応急救護用医薬品等の供給確保に

備えるものとする。 

町は、医療活動について、連絡体制の整備を図るとともに、県との連携に努めるものとする。 

３ 消火活動関係 

町及び防災機関等は、平常時より機関相互間の連携強化を図るものとする。  

第４ 緊急輸送活動関係 

町は、信号機、情報板等の道路交通関連施設について、警察本部及び県等と連携して、災害時の道

路交通管理体制の整備に努めるものとする。 

第５ 危険物等の流出時における防除活動関係  

町は、町が管理する道路での危険物等の流出時に的確な防除活動を行うことができるよう、資機材

の整備促進に努めるものとする。  

第６ 関係者等への的確な情報伝達活動関係 

町は、県と連携して、発災後の経過に応じて関係者等に提供すべき情報について整理しておくもの

とする。 

町は、県と連携して、被災者の家族等からの問い合わせ等に対応する体制についてあらかじめ計画

しておくものとする。 

第７ 防災機関の防災訓練の実施  

町は、防災訓練の実施を通じ、災害時の対応等について周知徹底を図るものとする。 

防災機関は、相互に連携した訓練を実施するものとし、訓練を行うに当たっては、災害及び被害の

想定を明らかにするなど、実践的なものになるよう工夫するものとする。また、訓練終了後にはその

評価を行い、課題等を明らかにするとともに、必要に応じて体制等の改善措置等を講じるものとする。 

第８ 施設、設備の応急復旧関係  

町は、被害情報の把握及び応急復旧を行うため、あらかじめ体制、資機材を整備するものとする。 

第９ 災害復旧への備え  

町は、円滑な災害復旧を図るため、あらかじめ重要な所管施設の構造図等の資料を整備しておくと

ともに、資料の被災を回避するため、複製を別途保存するよう努めるものとする。 

 
第４節 防災知識の普及 

町は、道路利用者に対し、災害時の対応等の防災知識の普及を図るものとする。 
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第５節 再発防止対策の実施 

町は、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ものとする。 

 

第２章 災害応急対策 

第１節 発災直後の情報の収集・連絡及び通信の確保 

 

 

第１ 災害情報の収集・連絡 

１ 事故情報等の連絡  

町は、町が管理する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は、速やかに県及び

関係機関に連絡するものとする。 

２ 災害発生直後の被害の第１次情報等の収集・連絡  

町は、人的被害の状況等の情報を収集するとともに、被害規模に関する情報等について、把握で

きた範囲から直ちに県へ連絡するものとする。 

３ 一般被害情報等の収集・連絡 

町は、被害情報等の収集に努めるとともに、被害状況を県に連絡するものとする。 

４ 応急対策活動情報の連絡 

町は、県に応急対策の活動状況、対策本部設置状況等を連絡し、応援の必要性等を連絡するもの

とする。  

防災機関は、応急対策活動情報に関し、必要に応じて相互に緊密な情報交換を行うものとする。 

 
第２節 活動体制の確立 

 

 

 

 

第１ 道路管理者の活動体制  

町は、発災後速やかに、災害の拡大の防止のため必要な措置を講ずるとともに、職員の非常参集、

情報収集連絡体制の確立及び災害対策本部設置等必要な体制をとるものとする。 

第２ 広域的な応援体制  

町は、被害の規模に応じて、他の地方公共団体に応援を求めるものとする。また、周辺市町の大規

模な災害の発生を覚知した時は、あらかじめ関係地方公共団体により締結された広域応援協定等に基

づき、速やかに応援体制を整えるものとする。 

第３ 自衛隊の災害派遣  

自衛隊の災害派遣要請は、共通対策編第３章第６節自衛隊災害派遣要請に定めるところによるもの

とする。 

 
第３節 救助・救急、医療及び消火活動 

 

 

 

 

発災直後の情報の収集・連絡及び通信の確保 災害情報の収集・連絡 

活動体制の確立 

道路管理者の活動体制 

広域的な応援体制 

自衛隊の災害派遣 

救助・救急、医療及び消火活動 

救助・救急活動 

医療救護活動 

消火活動 
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第１ 救助・救急活動 

町は、迅速かつ的確な救助・救出の初期活動に資するよう消防機関及び県警察等に協力するものと

する。 

第２ 医療救護活動 

町は、関係機関による迅速かつ的確な救護の初期活動が行われるよう協力するものとする。 

第３ 消火活動 

１ 町 

迅速かつ的確な初期消火活動に資するよう消防機関に協力するものとする。 

２ 消防機関 

消防機関は、速やかに火災の状況を把握するとともに、迅速に消火活動を行うものとする。  

また、本町以外で災害が発生した場合は、発災現場の地方公共団体からの要請、相互応援協定等

に基づき、消防機関による応援の迅速かつ円滑な実施に努めるものとする。 

 
第４節 緊急輸送のための交通の確保・緊急輸送活動 

 

 

第１ 交通の確保・緊急輸送活動の基本方針  

交通の確保・緊急輸送活動については、被害の状況、緊急度、重要度を考慮して、交通規制、応急

復旧、輸送活動を行うものとする。 

 

第５節 危険物等の流出に対する応急対策 

町は、危険物等の流出が認められたときには関係機関と協力し、直ちに防除活動、避難誘導活動を

行い、危険物による二次災害の防止に努めるものとする。 

消防機関は、警察本部と連携して、危険物の流出が認められた場合、直ちに防除活動を行うととも

に、避難誘導活動を行うものとする。 

 
第６節 道路施設・交通安全施設の応急復旧活動 

町は、迅速かつ的確な障害物の除去、仮設等の応急復旧を行い、早期の道路交通の確保に努めるも

のとする。また、道路施設の応急復旧を行うとともに、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緊急点検を行うものとする。 

 
第７節 関係者等への的確な情報伝達活動 

 

 

 

 

 

第１ 被災者の家族等への情報伝達活動  

防災機関は、被災者の家族等のニーズを十分把握し、道路災害の状況、安否情報、医療機関などの

情報、それぞれの機関が講じている施策に関する情報、交通規制等被災者等に役立つ正確かつきめ細

やかな情報を適切に提供するものとする。 

緊急輸送のための交通の確保・緊急輸送活動 交通の確保・緊急輸送活動の基本方針 

関係者等への的確な情

報伝達活動 

被災者の家族等への情報伝達活動 

住民等への的確な情報の伝達 

関係者等からの問い合わせに対する対応 
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防災機関は、情報の公表、広報活動の際、その内容について、相互に連絡をとりあうものとする。 

第２ 住民等への的確な情報の伝達  

防災機関は、住民等に対し、道路災害の状況、安否情報、道路施設等の復旧状況、ニーズに応じた

情報を積極的に伝達するものとする。 防災機関は、情報の公表、広報活動の際、その内容について、

相互に通知し情報交換を行うものとする。 

第３ 関係者等からの問い合わせに対する対応  

防災機関は、必要に応じ、発災後速やかに関係者等からの問い合わせに対応する体制の整備を図る

ものとする。また、情報のニーズを見極め収集・整理を行うものとする。 

 

第３章 災害復旧 

第１節 道路管理者の行う災害復旧 

１ 町は、関係機関と協力し、あらかじめ定めた物資、資材の調達計画及び人材の広域応援等に関す

る計画を活用しつつ、迅速かつ円滑に被災した道路施設の復旧事業を行うものとする。 

２ 災害復旧に当たり、可能な限り復旧予定時期を明示するよう努めるものとする。 
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第４部 危険物等災害対策 

（主な実施機関：町（応急対策担当課）、消防本部、徳島板野警察署板野庁舎、徳島県、

防災関係機関） 

危険物の漏洩・流出、火災、爆発による多数の死傷者等の発生、高圧ガスの漏洩・流出、火災、爆

発による多数の死傷者等の発生、毒物・劇物の飛散、漏洩、流出等による多数の死傷者等の発生とい

った危険物等災害に対する対策について定める。(石油コンビナート等災害防止法(昭和 50 年法律第

84号)第２条第２号に規定する特別防災地域を除く) 

 

第１章 災害予防 

第１節 危険物等関係施設の安全性の確保 

危険物等の貯蔵・取扱い等を行う事業者（以下、本編において「事業者」という。）は、法令で定め

る技術基準を遵守するものとする。また、町は、県と連携して、危険物等関係施設に対する立入検査

を徹底し、施設の安全性の確保に努めるものとする。 

町、県等及び事業者は、自主保安規程等の遵守、自衛消防組織等の設置及び定期点検・自主点検の

実施等の自主保安体制の整備を推進するものとする。 

町は、県と連携して、事業者及び危険物取扱者等の有資格者に対し、講習会、研修会の実施等によ

り保安管理及び危険物等に関する知識の向上を図ることにより、危険物等関係施設における保安体制

の強化を図るものとする。 

町及び事業者は、危険物等災害が生じた場合に、県と連携して、その原因の究明に努め、危険物等

関係施設の安全性の向上に努めるものとする。 

 

 

 

 

 

 

第１ 危険物災害予防対策  

１ 保安教育 

町は、事業者及び危険物取扱者等の有資格者に対し、県と連携して、講習会、研修会の実施等に

より保安管理及び危険物等に関する知識の向上を図ることにより、危険物等関係施設における保安

体制の強化を図るものとする。 

また、危険物安全週間に広報、啓発活動を行うことにより、危険物の保安意識の高揚に努める。  

２ 規制の強化 

町は、危険物施設に対し、県と連携して、次の事項を重点に立入検査等を適時実施し、災害の発

生と拡大の防止を図る。 

(1) 危険物施設の位置、構造及び設備の維持管理についての検査の強化 

(2) 危険物の貯蔵、取扱い、運搬、積載等の方治についての検査及び安全管理についての指導の

強化 

(3) 危険物施設の管理者、危険物保安監督者等に対する非常時にとるべき措置の指導の強化 

(4) 地震動及び津波等による危険物施設等の影響に対する安全措置の指導の強化 

危険物等関係施設の

安全性の確保 

危険物災害予防対策 

毒物、劇物災害予防対策 

放射線災害予防対策 

複合災害予防対策 



藍住町地域防災計画（大規模事故等災害対策編） 

256 

３ 屋外タンク貯蔵所等からの流出油事故対策  

町は、液体危険物を貯蔵する大規模な屋外貯蔵タンク等については、県と連携して、不等沈下の

防止及び漏洩事故などの防止を図るよう指導するとともに、危険物の流出事故が発生した場合、敷

地外流出による二次災害を防止するための必要な措置を講ずるよう指導する。 

４ 自衛消防組織の強化促進  

事業者は、自衛消防組織の強化を推進し、自主的な災害予防体制の確立を図るとともに、隣接す

る事業所との相互応援に関する協定の締結を促進し、効率ある自衛消防力の確立を図る。 

第２ 毒物、劇物災害予防対策 

町は、毒物、劇物による災害を防止するため、施設管理の適正化、応急措置体制の確立、立入検査

の強化、搬送その他の自主保安体制の整備等指導体制及び保安体制の確立を図るものとする。 

第３ 放射線災害予防対策  

防災機関並びに放射性同位元素の届出使用者は、災害時における放射性物質による事故を未然に防

止するため、施設の防災対策、防災業務従事者に対する教育及び訓練、防護資機材の整備等災害予防

対策を推進するとともに、施設の倒壊による放射線の漏洩を想定し、災害発生時に速やかに関係機関

に連絡できる体制を構築する。 

第４ 複合災害予防対策  

防災機関及び事業者は、複合災害を防止するため、施設管理の適正化、保安教育の徹底、規制の強

化、化学消防機材の整備、応急措置体制の確立等保安体制の強化促進を図るものとする。 

 
第２節 迅速かつ円滑な災害応急対策、災害復旧への備え 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１ 情報の収集・連絡関係 

１ 情報の分析整理  

町は、必要に応じ専門家の意見を活用するなど、収集した情報を的確に分析整理するものとする。 

第２ 災害応急体制の整備関係 

１ 職員の体制  

防災機関及び事業者は、それぞれの機関において実情に応じ職員の非常参集体制の整備を図るも

のとする。  

また、それぞれの機関の実情を踏まえ、必要に応じ応急活動のためのマニュアルを作成し、職員

迅速かつ円滑な災害

応急対策、災害復旧

への備え 

情報の収集・連絡関係 

災害応急体制の整備関係 

救助・救急、医療及び消火活動関係 

緊急輸送活動関係 

危険物等の大量流出時における防除活動関係 

施設、設備の応急復旧活動関係 

防災業務関係者の安全確保関係 

被災者等への的確な情報伝達活動関係 

防災機関等の防災訓練の実施 

災害復旧への備え 
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に周知するとともに定期的に訓練を行い、活動手順、使用する資機材や装備の使用方治等の習熟、

他の職員、機関等との連携等について徹底を図るものとする。 

第３ 救助・救急、医療及び消火活動関係  

１ 救助・救急活動関係 

町は、救助工作車、救急車等の車両及び応急措置の実施に必要な救急救助用資機材の整備に努め

るものとする。 

救急・救助関係機関及び事業者は、当該機関に係る資機材の保有状況を把握するとともに、必要

に応じ情報交換を行うよう努めるものとする。  

２ 医療活動関係 

町は、県と連携して、負傷者が多人数にのぼる場合を想定し、応急救護用医薬品等の供給確保に

努めるものとする。 

町は、医療活動について、連絡体制の整備を図るとともに、県との連携に努めるものとする。 

３ 消火活動関係  

消防機関等は、平常時から機関相互間の連携強化を図り、消防水利の確保、消防体制の整備に努

めるものとする。  

町は、河川水等を消防水利として活用するための施設の整備を図るものとする。 

町及び事業者は、危険物の種類に対応した化学消火薬剤等の備蓄及び化学消防車等の資機材の整

備促進に努めるものとする。 

第４ 緊急輸送活動関係  

町は、信号機、情報板等の道路交通関連施設について、県警察及び県と連携して、災害時の道路交

通管理体制の整備に努めるものとする。  

第５ 危険物等の大量流出時における防除活動関係  

防災機関及び事業者は、危険物等が大量流出した場合に備えて、防除活動及び避難誘導活動を行う

ための体制の整備に努めるものとする。  

防災機関及び事業者は、危険物等が大量流出した場合に備えて、オイルフェンス等防除資機材及び

避難誘導に必要な資機材の整備を図るものとする。  

防災機関及び事業者は、関係機関による危険物等の種類に応じた防除資機材の整備状況を把握、災

害発生時には必要に応じて応援を求めることができる体制を整備するものとする。  

第６ 施設、設備の応急復旧活動関係  

事業者は、施設、設備の被害状況の把握及び応急復旧活動を行うため、あらかじめ体制・資機材を

整備するものとする。 

第７ 防災業務関係者の安全確保関係 

防災機関は、応急対策活動中の安全確保のための資機材をあらかじめ整備するものとする。 

第８ 被災者等への的確な情報伝達活動関係  

町は、県と連携して、発災後の経過に応じて被災者等に提供すべき情報について整理しておくもの

とする。  

町は、県と連携して、家族等からの問い合わせ等に対応する体制についてあらかじめ計画しておく

ものとする。 

第９ 防災機関等の防災訓練の実施  

消防機関等は、様々な危険物等災害を想定し、関係機関等と相互に連携を図り、より実践的な消火、

救助・救急等の訓練を実施するものとする。  

また、訓練を行うに当たっては、危険物等事故及び被害の想定を明らかにするとともに実施時間を
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工夫する等様々な条件を設定するなど実践的なものとなるよう工夫し、訓練後には評価を行い、課題

等を明らかにし、必要に応じ体制等の改善を行うよう努める。 

第 10 災害復旧への備え  

町及び事業者は、円滑な災害復旧を図るため、あらかじめ重要な所管施設の構造図等の資料を整備

しておくとともに、資料の被災を回避するため、複製を別途保存するよう努めるものとする。 

 

第２章 災害応急対策 

第１節 発災直後の情報の収集・連絡及び通信の確保 

 

 

 

第１ 災害情報の収集・連絡  

１ 危険物等事故情報等の連絡  

危険物等による大規模な事故が発生した場合、事業者は町、県等関係機関へ連絡するものとする。  

２ 危険物等の大規模な事故発生直後の被害の第１次情報等の収集・連絡  

事業者は被害状況を町、県等関係機関へ連絡するものとする。  

町は、事故情報、人的被害の状況及び火災の発生状況等の情報を収集するとともに、被害規模に

関する概括的情報を含め、把握できた範囲から直ちに県へ連絡するものとする。  

３ 一般被害情報等の収集・連絡  

事業者は被害状況を町、県等関係機関へ連絡するものとする。  

４ 応急対策活動情報の連絡  

事業者は、応急対策の活動状況、対策本部設置状況等を町、県等関係機関へ連絡するものとする。  

町は、県に応急対策の活動状況、対策本部設置状況等を連絡し、応援の必要性等を連絡する。ま

た、防災機関は、応急対策活動情報に関し、必要に応じて相互に緊密な情報交換を行うものとする。 

 

第２節 活動体制の確立  

 

 

 

 

 

 

 

 

第１ 事業者の活動体制 

事業者は発災後速やかに、職員の非常参集、情報収集連絡体制の確立及び災害対策本部設置等必要

な体制をとるとともに災害の拡大の防止のため必要な措置を講ずるものとする。 

事業者は、消防機関、県警察等との間において緊密な連携の確保に努めるものとする。 

第２ 町の活動体制  

町は、発災後速やかに、職員の非常参集、情報収集連絡体制の確立及び災害対策本部の設置等必要

な体制をとるものとする。 

 

発災直後の情報の収集・連絡及び通信の確保 災害情報の収集・連絡 

活動体制の確立 

事業者の活動体制 

町の活動体制 

広域的な応援体制 

自衛隊の災害派遣 

防災業務関係者の安全確保 
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第３ 広域的な応援体制  

町は、被害の規模に応じて、他の地方公共団体等に応援を求めるものとする。また、周辺市町の大

規模な危険物等災害の発生を覚知した時は、発災地以外の地方公共団体及び事業者は、あらかじめ関

係地方公共団体及び事業者により締結された広域応援協定等に基づき、速やかに応援体制を整えるも

のとする。 

第４ 自衛隊の災害派遣  

自衛隊の災害派遣要請は、共通対策編第３章第６節自衛隊災害派遣要請に定めるところによるもの

とする。 

第５ 防災業務関係者の安全確保 

町は、応急対策活動中の安全確保のために資機材の確保を図るとともに、県等と相互に密接な情報

交換を行うものとする。 

 
第３節 災害の拡大防止活動  

事業者は、危険物等災害時に的確な応急点検及び応急措置等を講ずるものとする。  

町は、危険物等災害時に危険物等の流出・拡散の防止、流出した危険物等の除去、環境モニタリン

グを始め、住民の避難、事業者に対する応急措置命令、危険物等関係施設の緊急使用停止命令など適

切な応急対策を講ずるものとする。 

 
第４節 消火活動 

 

 

第１ 消火活動  

消防機関、自衛消防組織等は、速やかに火災の状況を把握するとともに、迅速に消火活動を行うも

のとする。その際、火災の状況、規模並びに危険物の種類により、消火用薬剤の収集、化学車の派遣

要請等他の機関の応援を受けるものとする。 

また、本町以外で災害が発生した場合は、発災現場の地方公共団体からの要請、相互応援協定等に

基づき、消防機関、自衛消防組織等による応援を迅速かつ円滑に実施するよう努めるものとする。 

 

第５節 災害の拡大防止のための交通制限及び緊急輸送のための交通の確保・緊急輸送活動  

 

 

 

第１ 交通の確保・緊急輸送活動の基本方針  

災害の拡大防止又は緊急輸送活動のため、被害の状況、緊急度、重要度を考慮して、交通規制、応

急復旧、輸送活動を行うものとする。 

 

第６節 危険物等の大量流出に対する応急対策 

 

 

第１ 河川等への流出に対する応急対策 

町は、危険物等が河川等に大量流出した場合、直ちに関係機関と協力の上、環境モニタリング、危

険物等の処理等必要な措置を講ずるものとする。なお、その際、水質汚濁防止協議会など関係行政機

災害の拡大防止のための交通制限及び緊急

輸送のための交通の確保・緊急輸送活動 
交通の確保・緊急輸送活動の基本方針 

危険物等の大量流出に対する応急対策 河川等への流出に対する応急対策 

消火活動 消火活動 
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関等からなる既存の組織を有効に活用し、迅速に対応するものとする。 

 
第７節 施設、設備の応急復旧活動 

町は、専門技術を持つ人材等を活用して、施設、設備の緊急点検を実施するとともに、これらの被

害状況等を把握し、施設の応急復旧を速やかに行うものとする。 

 
第８節 被災者等への的確な情報伝達活動 

 

 

 

 

 

第１ 被災者への情報伝達活動  

防災機関は、被災者のニーズを十分把握し、危険物等災害の状況、二次災害の危険性に関する情報、

安否情報、ライフラインや交通施設等の公共施設等の復旧状況、医療機関などの情報、それぞれの機

関が講じている施策に関する情報及び交通規制等被災者等に役立つ正確かつきめ細やかな情報を適切

に提供するものとする。なお、その際、要配慮者に配慮した伝達を行うこととする。 

防災機関は、情報の公表、広報活動の際、その内容について、相互に連絡をとりあうものとする。 

第２ 住民等への的確な情報の伝達  

防災機関は、災害発生地の住民等に対し、危険物等災害の状況、安否情報、施設等の復旧状況、義

援物資の取扱い等、ニーズに応じた情報を積極的に伝達するものとする。  

防災機関は、情報の公表、広報活動の際、その内容について、相互に通知し情報交換を行うものと

する。 

第３ 住民等からの問い合わせに対する対応  

防災機関は、必要に応じ、発災後速やかに関係者等からの問い合わせに対応する体制の整備に努め

るものとする。 また、情報のニーズを見極め収集・整理を行うものとする。 

 

第３章 災害復旧 

防災機関は、あらかじめ定めた物資、資材の調達計画及び人材の広域応援等に関する計画を活用し

つつ、迅速かつ円滑に被災した公共施設の復旧事業を行うものとする。 

 
 

 

  

被災者等への的確な情報伝達活動 

被災者への情報伝達活動 

住民等への的確な情報の伝達 

住民等からの問い合わせに対する対応 
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第５部 大規模な火事災害対策 

（主な実施機関：町（応急対策担当課）、消防本部、徳島板野警察署板野庁舎、徳島県、

防災関係機関） 

大規模な火事による多数の死傷者等の発生といった大規模な火事災害に対する対策について定める。 

 

第１章 災害予防 

第１節 災害に強いまちづくり 

 

 

 

第１ 災害に強いまちの形成  

町は、避難路、避難地、延焼遮断帯、防災活動拠点ともなる幹線道路、河川など骨格的な都市基盤

施設及び防災安全街区の整備、老朽木造住宅密集市街地の解消等を図るための土地区画整理事業、市

街地再開発事業等による市街地の面的な整備、建築物や公共施設の耐震・不燃化、水面・緑地帯の計

画的確保、耐震性貯水槽や備蓄倉庫、河川水・下水処理水等を消防水利として活用するための施設の

整備等を図るとともに、防火地域及び準防火地域の的確な指定による防災に配慮した土地利用への誘

導等により、災害に強いまちの形成を図るものとする。 

町及び事業者等は、火災時に消防活動が制約される可能性のある高層建築物、緊急時に速やかな傷

病者の搬送・収容等が必要とされる医療用建築物等について、ヘリコプターの緊急離発着場又は緊急

救助用のスペースの設置を促進するよう努めるものとする。 

第２ 火災に対する建築物の安全化 

１ 消防用設備等の整備、維持管理  

町及び事業者等は、多数の人が出入りする事業所等の高層建築物等について、法令に適合したス

プリンクラー設備等の消防用設備等の設置を促進するとともに、当該建築物に設置された消防用設

備等については、災害時にその機能を有効に発揮することができるよう定期的に点検を行うなど適

正な維持管理を行うものとする。 

２ 建築物の防火管理体制  

町及び事業者等は、多数の人が出入りする事業所等の高層建築物等について、防火管理者を適正

に選任するとともに、防火管理者が、当該建築物についての消防計画の作成、当該消防計画に基づ

く消火、通報及び避難訓練の実施等防火管理上必要な業務を適正に行うなど、防火管理体制の充実

を図るものとする。 

３ 建築物の安全対策の推進 

町及び事業者等は、大規模・高層建築物等について、避難経路・火気使用店舗等の配置の適正化、

防火区画の徹底などによる火災に強い構造の形成を図るとともに、不燃性材料・防炎物品の使用、

店舗等における火気の使用制限、安全なガスの使用などによる火災安全対策の充実を図るものとす

る。 

 

第２節 大規模な火事災害防止のための情報の充実   

町長は、火災気象通報について知事から通報を受けたとき、又は気象の状況が火災の予防上危険で

あると認めるときは、必要に応じて火災に対する警報を発し、及び消防団員等の動員体制を整えると

災害に強いまちづくり 
災害に強いまちの形成 

火災に対する建築物の安全化 
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ともに住民に周知するものとする。 

 
第３節 迅速かつ円滑な災害応急対策、災害復旧・復興への備え 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１ 災害応急体制の整備関係 

１ 職員の体制  

防災機関は、それぞれの機関において実情に応じ職員の非常参集体制の整備を図るものとする。

また、それぞれの機関の実情を踏まえ、必要に応じ応急活動のためのマニュアルを作成し、職員に

周知するとともに定期的に訓練を行い、活動手順、使用する資機材や装備の使用方法等の習熟、他

の職員、機関等との連携等について徹底を図るものとする。 

第２ 救助・救急、医療及び消火活動関係  

１ 救助・救急活動関係 

町は、救助工作車、救急車等の車両及び応急措置の実施に必要な救急救助用資機材の整備に努め

るものとする。 

２ 医療活動関係  

町は、負傷者が多人数にのぼる場合を想定し、応急救護用医薬品等の供給確保に備えるものとす

る。  

町は、医療活動について、連絡体制の整備を図るとともに、県との連携に努めるものとする。 

３ 消火活動関係  

町は、防火水槽、貯水槽の整備、河川水等の自然水利の活用、水泳プール等の指定消防水利等の

活用により、消防水利の多様化を図るとともに、その適正な配置に努める。  

消防機関は、平常時から機関相互の連携強化を図り、消防水利の確保、消防体制の整備に努める

ものとする。 

町は、消防ポンプ自動車等の消防用機械・資機材の整備促進に努める。 

第４ 緊急輸送活動関係  

町は、信号機、情報板等の道路交通関連施設について、県警察及び県と連携して、災害時の道路交

通管理体制の整備に努めるものとする。 

第５ 施設、設備の応急復旧活動関係  

町は、所管する施設、設備の被害状況の把握及び応急復旧活動を行うため、あらかじめ体制・資機

材を整備するものとする。 

第６ 被災者等への的確な情報伝達活動関係  

町は、発災後の経過に応じて被災者等に提供すべき情報について整理しておくものとする。  

迅速かつ円滑な災害

応急対策、災害復旧・

復興への備え 

災害応急体制の整備関係 

救助・救急、医療及び消火活動関係 

緊急輸送活動関係 

施設、設備の応急復旧活動関係 

被災者等への的確な情報伝達活動関係 

防災機関等の防災訓練の実施 

災害復旧への備え 
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町は、住民等からの問い合わせ等に対応する体制についてあらかじめ計画しておくものとする。 

第７ 防災機関等の防災訓練の実施  

消防機関は、大規模な火事災害を想定し、関係機関等と相互に連携を図り、より実践的な消火、救

助・救急等の訓練を実施するものとする。  

また、訓練を行うに当たっては、大規模な火事及び被害の想定を明らかにするとともに実施時間を

工夫する等様々な条件を設定するなど実践的なものとなるよう工夫し、訓練後には評価を行い、課題

等を明らかにし、必要に応じ体制等の改善を行うよう努める。 

第８ 災害復旧への備え  

公共土木施設管理者は、円滑な災害復旧を図るため、あらかじめ重要な所管施設の構造図等の資料

を整備しておくとともに、資料の被災を回避するため、複製を別途保存するよう努めるものとする。 

 
第２章 災害応急対策 

第１節 発災直後の情報収集・連絡及び通信の確保 

 

 

 

第１ 災害情報の収集・連絡 

１ 大規模な火事発生直後の被害の第１次情報等の収集・連絡  

町は、火災の発生状況、人的被害の状況等の情報を収集するとともに、被害規模に関する概括的

情報を含め、把握できた情報から直ちに県へ連絡するものとする。 

２ 応急対策活動情報の連絡  

町は、県に応急対策の活動状況、対策本部設置状況等を連絡し、応援の必要性等を連絡する。 

防災機関は、応急対策活動情報に関し、必要に応じて相互に緊密な情報交換を行うものとする。 

 
第２節 活動体制の確立 

 

 

 

 

 

第１ 防災機関の活動体制  

町は災害の状況に応じて速やかに、職員の非常参集、情報収集連絡体制の確立及び災害対策本部の

設置等必要な体制をとるものとする。 

第２ 広域的な応援体制  

町は、消防相互応援協定に基づく応援をもってしても対処できない場合には、県に対し応援を求める

こととする。 

第３ 自衛隊災害派遣要請計画  

自衛隊の災害派遣要請は、共通対策編第３章第６節自衛隊災害派遣要請に定めるところによるもの

とする。 

 
第３節 消火活動 

 

発災直後の情報収集・連絡及び通信の確保 災害情報の収集・連絡 

活動体制の確立 

防災機関の活動体制 

広域的な応援体制 

自衛隊災害派遣要請計画 

消火活動 消火活動 
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第１ 消火活動 

消防機関等は、速やかに火災の状況を把握するとともに、迅速に消火活動を行うものとする。また、

本町以外で災害が発生した場合は、発災害現場の地方公共団体からの要請、相互応援協定等に基づき、

消防機関による応援の迅速かつ円滑な実施に努めるものとする。 

 
第４節 緊急輸送のための交通の確保、緊急輸送活動 

 

 

第１ 交通の確保・緊急輸送活動の基本方針  

災害の拡大防止又は緊急輸送活動のため、被害の状況、緊急度、重要度を考慮して、交通規制、応

急復旧、輸送活動を行うものとする。  

 

第５節 施設、設備の応急復旧活動 

防災機関は、専門技術を持つ人材等を活用して、それぞれの所管する施設、設備の緊急点検を実施

するとともに、これらの被害状況等を把握し、ライフライン及び公共施設等の応急復旧を速やかに行

うものとする。 

 
第６節 被災者等への的確な情報伝達活動 

 

 

 

 

第１ 被災者への情報伝達活動  

防災機関は、被災者のニーズを十分把握し、大規模な火事災害の状況、安否情報、ライフラインや

交通施設等の公共施設等の復旧状況、医療機関などの情報、それぞれの機関が講じている施策に関す

る情報及び交通規制等被災者等に役立つ正確かつきめ細やかな情報を適切に提供するものとする。な

お、その際、要配慮者に配慮した伝達を行う。 

防災機関は、情報の公表、広報活動の際、その内容について、相互に連絡をとりあうものとする。 

第２ 住民等への的確な情報の伝達  

防災機関は、災害発生地の住民等に対し、大規模な火事災害の状況、安否情報、施設等の復旧状況、

義援物資の取扱い等、ニーズに応じた情報を積極的に伝達するものとする。  

防災機関は、情報の公表、広報活動の際、その内容について、相互に通知し情報交換を行うものと

する。 

第３ 住民等からの問い合わせに対する対応  

防災機関は、必要に応じ、発災後速やかに関係者等からの問い合わせに対応する体制の整備に努め

るものとする。 また、情報のニーズを見極め収集・整理を行うものとする。 

 

第３章 災害復旧・復興 

第１節 迅速な原状復旧の進め方 

防災機関は、あらかじめ定めた物資、資材の調達計画及び人材の広域応援等に関する計画を活用し

つつ、迅速かつ円滑に被災施設の復旧事業を行い、又は支援するものとする。 

緊急輸送のための交通の確保、緊急輸送活動 交通の確保・緊急輸送活動の基本方針 

被災者等への的確な

情報伝達活動 

被災者への情報伝達活動 

住民等への的確な情報の伝達 

住民等からの問い合わせに対する対応 



藍住町地域防災計画（大規模事故等災害対策編） 

265 

また、被災施設の復旧に当たっては、原状復旧を基本にしつつも、再度災害防止等の観点から、可

能な限り改良復旧を行うものとする。 

ライフライン、交通輸送等の関係機関は、復旧に当たり、可能な限り地区別の復旧予定時期を明示

するものとする。 
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第６部 原子力災害対策 

（主な実施機関：町（応急対策担当課）、徳島県、防災関係機関） 

第１章 総 則 

第１節 計画の目的 

本町には、「原子力災害対策指針」（以下「指針」という。）に規定された原子力施設は立地せず、ま

た、町外に立地する原子力施設のうち、最も近距離にある伊方原子力発電所までも本町からは比較的

離れた場所に立地している。しかしながら、平成 23年３月 11日に発生した東日本大震災に伴う東京

電力株式会社福島第一原子力発電所（以下「福島第一原発」という。）の事故は、大量の放射性物質を

放出し、緊急時防護措置を準備する区域（いわゆる UPZ：Urgent Protective action planning Zone）

の範囲を超えた住民に対しても、高濃度の放射能汚染により、住民が避難を余儀なくされたり、数百

km離れた地方自治体の農林水産物から基準値を上回る放射性物質が検出されるなど、今までの想定を

越える事態が発生した。 

また、放射性物質及び放射線による影響は、いわゆる人間の「五感」には感じることができないな

ど、他の災害とは異なる特殊性を持つことを考慮すると、原子力発電所において事故が発生した場合、

住民の心理的動揺、精神的負担など、住民生活に混乱をきたす事態も想定される。 

本編においては、これらの災害対応を踏まえ、原子力事業者の原子炉の運転等により事故が発生し

た場合に備え、町が県及び関係機関等と連携して実施するべき事前対策、応急対策及び中長期対策に

ついて必要な事項を定めることにより、住民の生命、身体及び財産を保護することを目的とする。 

 

第２節 計画の性格 

 

 

第１ 徳島県地域防災計画（原子力災害対策）  

この計画は、徳島県地域防災計画の定める計画に従い策定する。 

また、県と連携しながら、想定される全ての事象に対して対応できるよう対策を講じることとし、

仮に不測の事態が発生した場合であっても、対処し得るよう体制を整備する。 

 
第２章 事前対策 

この章では、予防体制の整備及び原子力災害発生時の事前対策を中心に定めるものである。 

 

第１節 情報の収集・連絡体制の整備 

 

 

第１ 情報の収集・連絡体制の整備 

１ 情報の収集・連絡体制の整備 

町は、原子力災害に対し万全を期すため、県及びその他の防災関係機関・団体との間において情

報収集・連絡体制を整備する。 

その際、夜間・休日等の勤務時間外の対応や通信障害時なども考慮した代替となる連絡手段・連

絡先も含む確実な情報収集・連絡体制を整備するよう努める。 

 

計画の性格 徳島県地域防災計画（原子力災害対策） 

情報の収集・連絡体制の整備 情報の収集・連絡体制の整備 
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第２節 原子力災害事前対策の整備 

町は、原子力災害時の応急対策活動を効果的に行うため、以下に掲げる事項について、あらかじめ

必要な体制を整備する。 

 

 

 

第１ 警戒態勢をとるために必要な体制等の整備 

１ 対応方針の整備 

町は、県が整備する「原子力発電所災害対応方針」に従い、原災法第 10条事象（特定事象）及

び特定事象には至っていないが、その可能性がある事故・故障若しくはそれに準ずる事故・故障（警

戒事象）発生時に町が実施すべき対策及び警戒態勢をとることとする。 

２ 参集体制の整備  

町は、特定事象及び警戒事象発生の通報を受けた場合、速やかに職員の参集、情報の収集・連絡

が行えるよう、参集体制の整備を図る。 

第２ モニタリング情報の入手  

町は、県が実施する環境放射線モニタリング（空間放射線量率、水道水、葉菜等の環境試料）など

の情報を入手する。 

 

第３節 県外からの避難者の受け入れ体制の整備（広域避難対策） 

町は、原子力災害により、県境を越えて避難する者が発生した都道府県（以下「避難元都道府県」

という。）からの避難者の受け入れ要請に備え、あらかじめ必要な体制を整備する。 

 

 

 

 

第１ 指定避難所の確保 

町は、広域避難の受入れに使用できる指定避難所の確保に努めるとともに、必要に応じ、県と連携

し、施設管理者への協力要請を行う。 

 

第４節 住民等への的確な情報伝達体制の整備 

 

 

 

 

 

第１ 住民等への的確な情報伝達体制の整備 

町は、県と連携し、特定事象又は警戒事象発生後の経過に応じて住民等に提供すべき情報や手段に

ついて、情報を受け取る媒体や受け取り方が千差万別であることも考慮しながら、災害対応のレベル

や場所等に応じた情報伝達体制をあらかじめ整備する。 

第２ 相談窓口の設置 

町は、県と連携し、住民等からの問い合わせに対応する相談窓口の設置等について、あらかじめそ

の方法、体制等について定めておくものとする。 

原子力災害事前対策の整備 
警戒態勢をとるために必要な体制等の整備 

モニタリング情報の入手 

県外からの避難者の受け入れ体

制の整備（広域避難対策） 
指定避難所の確保 

住民等への的確な情

報伝達体制の整備 

住民等への的確な情報伝達体制の整備 

相談窓口の設置 

要配慮者等への情報伝達体制の整備 
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第３ 要配慮者等への情報伝達体制の整備  

町は、原子力災害の特殊性にかんがみ、県と連携し、傷病者、入院患者、高齢者、障がい者、外国

人、乳幼児、妊産婦などの要配慮者及び一時滞在者に対し、災害情報が迅速かつ滞りなく伝達される

よう、住民、自主防災組織等の協力を得ながら、平常時よりこれらの者に対する情報伝達体制の整備

に努めるものとする。 

 

第５節 原子力防災に関する住民等に対する知識の普及と啓発 

町は、県と連携し、住民等に対し、原子力防災に関する知識の普及と啓発のため、次に掲げる事項

について、広報活動の実施に努める。 

また、防災知識の普及と啓発に際しては、要配慮者に十分に配慮することにより、地域において要

配慮者を支援する体制が整備されるよう努めるとともに、被災時の男女のニーズの違い等、男女双方

の視点へ十分に配慮するよう努めるものとする。 

①  放射性物質及び放射線の特性に関すること 

②  放射線による健康への影響及び放射線防護に関すること 

③  緊急時に県や国等が講じる対策の内容に関すること 

 

第３章 緊急事態応急対策 

この章では、原子力発電所における特定事象及び警戒事象の発生及び、原災法第 15条に基づき原子

力緊急事態宣言が発出された場合の町の応急対策を定めるものであるが、これら以外の場合であって

も、原子力防災上必要と認められるときは、本章に定める対策に準じて対応する。 

 

第１節 緊急事態応急体制の確立 

町は、原子力災害時の応急対策活動を効果的に行うため、以下に掲げる緊急事態応急体制に係る事

項について、あらかじめ必要な体制を整備する。 

 

 

 

第１ 緊急事態応急体制の確立 

１ 事故対策のための警戒態勢 

町は、特定事象又は警戒事象発生の通報を受けた場合や、報道等により原子力発電所における事

故の発生を覚知した場合は、災害対策本部を開設し、速やかに情報の収集・連絡体制の確立等必要

な体制を確保するとともに、県と緊密な連携を図る。 

第２ モニタリング情報の入手  

町は、県が実施する緊急時モニタリング（空間放射線量率、水道水、葉菜等の環境試料）などの情

報を速やかに入手する。 

 
 

第２節 住民等への的確な情報伝達活動 

 

 

 

 

緊急事態応急体制の確立 
緊急事態応急体制の確立 

モニタリング情報の入手 

住民等への的確な情報伝達活動 周辺住民等への情報伝達活動 
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第１ 周辺住民等への情報伝達活動  

町は、同報無線や広報車、自主防災組織との連携等により、周辺住民等に対し、県に準じた広報活

動を行う。 

 

第３節 県外からの避難者の受け入れ体制の整備（広域避難対策） 

町は、県の要請を受け、原子力災害により、県境を越えて避難する者が発生した場合、必要に応じ

て次の対応を行う。 

 

 

 

 

第１ 広域避難の調整・受入れ 

１ 受入先の調整 

町は、県より広域避難の受入れについて要請があったときは、要請内容に基づき、受入可能人数・

施設等を県に提出する。 

２ 指定避難所の開設・運営 

町は、県の支援を受け広域避難の受入が可能な指定避難所を開設・運営する。 

第２ 避難者の生活支援及び情報提供 

１ 避難者の生活支援  

町は、県と連携し、避難者の多様なニーズを把握し、必要な支援につなげるとともに、避難先の

生活・医療・雇用情報等をとりまとめ、避難者に対し情報提供を行う。  

２ 避難者の情報提供 

町は、県と連携し、避難者へ避難元都道府県や避難元市町村からの情報を提供するとともに、町

及び県の避難者支援に関する情報を提供する。 

 
第４章 中長期対策 

この章では、原子力災害中長期対策を中心に示したものであるが、これら以外の場合であっても、

原子力防災上必要と認められるときは、本章に定める対策に準じて対応する。 

 

第１節 環境放射線モニタリングの実施と結果の公表 

町は、原子力緊急事態解除宣言後も、県が行う環境放射線モニタリングなどの情報を継続的に入手

する。 

 

第２節 住民等への的確な情報伝達活動   

町は、町内の空間放射線量率が平常時より高い場合は、相談窓口の運用を継続する。なお、引き続

き、住民のニーズを十分に把握し、原子力災害の状況、安否情報、医療機関などの情報、農畜水産物

の安全性の確認の状況等、住民に役に立つ情報を正確かつ理解しやすい内容で、利用可能な様々な手

段を活用し、迅速かつ適切に提供する。 

 

第３節 風評被害等の影響の軽減 

町は、県と連携し、原子力災害による風評被害を未然に防止し、また、その影響を軽減するため、

県外からの避難者の

受け入れ体制の整備 

広域避難の調整・受入れ 

避難者の生活支援及び情報提供 
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農林水産物等をはじめとする本町の地場産品等の検査を継続し、地場産品等の流通促進に向けて、迅

速かつ的確な情報発信に努めるとともに、積極的な広報活動を展開する。 

特に、農林水産物等については、放射性物質のモニタリング検査の方法及び検査結果、出荷制限・

摂取制限等の情報発信に努めるものとする。 

 

第４節 避難者の生活支援の継続と長期化への対応   

町は、県と連携し、本町への避難者の多様なニーズ、特に生活・医療・雇用情報等を把握し、必要

な支援を継続する。また、避難期間が長期に及ぶ場合の就労や住まいの確保等、避難の生活支援につ

いても県及び関係機関と連携し、必要な支援を行う。 
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