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第１節 計画の目的等  
 

 

１ 計画の目的 

  本山町地域防災計画は、災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第42条の規定及び本山町

防災基本条例に基づき、本山町防災会議が作成する計画であって、本山町に係る地震災害対策

に関し、町の処理すべき事務を中心として、地域内の関係機関を網羅した総合的な計画として

定め、災害予防、災害応急対策及び災害復旧等を総合的・計画的に実施することにより、住民

の生命、身体、財産を保護するとともに、災害による被害の軽減を図ることを目的とする。 

また、本計画は、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法（平成14年

法律第92号。以下「南海トラフ地震対策特別措置法」という。）第５条第２項の規定に基づ

き、本町が南海トラフ地震防災対策推進地域となっていることもあり、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。そのため、南海トラフ地震対策特別措置法に基づく「南

海トラフ地震防災対策推進計画」は、「地震災害対策編」に統合している。 

※地震災害対策編に定めがない事項については、一般対策編及び火災及び事故災害対策編に記述

している。 

２ 被害を最小化するために重点を置くべき事項 

   高知県では、過去から繰り返し南海トラフを震源とする地震に襲われ、その都度大きな被

害を受けてきた。昭和21年12月21日に発生した南海地震から長い年月が経過し、次の地震が

発生する可能性が徐々に高まってきている。こうした中、平成23年３月11日に発生した東北

地方太平洋沖地震では、これまでの想定をはるかに上回る津波によって沿岸部を中心に壊滅

的な被害をもたらし、多くの生命が失われた。このため、本町の地震災害対策は、何より尊

い生命は最大クラスの地震でも守ることをめざすとともに、発生頻度の高い一定程度の地震

も視野に入れ、対策に幅を持たせることで、あらゆる地震に対して万全を期す。 

   対策を進めるにあたり、生命の安全確保を最優先に考え、防災関係機関、事業者、住民が

一体となって、建築物の耐震対策、人づくり、地域づくり対策について、ハードとソフト対

策を織り交ぜながら多重的に対策を講じる。 

その際には、男女共同参画の視点を取り入れるとともに要配慮者対策など多様なニーズに

配慮する。 

   町全体の防災力の向上を図るため、町をはじめとする公的機関は連携して、発生前の予防

対策や発生後の応急対策等の公助の取り組みを進めるとともに、住民には自らの生命は自ら

守る自助の取り組みや、地域での支え合いや助け合い等による共助の取り組みを進めていた

だき、町はその取り組みを後押しするための施策を進め、自助、共助、公助それぞれが互い

に連携する取り組みを進める。 

   南海トラフ地震では、沿岸の市町村が甚大な津波災害を受けることが想定される。本町は

内陸部にあり、津波災害を受けることがなく、これら被災した市町村を支援することが可能
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である。本町は、県や他市町村からの要請があれば、支援を行うための協議を行う。 

３ 国・県の防災計画との関係 

  本計画は、防災業務計画及び高知県地域防災計画との整合性・関連性を有するものとする。 

４ 計画の修正 

  本計画は、地震災害に関する経験と対策の積み重ね等により、随時見直されるべき性格のも

のであり、災害対策基本法第42条の規定により毎年検討を加え、必要があると認めるときはこ

れを修正する。防災関係各機関は、関係する事項について修正すべき点があるときは、これを

本山町防災会議（事務局：本山町総務課）に提出する。 

５ 計画の習熟・周知 

  防災関係各機関は、本計画の趣旨を尊重し、日頃から防災に関する訓練等を実施して本計画

の習熟に努めるとともに、広く住民に対して周知を図り、もって防災に寄与するように努め

る。 

６ 計画の構成 

  「地震災害対策編」の構成は、次のとおりである。また、第４章として「地震災害対策編」

とは別途「南海トラフ地震防災対策推進計画」を記載している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１章 総 則 

第２章 地震災害予防計画 

第３章 地震災害対応計画 

（応急対策／復旧・復興対策)

本町に影響を及ぼすと想定される地震とその地震に

よる被害想定、本町及び防災関係機関等が震災に対

して処理すべき業務の大綱等を規定する。 

地震災害予防対策の推進体制、被害の発生防止・拡

大防止対策の基本的事項及び今後重点的に取り組む

対策を規定する。 

地震発生直後から応急対策の終了に至るまでの間に

おいて、本山町災害対策本部及び防災関係機関が行

う災害応急対策に係る体制、措置等並びに被災者の

生活支援、住民生活の早期回復と生活安定を図るた

めの措置、公共施設の復旧・復興等の対策を規定す

る。
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第２節 地震被害想定  
 

 

 南海トラフ地震の特徴と被害について記述する。 

１ 南海トラフ地震 

南海トラフ地震は、南海トラフ及びその周辺の地域における地殻の境界を震源とする大規模

な地震をいい、この中には南海地震や東南海地震、東海地震等が含まれる。 

これらの地震は、これまで、繰り返し発生しており、それぞれの地震が単独で発生する場合

もあれば、複数の地震が同時又は時間差で発生する場合もある。 

平成25年５月に、東北地方太平洋沖地震を踏まえて評価手法を見直した上で平成28年１月に

は南海トラフの地震活動の長期評価が公表されており、それによると、Ｍ８～Ｍ９クラスの地

震の今後30年以内の発生確率は70％程度となっている。県内における南海トラフ地震の様相を

以下に示す。 

 ⑴ 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地震及び津

波（Ｌ２） 

  ア この地震及び津波は、南海トラフの巨大地震モデル検討会（平成23年８月設置）が公表

した現時点の最新の科学的知見に基づき、発生しうる最大クラスのものである。 

  イ 県内では震度６弱～７の揺れが予測される。 

  ウ 県内沿岸部では、地震発生後早いところで３分、遅くとも30分以内には、一部の湾奥を

除く全ての海岸線に津波が押し寄せ、その高さは10～20ｍ、ところによっては30ｍを超

え、非常に高くなることが予測される。 

 ⑵ 発生頻度の高い一定程度の地震及び津波（Ｌ１） 

  ア 県内で、震度５弱～６強（一部では震度７）の揺れが予測される。 

  イ 県内沿岸部では、地震発生後早いところで３分、遅くとも30分以内には、一部の湾奥を

除く全ての海岸線に津波が押し寄せ、その高さは６～８ｍ、ところによっては10ｍを超え

ることが予測される。 

  ウ 近年で大きな被害を受けた事例としては、昭和21年の南海地震がある。（県内の死者・

行方不明者679人、負傷者1,836人） 

２ 本町における地震被害想定結果の概要 

県は、南海トラフ地震対策を進める際の前提とするため、東日本大震災の教訓や最新の知見

に基づいた、南海トラフ地震の震度分布及び津波浸水予測（平成24年12月）を行い、さらにこ

れによって引き起こされる人的・物的被害の想定（平成25年５月）を行っている。 

 ⑴ 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地震（Ｌ

２） 

  ア 震度分布 

地震動の強さは、県が平成24年８月に内閣府が公表した「南海トラフの巨大地震モデル検

討会（第二次報告）」（以下、「内閣府モデル」という。）で示された強震断層モデル（Ｍ
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9.0）の４つのケースについて、より詳細な地盤情報を反映し、250ｍメッシュ単位で震度を

推計した。 

その結果、求められた震度階級の分布は、次のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

震度分布図（最大クラス重ね合わせ） 

 

 

 

 

本山町拡大図 
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地震継続時間分布図（最大クラス重ね合わせ） 

  イ 被害想定結果 

県は、想定される地震動や津波から、建物及び人的被害等の想定を行った。主な概要は、

次のとおりである。 

   (ア) 建物被害 

県は、地震動による建物被害について、建物の構造や建築年代、地域の消防力、急傾

斜地崩壊危険度ランク等を考慮し求めている。 

項目 
被害の要因 

合計 
最大被害のケース 

液状化 揺れ 急傾斜 火災 地震動 季節・時間

全壊・焼失

（棟） 
0 560 10 30 600 陸側 冬18時 

半壊（棟） 0 1,000 10 － 1,000 陸側 － 

※四捨五入の関係で合計が合わない場合がある。 

   (イ) 人的被害 

県が想定した地震動による人的被害は、建物被害と相関があり、揺れ（建物倒壊）に

よるものが支配的である。 

項目 

被害の要因 

合計 

最大被害のケース 

建物倒壊 
急傾斜 火災 

ブロッ

ク塀 
地震動 

季節・時

間  うち屋内 

死者(人) 40 ＊ ＊ ＊ ＊ 40 陸側 冬深夜

負傷者(人) 280 10 ＊ ＊ ＊ 280 陸側 冬深夜

※ ＊は若干数を表している。 

※ 四捨五入の関係で合計が合わない場合がある。 
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 (ウ) 断水人口 Ｌ２（地震動：陸側） 

人口

(人) 

断水率 断水人口（人） 

直後 1日後 1週間後 1ヵ月後 直後 1日後 1週間後 1ヵ月後

3,479 80％ 52％ 48％ 34％ 2,800 1,800 1,700 1,200

※断水率は町の給水人口に占める断水人口の割合とした。 

※本調査では長期浸水による影響が定量的に加味されていないため、支障期間がさらに伸びる可能性がある。 

※四捨五入の関係で合計が合わない場合がある。 

 (エ) 避難生活者数 Ｌ２（地震動：陸側、冬18時及び深夜） 

項目 

1日後 1週間後 1ヵ月後 

全避難
者数 

避難所
避難者
数 

避難所
外避難
者数 

全避難
者数 

避難所
避難者
数 

避難所
外避難
者数 

全避難
者数 

避難所
避難者
数 

避難所
外避難
者数 

避難者

(人) 
870 520 350 1,300 630 630 1,900 560 1,300

※四捨五入の関係で合計が合わない場合がある。 

 ⑵ 発生頻度の高い一定程度の地震（Ｌ１） 

  ア 震度分布 

地震動については、平成16年３月の「第２次高知県地震対策基礎調査」による安政南海地

震が単独発生した場合（Ｍ8.4相当）のモデルに最新の地盤情報を反映し、250ｍメッシュ単

位で震度を推計した。 

その結果求められた震度階級の分布は、次のとおりである。 
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震度分布図（最大クラス重ね合わせ） 

  イ 被害想定結果 

県は、想定される地震動や津波から、建物及び人的被害等の想定を行った。主な概要は、

次のとおりである。 

   (ア) 建物被害 

県は、地震動による建物被害について、建物の構造や建築年代、地域の消防力、急傾

斜地崩壊危険度ランク等を考慮し求めている。 

項目 
被害の要因 

合計 
最大被害のケース 

液状化 揺れ 急傾斜 火災 季節・時間 

全壊・焼失

（棟） 
0 ＊ ＊ 0 ＊ 冬深夜・18時、夏12時

半壊（棟） 0 20 10 － 20 － 

※四捨五入の関係で合計が合わない場合がある。 
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   (イ) 人的被害 

県が想定した地震動による人的被害は、建物被害と相関があり、揺れ（建物倒壊）に

よるもの、がけ崩れ（急傾斜地崩壊）によるもの、火災によるものが支配的である。 

項目 

被害の要因 

合計

最大被害のケース 

建物倒壊 
急傾斜 火災 

ブロッ

ク塀 
季節・時間 

 うち屋内 

死者(人) 0 0 0 0 0 0
冬深夜・18時、夏12

時 

負傷者(人) ＊ ＊ 0 0 0 ＊
冬深夜・18時、夏12

時 

※ ＊は若干数を表している。 

※ 四捨五入の関係で合計が合わない場合がある。 

   (ウ) 断水人口 Ｌ１ 

人口

(人) 

断水率 断水人口（人） 

直後 1日後 1週間後 1ヵ月後 直後 1日後 1週間後 1ヵ月後

3,479 10％ 7％ 5％ 1％ 350 230 190 30

※断水率は町の給水人口に占める断水人口の割合とした。 

※本調査では長期浸水による影響が定量的に加味されていないため、支障期間がさらに伸びる可能性がある。 

※四捨五入の関係で合計が合わない場合がある。 

   (エ) 避難生活者数 Ｌ１（冬深夜・18時、夏12時） 

項目 

1日後 1週間後 1ヵ月後 

全避難
者数 

避難所
避難者
数 

避難所
避難者
数 

全避難
者数 

避難所
避難者
数 

避難所
避難者
数 

全避難
者数 

避難所
避難者
数 

避難所
避難者
数 

避難者

(人) 
＊ ＊ ＊ 60 30 30 40 10 30

※ ＊は若干数を表している。 

※四捨五入の関係で合計が合わない場合がある。 
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第３節 防災関係機関等の処理すべき事

務又は業務の大綱 
 
 
 

 

 具体的な内容については、一般対策編第１章第４節「防災関係機関の責務と処理すべき事務又

は業務の大綱」に準ずる。 
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第４節 住民、事業者の責務 
 
 
 

 

 具体的な内容については、一般対策編第１章第５節「住民、事業者の責務」に準ずる。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

第２章 地震災害予防計画 
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第１節 被害の発生防止・拡大防止対策 

    の推進 

 総務課 政策企画課 建設課 
 教育委員会 
 
 

 

１ 地震に強いまちづくりの推進 

  本町には市街地を中心に家屋が密集している地域等震災に対して脆弱な地域が存在する。こ

うした地域では、地震による被害がより拡大する可能性があるので、県の地震防災緊急事業五

箇年計画等に基づき、避難路・指定緊急避難場所及び指定避難所の整備、オープンスペースの

整備、市街地の面的整備、建築物の耐震・不燃化等地震に強いまちづくりを着実に推進する。 

２ 公共、公用施設の耐震化対策の推進 

  大規模な地震災害が発生した場合、災害応急対策を円滑に実施するためには、公共施設等の

耐震性等を確保しておく必要があることから、建築物の耐震改修の促進に関する法律（以下

「耐震改修促進法」という。）に基づき、該当施設の耐震計画を作成し、優先順位を定め、耐

震化対策事業を推進する。 

  なお、地震防災上重要となる建築物は次のとおりである。この中で、耐震化されていない施

設については、耐震改修又は建替えの促進を図る。 

   本山町役場 

   嶺北消防署 

   本山町立国保嶺北中央病院 

   本山保育所、本山小学校、吉野小学校、嶺北中学校 

   本山町社会福祉会館 

   本山町保健福祉センター 

   本山町プラチナセンター 

   本山町内各地区集会所・公民館・コミュニティーセンター 

   特別養護老人ホーム嶺北荘 

   本山育成会しゃくなげ荘 

３ 一般建築物の耐震化対策等の推進 

   建築物等の耐震性の向上 

   地震による建築物の被災は、重大な人的被害の発生をもたらすとともに、火災の発生源と

もなり、地震被害の軽減対策上その耐震性の確保は極めて重要である。このため、個人住宅

を含む一般建築物の耐震化対策については、耐震診断の推進等により耐震改修又は建替えの

促進を図る。 

   家具の転倒防止やブロック塀の倒壊防止等 

   建築設備、ブロック塀、自動販売機、窓ガラス、看板、屋内の家具等の転倒・落下対策に

ついても周知を図る。 

   地震保険の加入促進 

   地震により住居用建物や家財が被災した場合に、速やかに被災者の生活の安定化を図るた
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め、住民に対して地震保険に関する情報提供を行う。 

４ ライフライン施設の耐震化対策の推進 

  簡易水道、電気、ガス、通信施設が地震によって被害を受けると、日常生活や各種災害応急

対策活動に大きな影響を及ぼす。簡易水道施設の耐震化対策に努めるとともに、電気､ガス、

通信施設に係る各社と日頃から情報交換を行い、その防災対策の現状を把握するとともに、必

要に応じて防災対策の向上を要請する。 

  また、各種のライフラインが寸断される不測の事態へ備えるため、飲料水や食料などの生活

必需品の個人備蓄を推進する。 

５ 公共土木施設等の災害予防対策 

   道路施設 

   応急対策上重要な道路、橋梁について安全性を確保する。 

   河川管理施設対策 

   施設管理者は、地震に対する安全性の評価を踏まえた強度を確保する。 

６ 交通及び通信施設の機能強化 

  町及び防災関係機関は、道路、通信局舎等の基幹的な交通、通信施設等について、各施設の

耐震化、代替路を確保するための道路のネットワークの整備、施設や機能の代替性の確保、各

交通、通信施設間の連携の強化により輸送、通信手段の確保に努める。 

７ 火災予防対策及び防災拠点施設機能の整備推進 

  地震による火災は同時多発の可能性があり、一方で、断水や道路の寸断等によって消防活動

に障害が生じ、通常の火災よりも被害が拡大する可能性がある。こうした事態に備え、住民の

火気取り扱いに関する啓発、家庭への消火器具の普及等出火防止対策及び初期消火対策を推進

するとともに、指定緊急避難場所等防災拠点における収容、情報収集・伝達、備蓄、応急救護

等の機能の整備及び耐震性防火槽の整備等による消防水利の整備を推進する。 

８ 危険物施設等災害予防の推進 

  地震動により危険物施設等が損傷すると、飛散、漏洩、爆発、火災などにより、周辺住民の

みならず広範囲にわたる被害をもたらすおそれがある。こうした事態に備え、危険物施設等の

現況を的確に把握しておくとともに、消防本部と連携し、法令上の基準の遵守及び施設・設備

等の耐震化に関する指導の徹底並びに自衛消防組織による訓練等の充実や防災関係機関との連

携体制の強化を進める。 

９ 土砂災害予防の推進 

  急傾斜地等では、地震により土砂災害の発生が懸念される。このため、被害を 小限に食い

止められるよう、災害防止事業を推進するとともに、次の対策に積極的に取り組む。 

  なお、町の災害危険箇所については資料９を参照のこと。 

   災害危険地域の現状把握とパトロールの実施 

   住民への周知 

   ため池崩壊対策として、耐震性を有するため池への改修を推進する。 
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10 文化財の耐震化の推進 

  文化財を地震から保護するため、年１回以上その管理状況（転倒・倒壊対策の状況、消防設

備の整備状況）を調査し、これに基づき必要な措置を講ずる。 
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第２節 住民等の自主防災力の向上 
 総務課 住民生活課 
 健康福祉課 教育委員会 
 

 

１ 各家庭・事業所の自主防災力の向上 

  地震から自らの生命・財産を守る基本は、各家庭、事業所での自主防災力の向上である。自

主防災力の向上を図るため、啓発や防災訓練に関し効果的な手法を検討し、対策を実施してい

く。また、事業所については、防火管理業務の指導等も合わせ被害の発生・拡大防止を図る。 

  なお、家庭に求められる自主防災力向上対策は、次のとおりである。 

   家庭での危険防止対策の実施 

  ア 家具の固定 

  イ 落下物の防止 

  ウ 家屋の耐震化（診断結果、耐震改修等）・不燃化 

  エ 家屋周辺の危険性の把握 

   家庭備蓄の実施 

  ア 消火器、バケツ等の消火用具 

  イ のこぎり、バール等の救出用具 

  ウ 救急医療セット等の医療用品 

  エ 食料､水、燃料（３日分） 

  オ 衣服、毛布等の生活用品 

  カ 懐中電灯等の照明用品及び電池 

  キ ラジオ等の情報収集用品及び電池 

  ク その他各家庭の実情に応じた品目（ミルク、めがね等） 

   防災知識及び対処方法の理解と習得 

  ア 地震の知識（発生メカニズム、「震度」と「マグニチュード」の違い、余震への対応

等） 

  イ 地震発生時の対処方法（初期消火、救出、救護等） 

  ウ ＮＴＴ災害用伝言ダイヤル（「１７１」）の利用方法 

  エ 非常時の家族の避難場所や連絡方法の確認 

   率先避難の実施 

   住民に対し、強い揺れや長い揺れを感じた時は迷うことなく、自ら率先して避難行動を取

ること等、避難に関する知識を身に付けてもらうための啓発を行う。 

   災害教訓の伝承 

   過去に起こった大災害の教訓や防災文化を確実に後世に伝えていく。 

２ 地域の自主防災力の向上 

  自主防災力は、地域ぐるみで高めていくことで組織的な力を発揮できるようになり、より有

効性が高まる。このため、自主防災組織の組織化を促すとともに、自主防災組織の活動能力の
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向上を図るため、リーダーの養成、活動マニュアルの作成、資機材の整備・備蓄場所の確保、

防災訓練等に関し、積極的に支援していく。 

  また、日頃の自主防災組織の活動を通じて、ビデオ、防災パンフレットの活用や研修会の実

施等により防災意識の啓発を図れるよう支援する。 

３ 在宅要配慮者の自主防災力の向上 

  在宅要配慮者（在宅のねたきり、認知症、ひとり暮らしの高齢者、障害者、透析・難病患者、

乳幼児等）が災害に見舞われると、その介護者も含めさまざまな障害に直面する。外部からの

支援が始まるまでには相当の時間を要すると考えられることから、それまでの間、自力で対処

できる能力を高めていく必要がある。 

  福祉関係者及び在宅要配慮者自身と協働で、在宅要配慮者の自主防災力の向上に向けた対策

を講じていく。 

４ 保育所・小中学校及び要配慮者関連施設の自主防災力の向上 

  児童生徒、乳幼児、要介護高齢者、障害者、傷病者等が集まる小中学校及び要配慮者関連施

設が地震によって大きな被害を受けると、多くの人的被害が発生する可能性がある。このため、

各施設の管理者等に対し、地震発生時に的確な対応が図れるよう、消防計画や防災計画の作成、

見直し、防災訓練の定期的な実施について指導する。 

５ 保育所・小中学校における防災教育の推進 

  児童生徒に対する防災教育は、児童、生徒自身の自主防災力を高めるばかりでなく、将来的

に災害に強い人材を育んでいくという意味でも重要である。 

  地震災害に関する知識を深め、地震への対応力を高めるため、各教科、「総合学習」、特別活

動の指導における副読本等教材・資料の作成、避難訓練、応急処置等について、児童、生徒の

発達段階や保育所、学校等の実態に応じた防災教育に取り組んでいく。 
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第３節 町の防災力の向上 
 総務課 住民生活課 
 健康福祉課 まちづくり推進課 
 消防本部 

 

１ 迅速かつ円滑な災害対策本部体制確立のための環境整備 

  地震発生時には、まず来庁者及び職員の安全確保を図るとともに（勤務時間中に発災の場

合）、災害対策本部を迅速・円滑に立ち上げ、各種災害応急対策を遂行する環境を整える必要

がある。このため、あらかじめ次の点について対策を講ずる。 

   来庁者及び職員の避難誘導マニュアルの作成及び訓練 

   庁舎内ロッカー、キャビネット等の転倒・落下防止対策 

   災害対策本部室（会議室）の備品等の備え 

   停電時の自家発電装置の備え 

   職員の食料、水、トイレ等の備え 

２ 防災活動体制の整備 

   職員の動員体制（初動体制）の整備 

   休日・夜間等勤務時間外に地震が発生した場合、的確な初動活動のためには職員を迅速に

動員する必要がある。このため、動員配備表の配布や訓練等を通じて、動員配備基準の周知

徹底を図る。 

   防災関係機関相互の連携体制の整備 

   地震発生時に協力して応急対応を実施する防災関係機関は、共同訓練や情報交換、協定の

締結等日頃から連携した取り組みを実施する。 

   広域的な応援体制の整備 

   人的な応援・受援体制の整備とともに、備蓄する食料や資機材等の広域的な調達体制を整

備する。 

   民間事業者との連携体制の整備 

   民間事業者と協定締結等を進め、燃料の確保、支援物資の管理や輸送等の協力体制を構築

し、迅速な災害応急対策が行えるように努める。 

   複合災害への備え 

   同時又は連続して２以上の災害が発生することにより、被害が深刻化し、災害応急対応が

困難になる事象（例えば、地震に加え、豪雨災害等が発生した場合等）が発生した場合を想

定した体制の確保に努める。 

３ 情報収集・伝達手段の整備 

  地震発生直後は、各現場、県等防災関係機関との間でさまざまな情報交換を行う必要がある

が、携帯電話も含め一般加入電話の輻輳・途絶も想定される。こうした事態においても、適切

な情報収集・伝達が行えるよう、あらかじめ次の点について対策を講ずる。 

   ＩＰ告知放送の維持管理・整備 

   防災行政無線（同報系・移動系）の維持管理・整備（資料２－１参照） 
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   災害時優先電話の指定 

   各種無線運用方法の習熟(マニュアルの作成・訓練) 

   アマチュア無線技士との協力体制の整備 

   その他施設の維持管理・整備 

４ 被害情報収集体制の整備 

  地震後の災害応急対策活動を迅速・的確に遂行するためには、まず、被害状況を適切に把握

する必要がある。そこで、自主防災組織等を活用し、住民から被害情報を入手する体制を整備

するとともに、被害情報収集マニュアルを作成する等して適切な被害情報の収集体制を整える。 

５ 住民への広報体制の整備 

  地震後においては、二次災害防止の呼びかけ、避難勧告・指示等といった緊急情報のほか、

安否情報、給水や物資配布、交通規制情報等さまざまな生活情報を住民に広報することが求め

られる。このため、住民への広報活動を適切に行えるよう、次の点について準備を行う。 

   住民への情報伝達手段の充実 

   ＩＰ告知放送、緊急速報メール、防災行政無線（同報系、停電時使用）等複数の情報伝達

手段の充実 

   防災拠点及び指定避難所としている各学校のパソコンの整備（今後、教育用パソコンを災

害時にも活用することができる体制を整備する。） 

   広報誌（チラシ）の発行体制の整備 

６ 防災関係各機関・団体との連携強化 

  地震後の各種災害応急対策活動は、町及び防災関係機関・団体が連携して実施する。防災関

係機関、団体と連携した活動が適切に行えるよう、あらかじめ次の点について準備を行う。 

   協定等の締結 

   定期的な情報交換の実施 

   実践的な防災訓練の実施 

７ 物資・資機材等の備蓄の推進 

  大規模地震により多数の被災者が発生した場合、飲料水、食料、生活必需品等生活関連物資

や救出救助用資機材が必要となる。そこで、迅速・的確に被災者への支援を行うことができる

よう、県が実施した被害想定等に基づき、公的備蓄型・流通在庫備蓄型の両面から、今後、物

資の備蓄整備を推進する。備蓄にあたっては、次の点に留意する。 

   公的備蓄のための備蓄倉庫の整備 

   発災時に迅速な供給を行えるよう、可能な限り地区ごとに分散して備蓄倉庫を整備する。

その際、水害等の危険性がないよう十分配慮する。 

   流通在庫備蓄のための協定等の締結 

   季節性、地域特性に配慮した備蓄（ストーブ、扇風機等） 

   在宅要配慮者に配慮した備蓄（粉乳、おむつ、食べやすい食品、車イス等） 

   集団生活に配慮した備蓄（プライバシーの確保のための仕切板等） 
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   時間の経過を考慮した備蓄（避難生活が長期化した場合に備えた生鮮食料品等の流通在庫

備蓄体制の整備等） 

   指定避難所等防災拠点を考慮した備蓄 

備蓄目標基準 

 

住民による備蓄 
行政による備蓄 

県及び町 

家庭・ 

自主防災組織レベル 

１人３日分 

（現物を備蓄） 

 

町域レベル  被災者の１日分相当量 

広域レベル  
被災者の１日分相当量 

（現物の公的備蓄又は流通在庫備蓄） 

合 計 ３日分 ２日分 

  （注）矢印は、不足が生じた場合、補完する手順を示す。 

 

参考：公的備蓄型と流通在庫備蓄型の比較 

 公的備蓄型 流通在庫備蓄型 

形 

態 

 平常時から市町村において、必要な品

目及び数量を購入して倉庫に現物を備蓄

するもの 

 卸・小売等業者に協定等により依頼してお

き、災害時に必要品目・数量をそれらの業者

に確保させるもの 

メ
リ
ッ
ト 

・物品確保が確実（迅速確実に対応可）

・計画的な分散備蓄が可能 

・多品目又は大量の調達が可能 

・備蓄（購入、保管）の経費節減可 

・公的機関による在庫管理、品質管理が不要 

・必要量のみの対応可能 

・品質の低下防止が期待できる 

デ
メ
リ
ッ
ト 

・購入費、倉庫建設等の財政負担が必要

・倉庫（建設地）の確保が必要 

・在庫管理の事務が必要 

・物資更新時の処分が困難 

・在庫把握が容易にできない 

・在庫の状況により入手できない場合がある 

・ランニングコストの取り扱いが不明確 

・数量を明確にしない紳士協定においては実

効性が期待しにくい 

 

８ 消防力の充実強化 

  地震時の消防活動を円滑に行えるよう、「消防力の整備指針」、「消防水利の基準」等に基づ

き、消防施設、消防水利等の充実に努めるとともに、次の観点から活動能力の向上に努める。 



 第２編 地震災害対策編 第２章 地震災害予防計画 第３節 町の防災力の向上 

〔本山防〕 154

   消防活動計画の整備 

   大規模地震時における消防機関の消火、救助・救急活動、広域応援活動等の消防活動計画

を定めておく。 

   消防団の強化、活性化 

   なお、消防力等の現況については、資料３－１を参照のこと。 

９ 避難対策 

   地震時において、本町で避難が必要な場合としては、おおむね次の事態が想定される。 

  ア 家屋密集地で火災が発生し、延焼の危険がある場合 

  イ 土砂災害や堤防、ため池の決壊等の危険がある場合 

  ウ 住家が被害を受け、住居に危険がある場合 

   住民が適切に避難できるよう、次の点について避難体制の整備を図る。 

  ア 指定緊急避難場所、指定避難所、避難路、福祉避難所の指定・整備（資料４－１・４－

２参照） 

  イ 指定避難所の収容機能のほか、物資備蓄機能、応急救護機能、情報収集伝達機能等防災

拠点としての機能に着目した施設の整備 

  ウ 指定緊急避難場所、指定避難所、避難路、福祉避難所の住民への周知 

  エ 指定避難所、福祉避難所の開設・運営管理体制の整備（マニュアル作成等） 

   子どもたちの安全確保 

ア 保育所、学校等が保護者との間で、災害発生後、児童生徒等を施設等に待機させるか、

保護者へ引き渡すかの判断等について、あらかじめルールを定めるよう促す。 

イ 小学校就学前の子どもたちの安全で確実な避難のため、災害発生時における保育所等の

施設との連絡及び連携体制の構築に努める。 

   長期的な避難対策 

ア 学校を避難所として指定する場合には、学校が教育活動の場であることに配慮する。 

イ 指定避難所の耐震化、必要な物資や資機材の整備等を図る。 

ウ 要配慮者や男女のニーズの違い等、多様なニーズに十分配慮した物資や資機材の整備を

図る。 

エ 住民に対し、あらかじめ指定避難所の運営管理のために必要な知識等の普及に努める。 
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   指定緊急避難場所・指定避難所等の考え方 

指定緊急避難場所 大地震時に周辺地区からの避難者を収容し、地震後発生する市

街地火災から避難者の生命を保護するために必要な面積を有する

グラウンド、施設等で町が指定するところをいう。 

避難路  広域避難場所等へ通じる道路又は緑道であって、避難圏内の住

民を当該広域避難場所等に迅速かつ安全に避難させるための道路

等をいう。 

指定避難所  地震等の災害による家屋の倒壊、焼失等、現に被害を受けた者

又は現に被害を受けるおそれのある者を一時的に学校、公民館等

既存建築物等に収容し保護する町が指定するところをいう。 

福祉避難所  高齢者、障害者等であって「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し保護するところをいう。 

10 災害時医療体制の整備  

  地震により負傷者が多数発生した場合、管内医療機関の稼働状況の把握、医療救護所の設置、

医療救護班の派遣要請・受け入れ・重傷者の後方搬送、住民への広報等様々な活動が求められ

る。これらの活動を適切に行えるよう、次の観点から災害時医療体制の整備を推進する。 

   医師会、医療機関との連絡体制の整備 

   医療救護班の派遣要請・受け入れ体制の整備（マニュアル作成等） 

   ヘリコプターによる後方搬送体制の整備 

   被災医療機関への支援体制の整備（避難支援、給水等） 

   医療救護活動及び医療救護施設の整備について、本山町災害時医療救護計画を関係者に周

知する。 

   医療救護所、救護病院等を指定し、医療機関管理者等と協議して、それぞれの機能の確保

に努める。 

   地域の医療関係団体や自主防災組織との連携に努める。 

   医療救護所等を設置する場所を、平時から住民に周知する。 

   応急手当等の家庭看護の普及を図る。 

11 二次災害防止体制の整備 

  地震後には、余震等により家屋の倒壊、ため池の決壊、土砂災害等の二次災害が懸念される。

二次災害を防止するためには、地震後、住居や各危険箇所の危険性を把握し、必要に応じて応

急措置や避難の措置をとる必要があるが、危険性の把握にあたっては、建築士、砂防技術者等

専門技能者の協力が必要である。このため、これら専門技術者との連絡体制や活動体制をあら

かじめ整備しておく。 

12 在宅要配慮者対策の推進 

  在宅要配慮者（在宅の寝たきり、認知症、ひとり暮らしの高齢者、身体障害者、透析・難病

患者、乳幼児等）が災害に見舞われると、その介護者も含め様々な障害に直面する。これらの
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人々を支援するため、次の観点から対策を推進する。 

   安否確認体制の整備・更新（避難行動要支援者名簿の作成等） 

   地域での避難等支援体制の整備 

ア 避難者支援等に携わる関係者として本計画に定めた消防機関、警察、民生委員・児童委

員、社会福祉協議会、自主防災組織等に対し、避難行動要支援者本人の同意を得た上で、

あらかじめ避難行動要支援者名簿を提供し、多様な主体の協力を得ながら、避難行動要支

援者に対する情報伝達体制の整備、避難支援、安否確認体制の整備、避難訓練の実施等を

一層図るものとする。その際には、名簿情報の漏えいの防止等必要な措置を行う。 

イ 安全が確認された後に、避難行動要支援者を円滑に指定緊急避難場所から指定避難所へ

移送するため移送方法等についてあらかじめ定めるよう努める。 

   福祉避難所の指定及び周知 

13 社会福祉施設等における防災対策 

   実態把握と継続的な防災対策 

ア 施設管理者は、安全対策シート等により施設の防災対策の実態を把握し、実態を把握し

たうえで、防災上の課題について優先順位を整理のうえ、防災対策マニュアルを整備し、

防災対策に取り組む。 

イ 施設管理者は、職員一人ひとりが災害時に適切な行動がとれるように、全職員が参加し

た防災対策に継続的に取り組む。 

   施設・設備の安全確保対策 

施設管理者は、施設の耐震化に努める。また、立地環境、建物の構造及び入居者の状況等

を踏まえた適切な安全確保対策を実施する。 

ア 火災報知器、スプリンクラー、緊急地震速報受信機等の整備 

イ 非常用電源、備蓄物資及び防災用資機材の設置場所の嵩上げ等 

ウ 垂直避難のための器具等の整備 

エ 危険物の管理 

オ 家具及び書棚等の転倒防止対策 

   施設入所者の避難対策 

ア 地域の災害特性の把握 

施設管理者と町は、施設の立地する地域の災害について、正しい知識及び対応の方法に

ついて習得に努める。 

イ 施設入所者の避難計画の作成 

施設管理者、町及び住民は、夜間・休日における災害の発生や状況によっては再度避難

することを想定する等、現実的な避難誘導計画を防災対策マニュアル等の中で作成する。

また、消防機関や自主防災組織等と連携した避難体制づくりを進める。 

   長期的な避難と広域連携 

ア 施設管理者と町は、広域的な避難に備え、県内及び県外の同種又は類似の施設との相互

の避難と受け入れに関する災害協定の締結に努める。 
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イ 避難生活の長期化等に備え、介護職員等の派遣体制の整備に努める。 

ウ 各施設は、他事業所等から支援を受けることを想定し、必要な受援マニュアル等の整備

に努める。 

14 防災ボランティア活動の活性化のための環境整備 

  防災ボランティア活動は、活動を通じて防災知識の習得や人的なネットワークの形成が図ら

れる等、自らの防災力を向上させることにも結びつく。このため、次の観点から、防災ボラン

ティア活動の活性化に向けた環境整備を推進する。 

   防災ボランティア活動に関する普及啓発 

   ボランティアの活動拠点の整備 

   自発的な支援を受けるための環境整備 

15 実践的な防災訓練の推進 

  町及び住民等の防災力を向上させ、防災関係機関・団体等との連携を強化するため、また、

本計画の実効性の検証等防災上の課題を把握するため、定期的に広域的な総合防災訓練、情報

収集・伝達や参集等の個別訓練、図上シミュレーション訓練の実施を推進する。 

  訓練種目の例として次のようなものがある。（自主防災組織訓練及び防災ボランティア訓練

を含む。） 

   避難勧告等の伝達訓練 

   災害対策本部設置訓練（初動体制の確立訓練） 

   非常参集訓練 

   情報収集・伝達訓練 

   消火、救急・救助訓練 

   医療救護訓練 

   避難訓練 

   初期消火訓練           住民を対象 

   応急手当訓練 

   要配慮者等へ配慮した訓練 

住民等が参加して行う避難訓練を実施する際には、高齢者や障害者等の要配慮者のニーズ

に十分配慮し、地域において支援する体制が整備されるように努めるとともに、男女のニー

ズの違い等、多様な視点に十分配慮するよう努める。 

16 広域避難者の受け入れ検討 

 指定避難所として指定する際に併せて広域一時滞在の活用を含め、他の市町村からの被災者

を受け入れることができる施設等をあらかじめ決定しておくように努める。 

17 各種データの整備保存 

 戸籍、住民基本台帳、不動産登記、地籍、公共施設、地下埋設物等の情報及び測量図面等の

整備保存並びにバックアップ体制の整備に努める。 
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第１節 地震災害時における組織体制の

確立 

 全 部 
 
 

 

 町内に地震が発生した場合は、災害応急対策を迅速かつ強力に推進するため、法令及び本計画

の定めるところによってその活動体制に万全を期する。 

 この場合において、防災関係機関の協力を得て、組織を挙げて災害応急対策活動にあたるもの

とする。 

 

第１ 動員配備体制 

１ 配備体制 

  災害応急対策に対処するため、状況下に応じて次の体制をとる。 

区分 配備体制 配備基準 

動員規模 

①責任者、②配備の指示者、 

③動員規模 

災

害

対

策

本

部

設

置

前 

地震警戒配備 ① 本町において震度４の地震を

観測したとき[自動配備] 

② その他、町長が必要と認めた

とき 

①総務課長（防災担当者） 

②町長 

③関係する部（一般対策編 第３

章第１節第１参照）の職員数名を

動員する。 

災

害

対

策

本

部

の

設

置 
地震非常配備 ① 本町において震度５弱以上の

地震を観測したとき[自動配

備] 

② その他、町長が必要と認めた

とき 

①本部長、②本部長  

③すべての職員を動員する。 

 また、勤務時間外に地震が発生

した場合には、まず、すべての職

員を動員することとし、初期活動

が終了した時点で、動員数を調整

する。 

配備時期等 組織体制 

  初期の活動が終了し、災害対

策本部の体制が整ってからの活動

体制とする。 

 別紙１のとおりとする。（第１

編第３章第１節「活動体制の確

立」に定める本部体制と同様であ

る。） 

２ 動員の要領 

 ⑴ 動員命令 
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   動員は、予想され又は発生した災害の種類、規模等を勘案し、災害対策本部開設前にあっ

ては町長の、開設後にあっては本部長の命令によって行うものとする。 

 ⑵ 待機すべき職員の指示 

  ア 動員が指令された場合においては、総務課長は上司の指示を受け、関係課長等と協議し

待機職員の範囲人員等について必要な調整を行うものとする。 

  イ 関係職員の待機は原則として勤務時間を限度とするが、情勢によりその必要があると認

められる場合は、勤務時間外においても待機させることがある。（本庁内待機） 

  ウ 配備職員は、勤務時間以後自宅等において待機する場合においても、本部からの指示に

直ちに応ずることができるように、連絡先等を事前に知らせておく等、常に自己の所在を

明らかにするよう心掛けなければならない。（自宅待機） 

 ⑶ 非常召集 

  ア 夜間、休日等勤務時間外において配備を速やかに行うため、関係職員を登庁させる必要

があると認められる場合においては、総務課長は上司の指示を受け関係職員の招集の措置

をとるものとする。 

  イ 非常招集は、原則として本庁近辺に居住し、登庁の便宜を有する者を中心に行い、順次

遠距離在住者に及ぶものとする。 

３ 職員の参集等 

 ⑴ 勤務時間外における緊急配備体制 

  ア 勤務時間外においては、職員の自動参集とする。職員は、地震を感じた場合、ラジオ・

テレビにより本町の震度（又は高知県中部の震度）に関する情報を確認し、動員配備基準

に基づいて直ちに参集する。 

  イ 勤務時間外において、道路の寸断等のため所属に参集できない場合は、 寄りの指定避

難所に参集する。 

 ⑵ 参集時の留意事項 

   職員は、参集にあたり、次の点に留意する。 

  ア 服装 

    応急活動ができる服装とする。 

  イ 緊急措置 

    参集途上において、火災の発生又は人身事故等に遭遇したときは、住民の協力を求め、

消火・救急・救助活動を行う。ただし、現場に消防職員がいる場合には、その活動を引き

継ぎ、庁舎等に参集する。 

  ウ 情報収集 

    参集途上においても、各地区の次のような被害状況等について情報収集し、参集時に所

属課長等に報告する。 

   ・幹線道路等の状況 

   ・建物の倒壊、損傷の状況 

   ・火災の発生、消火活動の状況 
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   ・被災者及び救助活動の状況 

   ・ライフラインの状況 

  エ 参集報告 

    各課長等は、職員の参集状況及び各職員が参集時に収集した被害情報等を集約し、総務

課に報告する。 

 

第２ 災害対策本部の設置 

 町長は、町域に災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に応じて、迅速かつ的確

な災害対策を実施する必要があると認めたとき、災害対策基本法第23条の２及び本山町災害対策

本部条例に基づき、本山町災害対策本部（以下「本部」という。）を設置する。 

１ 本部の設置 

 ⑴ 設置及び廃止の基準 

設置基準 ① 本町において震度５弱以上の地震を観測した場合【自動設置基準】 

② その他、町長が必要と認めた場合【判断設置の基準】 

廃止基準 ① 本部長（町長）が、予想された災害の危険が解消したと認めた場合 

② 災害応急対策がおおむね完了したと認めた場合 

 ⑵ 設置及び廃止の通知 

   本部を設置又は廃止したときは、直ちにその旨を次の表の区分により、報告、通知、公表

するとともに、本部の標識を掲示する。 

報告・通知・公表先 連絡担当者 報告・通知・公表の方法 

住民 総務課長 ＩＰ告知放送、防災行政無線（同報

系、停電時使用） 

【参考】一般情報の提供では緊急速報

メールも使用 

県知事 総務課長 高知県総合防災情報システム、県防災

行政無線、ファクシミリ、電話、口

頭、その他迅速な方法 

警察署長 総務課長 ファクシミリ、電話、口頭、その他迅

速な方法 

隣接市町長 総務課長 県防災行政無線、ファクシミリ、電

話、口頭、その他迅速な方法 

その他防災関係機関 総務課長 ファクシミリ、電話、口頭、その他迅

速な方法 

報道機関 政策企画課長 電話、口頭、文書、高知県総合防災情
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  報システム（Ｌアラート経由で情報提

供） 

 ⑶ 設置等権限の代理者 

   本部の設置又は廃止の決定権限は、町長にあるが、町長が不在の場合の職務代理順位者

は、次のとおりとする。 

職務権限順位 １ 副町長 ２ 教育長 ３ 総務課長 

 ⑷ 本部の設置場所及び設置する者 

   本部を設置する場合、次のスペースを確保する。所定の場所に確保できない場合は、被災

を免れた 寄の公共施設等に設置する。関係資機材の設置は本部事務局を中心に職員が協力

して行う。 

   なお、ＩＰ告知放送及び防災無線の放送室は本山町役場１階にあるため、災害時における

放送室の機能確保を実施する必要がある。 

スペースの名称 設置場所 機 能 等 設置の条件 

本部会議室 本山町役場第１会議室 

＊代替施設 

本山町プラチナセンター 

・本部会議及び被害対策

調整会議を開催するた

めのスペース 

必ず確保 

本部室 本山町役場総務課 

 

＊代替施設 

本山町プラチナセンター 

・情報の集約・分析のた

めのスペース 

【配置備品】 

・白地図 

・ボード 

・通報受付専用電話 

・県防災行政無線 

・衛星電話 

・災害時優先電話 

 （発信専用） 

必ず確保 

プレスルーム 本山町役場第２会議室又は

本山町プラチナセンター 

・記者発表を行うための

スペース 

状況に応じて

確保 

応援期間事務室 本山町コミュニティー消防

センター２階広間又は本山

町プラチナセンター 

・自衛隊等応援機関が事

務を執るためのスペー

ス 

状況に応じて

確保 

災害ボランティ

アセンター 

本山町社会福祉会館（本山

町社会福祉協議会） 

 

・ボランティアの受け入

れ及び活動調整等を行

うスペース 

状況に応じて

確保 
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２ 本部の組織 

 ⑴ 本部長（町長） 

   本部長は、本部の事務を総括し、本部職員を指揮監督する。 

 ⑵ 副本部長（副町長・教育長） 

   副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。 

 ⑶ 本部員（課長職の職員・消防団長） 

   本部員は、本部長の命を受け、本部の事務に従事するとともに、所属職員を指揮監督す

る。 

 ⑷ 本部会議 

   本部会議は、災害対策本部の活動に関する基本方針や、重要かつ緊急の防災措置に関する

協議を行うため、本部長が必要の都度招集する。ただし、本部長は、極めて緊急を要し本部

会議を招集するいとまがない場合は、副本部長又は関係本部員等との協議をもって、これに

代えることができる。 

   また、重大な災害が発生した場合、本部に防災・減災アドバイザーを加え、専門的な意見

を聞くことができる。 

  ア 本部会議の構成員 

    本部長、副本部長、本部員 

  イ 事務分掌（協議事項） 

   (ア) 災害応急対策の基本方針に関すること。 

   (イ) 動員及び配備体制に関すること。 

   (ウ) 各部間調整事項に関すること。 

   (エ) 避難勧告・指示及び警戒区域の設定に関すること。 

   (オ) 自衛隊災害派遣要請に関すること。 

   (カ) 他市町村への応援要請に関すること。 

   (キ) 国、県及び関係機関との連絡調整に関すること。 

   (ク) 災害救助法の適用に関すること。 

   (ケ) 現地災害対策本部に関すること。 

   (コ) その他災害応急対策の重要事項に関すること。 

 ⑸ 部及び班 

   本部における部・班の組織及びそれぞれの所掌事務については、別紙１に定めるところに

よる。 

 ⑹ 現地情報連絡班 

  ア 本部を設置した場合、あらかじめ別に定める職員により現地情報連絡班を編制し、各地

区の情報を収集する。 

  イ 班員は、各地区の集会所、消防屯所等（連絡の取れる場所）において、各区長、消防団

員等と密に連絡を取り合い、災害についての情報を収集し、本部に伝達する。 

  ウ 班員は、配備後、直ちに待機場所及び連絡方法（電話、無線等）を本部に連絡する。 



第２編 地震災害対策編 第３章 地震災害対応計画 第１節 地震災害時における組織体制の確立  

〔本山防〕 163 

 ⑺ 現地災害対策本部 

   災害の状況により、本部長が必要と認めるときは、災害現場付近に現地災害対策本部を設

置し、災害応急対策活動の指揮を行うものとする。 

  ア 現地災害対策本部の開設 

   (ア) 本部長は、前記⑴～⑶の者のうちから現地災害対策本部長を、また本部職員のうちか

ら現地災害対策本部員を指名し、現地へ派遣する。 

   (イ) 現地災害対策本部を開設したときは、立看板、のぼり等で表示する。 

  イ 現地災害対策本部の責務 

   (ア) 災害の状況、災害現場出動部隊の活動状況を的確に把握し、住民の安全確保、被害の

拡大防止をする。 

   (イ) 出動機関相互間の指揮及び情報連絡体制の総括を図る。 

   (ウ) 入手した情報を逐次災害対策本部へ報告する。 

 

第３ 応援要請及び支援の受け入れ 

１ 他市町村、県への応援要請及び受け入れ 

 ⑴ 町長（本部長）は、災害応急対策の実施に当たって必要な場合、県知事及び他市町村長に

対して応援を要請する。 

 ⑵ 応援要請及び受け入れは、総務課を窓口として行う。 

２ 緊急消防援助隊等の応援要請及び受け入れ 

 ⑴ 町長（本部長）は、消防本部と協議し、自らの消防力のみで対処できないと判断した場

合、次の応援要請を行い、これを適切に受け入れる。 

  ア 県知事に対する緊急消防援助隊の応援要請 

  イ 協定に基づく他市町村（消防機関）への応援要請 

 ⑵ 応援要請及び受け入れは、総務課が消防本部と協議して行う。 

 ⑶ 応援隊到着後の活動の調整は、消防本部が行う。 

３ 自衛隊の災害派遣要請依頼及び受け入れ 

 ⑴ 町長（本部長）は、災害が発生し、人命又は財産の保護のため必要があり、かつ、その実

態がやむを得ないと認めるもので、他の要員を確保する組織等がない場合、災害対策基本法

第68条の２に基づき、県知事に対して自衛隊の災害派遣要請を依頼し、派遣が認められた場

合には、これを適切に受け入れる。 

 ⑵ 災害派遣（撤収）要請の依頼及び受け入れは、総務課を窓口として行う。 

 ⑶ 災害派遣部隊到着後の活動の調整は、総務課が行う。 

４ 防災関係組織間及び公共的団体との連絡調整 

 ⑴ 災害対策本部を設置した場合、本部室へ消防職員及び警察官の派遣を求める等、消防本部

及び警察署との連絡調整体制を確保する。 

 ⑵ ボランティアとの連携を図るため、必要に応じて、町災害ボランティアセンターを社会福

祉協議会内（本山町社会福祉会館）に設置する。 
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 ⑶ 災害対策本部を設置した場合、防災関係機関及び公共的団体との間の連絡調整を図るた

め、「災害対策調整会議」を原則として毎朝夕開催する。 

 ⑷ 救出、捜索、火災現場で複数の防災関係機関及び公共的団体が活動する場合、「現場災害

対策調整会議」を適時開催して、関係者間の連絡調整を図る。 

 ⑸ 「災害対策調整会議」及び「現地災害対策調整会議」の庶務は、総務課が処理する。 

５ ボランティアとの連携体制 

  災害対策本部を設置した場合、ボランティアとの連携を図るため、社会福祉協議会は、必要

に応じて本山町社会福祉会館に「本山町災害ボランティアセンター」を設置し、ボランティア

活動の調整等を行う。 
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別紙１ 本部組織図 
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２ 本部各部・班の事務分掌 

 

部 班 事   務   分   掌 

本部事務局 

◎総務課長 

○政策企画課長 

○議会事務局長 

庶務班 １ 災害対策全般に関する事項 

２ 災害対策本部に関する事項 

３ 各部、各班との連絡、調整に関する事項 

４ 自衛隊の災害派遣要請連絡に関する事項 

５ 各部に対する指令、情報等の伝達に関する事

項 

６ 応急対策について、職員の動員派遣に関する

事項 

７ 災害予算その他財政に関する事項 

８ 災害関係経費の支出に関する事項 

９ 災害対策用備品等購入に関する事項 

情報連絡班 １ 災害即報に関する事項 

２ 報道機関との連絡調整に関する事項 

３ 災害の警報等に関する事項 

４ 被害情報の収集に関する事項 

５ 関係機関との連絡に関する事項 

６ 義援金品の受け入れ等に関する事項 

７ その他災害関係の広報に関する事項 

８ 消防団との連絡に関する事項 

救助部 

◎健康福祉課長 

○住民生活課長 

救助班 １ 部内の連絡調整に関する事項 

２ 被災者に対する救援物資（食料、衣料、その

他身回り品等）の確保、備蓄並びに配給に関す

る事項 

３ 災害救助法の適用、生活保護法の適用に関す

る事項 

４ 被災者に対する世帯更生資金等融資に関する

事項 

５ 被災者児童及び母子世帯の援護に関する事項 

６ 被災者に対する炊き出しに関する事項 

７ 被災者の避難、誘導、収容等応急救助に関す

る事項 

８ 被災による身元不明の死者の収容並びに埋火

葬に関する事項 

９ 被災者の安否問い合せに関する事項 
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 保健衛生班 １ 災害時における食品衛生、飲料水に関する事

項 

２ 医療救護所の設置運営に関する事項 

３ 災害地の清掃、消毒防疫に関する事項 

４ 救護に関する事項 

５ 被災者の医療、助産に関する事項 

６ 被災者の保健指導に関する事項 

建設部 

◎建設課長 

建設班 １ 部内の連絡調整に関する事項 

２ 災害対策のため建設業者に対する連絡調整に

関する事項 

３ 建築物の災害対策に関する事項 

４ 災害救助用応急仮設住宅の建設及び住宅の応

急修理に関する事項 

５ 道路、橋梁、河川等の災害対策に関する事項 

６ 水防資材の確保備蓄に関する事項 

７ 土木施設、建築物等の応急復旧用資材の確保

並びに輸送に関する事項 

水道班 １ 部内の連絡調整に関する事項 

２ 簡易水道施設の応急復旧に関する事項 

３ 被災者に対する飲料水供給に関する事項 

経済部 

◎まちづくり推進課

長 

経済班 １ 部内の連絡調整に関する事項 

２ 災害対策用物資の確保に関する事項（救助用

物資の調達あっせん含む） 

３ 被災商工業者に対する応急金融に関する事項 

４ 主要食料の需給調整及び農業用資材の確保に

関する事項 

５ 農産物の被害調査及び災害対策に関する事項 

６ 災害時における病害虫の防除に関する事項 

７ 農地及び農業用施設の災害対策に関する事項 

８ 造林及び林道施設の災害対策に関する事項 

９ 農道の災害対策に関する事項 

教育部 

◎教育次長 

教育班 １ 部内の連絡調整に関する事項 

２ 町立保育所・小中学校の災害対策に関する事

項 

３ 災害時における教材教具の調達指導に関する

事項 

４ 被災学校及び被災児童、生徒の授業に関する

事項 

５ 災害時における学校給食に関する事項 
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  ６ 被災児童、生徒の救護に関する事項 

７ 文化財、公民館等の災害対策に関する事項 

８ 災害対策に協力する婦人会等との連絡調整に

関する事項 

病院部 

◎病院事務長 

病院班 １ 部内の連絡調整に関する事項 

２ 関係機関との連絡調整に関する事項 

３ 災害予算その他財政に関する事項 

４ 被害情報の収集に関する事項 

５ 入院患者の救護に関する事項 

６ 入院患者の給食に関する事項 

７ 医薬品の調達確保に関する事項 

８ 救助部救助班への看護師派遣に関する事項 

９ 医療救護所の設置協力等に関する事項 

出先機関部 

◎社会福祉会館長 

福祉センター班 １ 地区の災害対策全般に関する事項 

２ 本部との情報連絡に関する事項 
 

 備 考 

 １ 各部、班の任務はこの表のとおりであるが、事務の繁閑に応じ、随時各部、班の事務を応

援する。 

 ２ この表に分担任務のない職員は、特命による事務を担当するとともに、必要に応じ各部、

班の事務を応援する。 

 ３ 各班に係を置く必要があると認める場合は、班長において適宜に係を設け、係長及び係員

をあらかじめ指名しておく。 

 ４ 各部長が事故あるときは、所属の課長補佐が、また課長、課長補佐ともに事故あるときは

主務班長が代理所掌する。 

 ５ 本表に定めのない事項について必要な場合は、本部会議において決定する。 

 ６ 各班で得た情報、各班で決定若しくは処理した事項で、本部又は他の部、班でも承知して

おく必要があると認められる事項については、速やかに関係部、班に連絡する等適宜に措置

を講ずる。 
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第２節 地震発生後おおむね30分以内の

活動（最初期活動） 

 全 部 
 
 
 

 

 おおまかな被害状況を把握し、人命の安全確保という観点から、町の防災力だけで消火・救助

等に対応できる規模の被害か、応援を要請する必要がある規模の災害かを判断し、その結果を県

及び国（消防庁）に報告する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

震
度
５
弱
以
上
の
地
震
発
生 

全
職
員
が
自
動
参
集 

勤
務
時
間
外
の
場
合
は
、 

１ 災害対策本部の立ち上げ 
  及び庁舎内の安全確保 

２ 概括的な被害情報の収集 
  ・伝達及び応援要請 

３ 住民への注意の呼びかけ  情報連絡班 

４ 報道機関への情報提供   情報連絡班 

・概括的被害情報の把握及び県、国（消

防庁）への伝達 

・県に対する応援要請 

 ※情報収集により、大規模な消火・ 

救助活動等が必要と判断した 

場合 

※電話取材が殺到し、情報収集・伝達

等に支障を来す可能性があるので、本

計画に基づき適切に対処する。 

※30分以内では全職員

で対応していく。 

本部事務局 

本部事務局 



第２編 地震災害対策編 第３章 地震災害対応計画 第２節 地震発生後おおむね30分以内の活動（ 初期活動） 

〔本山防〕 170

１ 災害対策本部の立ち上げ及び庁舎内の安全確保 

   震度５弱以上の地震を観測した場合、自動的に災害対策本部を設置する。 

   本部事務局は、直ちに庁舎内の来庁者及び職員の安全を確保するとともに、本部室を設置

する。 

   非常電源及び無線機能の確認を行う。 

   電源、通信機能に障害がある場合、直ちに電力会社及び通信事業者に対応を要請する。 

２ 概括的な被害情報の収集・伝達及び応援要請 

   活動方針 

  ア 本部事務局は、震度５強以上の地震を観測した場合、覚知後30分以内で可能な限り早く

概括的な被害情報を収集し、火災・災害等即報要領（昭和59年10月15日消防災267号（平

成12年11月改正））に基づき、分かる範囲で、県及び国（消防庁）に報告する（被害の有

無を問わない。）。これは、県や国が広域的な応援体制を判断する上で重要な情報であり、

遅滞なく報告する。 

  イ 消防本部は、119番通報が殺到した場合、上記にかかわらず県及び国（消防庁）にその

旨を報告する。 

  ウ 収集した情報により、大規模な消火・救助活動等が必要と判断した場合、町長（本部

長）は直ちに県に対し、ヘリコプター、緊急消防援助隊、自衛隊等の応援を要請する。 

   収集・判断すべき情報 

  ア 家屋倒壊による下敷きや土砂災害による生き埋め等要救出現場の発生数（概数、概数が

不明の場合は被害規模等を類推できるような状況報告） 

  イ 救急要請、火災の発生件数（概数、概数が不明の場合は被害規模等を類推できるような

状況報告） 

  ウ 緊急消防援助隊、県消防防災ヘリコプター、自衛隊等応援の必要性 

  エ 孤立し情報の確認できない地区の発生状況 

  オ その他特記すべき事項 

   情報の収集要領 

  ア 勤務時間内発災の場合 

   (ア) 庁舎及び庁舎近辺の被害状況から類推する。 

   (イ) 消防署及び警察署と連係し、119番、110番通報の状況を把握する。 

  イ 勤務時間外発災の場合 

   (ア) 参集途上に把握した被害状況から類推する。 

   (イ) 消防署及び警察署と連係し、119番、110番通報の状況を把握する。 

３ 住民への注意の呼びかけ 

  本町で震度５弱以上の地震を観測した場合、情報連絡班は、ＩＰ告知放送、緊急連絡メー

ル、防災行政無線（同報系・停電時使用）等あらゆる手段を用いて注意を呼びかける。 
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【案文】 

 こちらは本山町災害対策本部です。 

 ただいま、震度○○の地震が発生しました。 

 火を消してください。 

 身の回りを確認し、危険がある場合は、安全な場所に避難してください。 

 今後、余震が予想されます。ちょっとした衝撃でかわらや看板などが落ちてきたりする場

合がありますので、十分注意してください。 

 ラジオやテレビの情報に注意し、落ち着いて行動してください。 

（繰り返す） 

４ 報道機関への情報提供 

   報道対応の責任者は総務課長とし、報道マニュアルに基づいて対応する。 

   プレスルームを本山町役場第２会議室又は本山町プラチナセンターに設置し、総務課長が

報道機関への災害情報の提供を、時間を決めて行う。 

   報道機関からの取材については、情報連絡班が対応する。 
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第３節 地震発生後おおむね24時間以内

に開始する活動 

 全 部 
 
 
 

 

 被害状況を把握し、必要に応じて他機関やボランティアの応援を得ながら、人命の安全確保、

被災者の生活の確保という観点から必要な対策を実施する。把握した情報及び実施した対策につ

いては、毎日広報紙（チラシ）にまとめて指定避難所等で配布する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
15 ライフライン施設の応急対策   ライフライン事業者 

14 遺体の検案等        救助部 

初

期

活

動

の

終

了
 

１ 被害情報の収集・伝達    本部事務局・各部 

２ 住民への広報・報道対応   本部事務局 

３ 医療救護          病院部 

４ 二次災害の防止       本部事務局 

５ 重要道路の確保       建設部 

６ 要配慮者及び児童      救助部・教育部 

  生徒の安全確保 

７ 災害救助法の適用      本部事務局 

８ 消防活動          消防団 

９ 行方不明者の捜索      救助部・消防団 

10 避難誘導          本部事務局・救助部 

11 指定避難所の設置・運営   救助部 

12 給 水           建設部、経済部 

13 食料、生活必需品等の確   救助部・経済部 

  保・供給 
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１ 被害情報の収集・伝達 

   本部事務局は、概括的な被害情報の収集・伝達後、県の定める様式に従った被害状況の調

査が適切に行える体制を各部と協議して整える。 

   本部事務局は、各班からの報告を取りまとめ、報告時点で判明している 新の情報を、高

知県総合防災災情報システムを通じて県に報告する。 

   災害の規模が大きく、町の情報収集能力が著しく低下した場合は、県に応援を求める。 

   応急対策が終了した場合（災害対策本部を廃止した場合）、災害報告取扱要領に基づき15

日以内に確定報告を県に対して行う。 

２ 住民への広報・報道対応 

   住民への広報 

  ア 発災当日の段階においては、ＩＰ告知の放送及び緊急速報メール、町防災行政無線（同

報系、停電時使用）により逐次住民に情報を提供する。 

  イ 以降、各部の協力を得て、被害状況や対策の状況を記した広報紙（原則としてＡ３判片

面のチラシ形式）を毎日作成し、指定避難所等で配布する。 

  ウ 上記のほか、町で活用し得るあらゆる広報手段を用いて広報活動を行う。 

  エ 在宅要配慮者への広報にあたっては、民生委員・児童委員、ボランティア等を通じてき

めの細かい広報に努める。 

【広報紙（チラシ）の掲載項目例（発災当初の段階）】 

○ 町長声明（励まし及び対策の方針） 

○ 二次災害注意情報 

○ 被害速報 

○ 電気・ガス・水道情報 

○ 医療情報 

○ 交通情報 

○ 食料・水・生活物資情報 

   報道対応 

  ア プレスルームを本山町役場第２会議室又は本山町プラチナセンターに設置し、報道機関

への災害情報の提供を時間を決めて行う。 

  イ 報道機関からの取材については、情報連絡班を窓口として対応する。 

３ 医療救護 

   嶺北中央病院は、災害時における入院患者等の安全確保を図るとともに、被災傷病者の応

急処置を含む外来治療及び搬送される重病者等の入院を含む受け入れを行う。 

   町内の医療機関の被災状況及び負傷者の受け入れ体制を確認する。 

   負傷者の発生状況を勘案し、必要と認める場合には、県に対して医療救護班の派遣を要請

するとともに、医療救護所を設置する。 

   重症患者を町外にヘリコプターで後方搬送する必要が生じた場合には、県に対し、受け入
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れ施設の確保とヘリコプターの派遣を要請する。 

４ 二次災害の防止 

   余震等による二次災害を防止するため、次の対策を実施する。 

  ア 指定避難所施設の点検 

  イ 町有施設の点検 

  ウ 町所管道路、橋梁等構造物の点検 

  エ 民間建物の応急危険度判定（県と連携して実施） 

  オ 水害危険箇所、土砂災害危険箇所の点検 

  カ 危険物施設の点検（消防本部に要請） 

   必要な場合、県、防災関係機関、応急危険度判定士、災害ボランティア等の応援を要請

し、二次災害対策に万全を期す。 

   二次災害のおそれがあるときは（応急危険度判定において「危険」と判定された民間建物

を含む。）、避難の勧告・指示等の措置をとる。 

   上記により把握した二次災害に関する情報を逐次広報する。 

５ 重要道路の確保 

   パトロール等を実施して町内の重要道路の被害及び道路上の障害物の状況を把握するとと

もに、国土交通省四国山地砂防工事事務所吉野川砂防出張所、土木事務所、警察署等関係機

関と連絡を密にし、道路被害の状況及び交通状況を把握する。 

   被災者の移送、被災地への緊急物資の輸送等の緊急輸送を確保するために必要と認めると

きは、県公安委員会（高知東警察署）に災害対策基本法第76条に基づく交通規制を要請す

る。また、町道の破損、決壊その他の事由により交通が危険である場合、道路法第46条に基

づく通行の禁止又は制限措置を施す。 

   被害状況等に基づき、効率的な防災活動が展開可能となるよう、次の点を考慮し、本山町

建設業協会等の協力を得て重要道路の応急措置を行う。 

   なお、町道以外の道路については、各々の道路管理者に応急措置を要請する。 

  ア 消火活動、救出活動上重要な道路 

  イ 救急医療上重要な道路（病院やヘリポートのアクセス道路） 

  ウ 緊急物資の輸送上重要な道路 

  エ 広域応援受け入れ上必要な道路 

６ 要配慮者及び児童生徒の安全確保 

   在宅要配慮者及び要配慮者関連施設入所者等の安全を確保するため、社会福祉協議会、民

生委員・児童委員等の協力を得て、次の対策を講ずる。 

  ア 在宅要配慮者の安否確認 

  イ 在宅要配慮者の社会福祉施設等への緊急入所 

  ウ 福祉避難所の開設 

  エ 要配慮者関連施設入所者等の状況把握及び支援 

   児童、生徒が在園、在校中に地震が発生した場合、児童、生徒の状況を各保育所・小中学
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校から把握し、負傷者等が発生した場合は適切な処置を指示するとともに、必要な場合は移

送車の確保等支援を行う。 

７ 災害救助法の適用 

   大規模な地震が発生し、町における被害が災害救助法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、町長（本部長：本部事務局）は、県知事に対して災害救助法

の適用の要請を行う。 

   県の機能等に甚大な被害が発生し、被害状況等の報告が一時的に不可能な場合は、内閣府

に対して緊急報告を行う。 

８ 消防活動 

   活動方針 

  ア 消防本部は、消防計画に基づき、本山町災害対策本部及び消防団と連携して必要な消防

活動にあたる。 

  イ 緊急消防援助隊等他消防機関の応援が必要と判断したときは、県又は他消防機関に対し

て応援の調整を要請する。 

  ウ 町長（本部長）は、自衛隊の応援が必要と判断したときは、県に対して応援要請する。 

   地震災害時における消防活動の基本方針 

  ア 消火活動の優先 

    地震災害は人命に対する多様な危険現象が複合的に発生するが、 も被害を増幅するも

のは、二次的に発生する火災である。したがって、地震時における警防活動は、人命の安

全確保を図るための消火活動を優先させることを原則とし、総力を挙げて出火防止と火災

の早期鎮圧及び拡大防止を図るものとする。 

    また、火災が各地に続発した場合は、あらかじめ指定する防御地区を優先し、避難の安

全確保活動を展開するものとする。 

  イ 人命の救助、救急活動 

    地震時には、家屋倒壊、障害物の落下、がけ崩れ、自動車等車両の衝突、危険物の漏洩

などが複合的に発生し、大規模災害に発展することが予想されることから、必要に応じ、

人員・資機材を活用し、人命救助活動を実施し、安全確保に努める。 

  ウ 安全避難の確保 

    地域住民が災害地から避難が完了するまで、火災の鎮圧と拡大防止を図り、避難援護の

防御活動に努める。 

９ 行方不明者の捜索 

   家屋倒壊による下敷きや土砂災害による生き埋め等により多数の行方不明者が発生した場

合、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関係機関と緊密に連携し、的確な情報の把握に

努める。 

   救出活動にあたっては、消防団、消防署、警察署、自衛隊派遣部隊等と連携を密にし、迅
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速に実施する。 

   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本部長（町長）に報告するとと

もに、必要に応じ、各種協定等に基づき関係機関、業者、団体等の協力を要請する。 

   生き埋め等により多数の行方不明者が発生した場合、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。 

10 避難誘導 

   次の場合、避難の勧告、指示、警戒区域の設定等必要な避難措置を講じることとし、ＩＰ

告知放送、町防災行政無線（同報系、停電時使用）、ハンドマイク等によりその内容を伝達

し、町職員、自主防災組織、消防団、消防職員及び警察官等あらゆる手段を用いて安全な場

所へ誘導する。この場合、事前に安全な避難経路を検討し、危険な箇所を表示するほか、必

要に応じて誘導員を配置し事故防止に努める。また、高齢者、障害者、児童、病弱者等の避

難行動要支援者に配慮して誘導する。 

  ア 火災の延焼により危険が迫っているとき 

  イ 二次災害として水害、土砂災害、危険物災害等の危険が迫っているとき 

  ウ その他災害の状況により、町長が必要と認めるとき 

   避難の勧告・指示にあたっては、できる限り当該地域住民に次の事項を明示し、安全かつ

迅速に避難させる。 

  ア 避難を要する理由 

  イ 避難勧告・指示の対象地域 

  ウ 避難先とその場所 

  エ 避難経路 

  オ 注意事項 

   警戒区域の設定 

   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、人の生命又は身体に対す

る危険を防止するため、特に必要があると認めるときは、町長は、災害対策基本法第63条に

基づく警戒区域を設定する。 

   避難の勧告、指示、警戒区域の設定は、各根拠法令に基づき、町、警察官、県知事の命を

受けた者、災害派遣を命じられた部隊等の自衛官により行われる場合がある。町は、混乱を

きたさないよう、これらの機関と緊密な情報交換を行う。（災害対策基本法第61条、警察官

職務執行法第４条、自衛隊法第94条） 

   避難の措置を講じた場合、次の事項について県知事に速やかに報告する。 

  ア 避難の勧告・指示の発令者 

  イ 発令日時 

  ウ 発令の理由 

  エ 避難対象地域 

  オ 避難対象世帯数及び人員数 

  カ 避難先 
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   町長は、避難の必要がなくなったときは、直ちにその旨を公示する。また、町長は、その

旨を県知事に報告する。 

 

【案文】 

  こちらは本山町災害対策本部です。 

  ○時○分、土砂くずれの危険があるため、○○地区に避難勧告（指示）が出されま

した。○○地区の方は消防団の指示に従って○○へ避難してください。 

  繰り返します。 

  ○時○分、土砂くずれの危険があるため、○○地区に避難勧告（指示）が出されま

した。○○地区の方は消防団の指示に従って○○へ避難してください。 

11 指定避難所の設置・運営 

   地震により住宅を失った者、余震等により住家が二次災害に見舞われる可能性のある者、

高齢者、障害者等で停電、断水等により日常生活に支障をきたす被災者については、指定避

難所を開設し保護する。 

   受入期間は、被災者が住宅を修理、新築する等住宅を確保することができるまでの期間又

は応急仮設住宅へ入居できるまでの期間とする。ただし、教育施設等に関しては、学校教育

の実施に支障のない範囲及び期間とするよう配慮する。 

   身体等の状況が特別養護老人ホーム又は短期入所施設等へ入所するに至らない程度の者で

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在宅要配慮者については、福

祉避難所に搬送する。 

   震度５弱以上の地震を観測した場合は、まず自動的にすべての指定避難所を開設し、その

後、状況に応じて調整する。 

   指定避難所を設置した場合は、避難者名簿を作成する。名簿により、避難者人員、傷病者

の有無、その他必要な事項を確認し、必要事項を町長に報告するとともに、食料品、飲料

水、生活必需品、学用品等の要供給数の把握に活用する。 

   指定避難所においては、広報紙（チラシ）等を通じて逐次避難者に情報を伝達する。 

   必要な場合、医療救護班の指定避難所への派遣を要請し、検診等を実施する。 

   指定避難所の運営にあたっては、避難所運営マニュアルに基づくとともに、避難者や町災

害ボランティアセンターに登録しているボランティアの協力も積極的に受ける。 

   食事の供与の状況、トイレの設置状況等の把握に努め、必要な対策を講じる。 

   避難者の健康管理、プライバシーの保護、要配慮者の特性や男女のニーズの違い等多様な

視点に配慮した指定避難所の運営に努める。 

   集団的な避難生活が困難な要配慮者のために、指定避難所内に福祉避難スペースを設置す

るとともに、状況によっては、福祉避難所等への移動を調整する。 

   指定避難所に滞在することができない被災者に対しても、必要な物資の配布、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。 

   必要に応じ、指定避難所における家庭動物のためのスペースや飼育用のゲージ等の確保に
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努める。 

12 給 水 

   断水時の給水は、次の方針で実施する。 

   なお、町のみで対応が困難な場合は、他の水道事業者に応援を要請する。 

  ア 水の確保 

    飲料水については配水池。雑用水については学校プール等より確保する。（高知県中央

東福祉保健所に水質検査を依頼） 

  イ 給水量と期間 

    給水は、飲料水を得られない者に対し、１人１日３ を限度として行う。期間は原則と

して７日以内であるが、被害状況及び復旧状況により必要な場合は延長する。 

   指定避難所、嶺北中央病院、福祉避難所等、災害時緊急給水対象施設については、給水タ

ンク等で個別に給水する。 

   戸別給水でないため、特に高齢者や障害者にとっては水の運搬が大きな負担となる。この

ため、必要な場合は、町災害ボランティアセンターに登録しているボランティアに対し、在

宅要配慮者への支援を要請する。 

   応急復旧は、①配水池への送水管路 ②医療機関 ③医療救護拠点 ④地域防災拠点への

管路 ⑤給水区域拡大のための仮設配水管路の順とする。 

  給水拠点候補地 

・本山町役場 

・本山小学校 

・嶺北高等学校・嶺北中学校 

・本山町社会福祉会館 

・東部コミュニティセンター 

・吉野公民館 

13 食料、生活必需品等の確保・供給 

   指定避難所への避難者、住家の被害により炊事のできない者等災害時に食料を確保するこ

とができない者に対する食料の供給は、原則として指定避難所において、次の方法により行

う。 

  ア 町備蓄物資の放出 

  イ 農協の協力による調達 

  ウ 「高知県内市町村災害時応援協定」（資料１－５参照）に基づく県内市町村への応援要

請 

  エ 高知農政事務所に対する米穀及び乾パン等の供給要請（県を通じて要請） 

   炊き出しは、地域住民や自主防災組織が、町やボランティア等と協力して実施する。必要

に応じて日本赤十字社高知県支部に応援を要請する。 

   災害による住家被害等により、日常生活に欠くことのできない被服、寝具その他の衣料品

を消失又は毀損し直ちに日常生活を営むことが困難な者に対する生活必需品等の供給は、原

則として指定避難所において、次の方法により行う。 

  ア 町備蓄物資の放出 
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  イ 農協、商工会の協力による調達 

  ウ 「高知県内市町村災害時応援協定」（資料１－５参照）に基づく県及び県内市町村への

応援要請 

   要配慮者に対し、優先的に配分する。 

   被災地で求められる物資は、時間の経過とともに変化することを踏まえ、時宜を得た物資

の調達に留意する。 

   在宅での避難者、応急仮設住宅として供与される賃貸住宅への避難者、所在が把握できる

広域避難者に対しても物資等が供給されるよう努める。 

   町で調達できない場合は、不足分を県に要請する。また、必要に応じて日本赤十字社高知

県支部に毛布等の配布を要請する。 

14 遺体の検案等 

   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。 

   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。 

   遺体の身元の識別又は埋葬が行われるまでの間、遺体は町が設置する安置所に集め一時保

存する。 

   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。 

   火葬場や、柩等埋葬に関する手配を速やかに行う。 

   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。 

  身元不明遺体等の広報にあたっては、警察署、消防署等関係機関と協議の上、統一的に行

う。 

15 ライフライン施設の応急対策（一般対策編第３章第２０節を参照） 

電気、ガス、電話、簡易水道等、被害を受けたライフライン施設の復旧を速やかに実施す

る。 
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第４節 地震発生後おおむね24時間以降 

    に開始する活動 

 全 部 
 
 
 

 

 必要に応じて、他機関の応援を得ながら被災者の生活の確保、自立支援という観点から必要な

対策を実施する。被災者支援のための情報については、広報紙（チラシ）にまとめて指定避難所

で配布する。 

 

１ 廃棄物処理 

  し尿及び廃棄物の収集・処理については、次のとおり実施する。 

  なお、今後、「震災廃棄物対策指針」（平成10年10月22日環衛第86号）に基づき、「震災廃棄

物処理計画」を策定することとし、その計画に基づいた廃棄物処理体制の整備を図るものとす

る。 

   し尿の処理 

  ア トイレが使用不能となった場合、簡易トイレ（備蓄を計画中）等のほか、リース業者か

ら仮設トイレを借り上げ、指定避難所、その他必要と認める箇所に設置する。 

イ し尿処理施設の被害状況及び指定避難所の避難者数を把握し、汲み取りを要する地域の

優先度を設定する。 

ウ 処理に必要な人員、物資を調達する。 

  エ 町のみで対応が困難な場合は、県を通じて他市町村等に応援を要請する。 

オ し尿処理計画を作成し、被災者及び関係者に周知し、し尿処理を計画的に実施する。 

   生活系ごみ（生活ごみ及び粗大ごみ）処理 

  ア 災害後、必要な場合は、通常の排出場所のほか、指定避難所等に仮設ステーションを設

置する。 

  イ 処理施設の機能に障害を与えないよう、可燃物及び不燃物の分別排出の徹底について、

町防災行政無線（同報系）や広報紙（チラシ）を通じて住民に周知する。 

  ウ 一度に処理できない場合は、学校のグラウンド、公園等の中から一時保管場所を選定す

る。 

  エ 町のみで対応が困難な場合は、県を通じて他市町村等に応援を要請する。 

  オ 生活系ごみや災害廃棄物の処理計画を作成し、被災者及び関係者に周知し、生活系ごみ

処理を計画的に実施する。 

   災害廃棄物の処理 

   災害時にはがれき等の災害廃棄物が発生するが、その処理に関しては次の点に留意する。 

  ア 処理対象 

    個人住宅等から排出されるがれき等 

    なお、公共・公益施設及び大規模企業の事業所等から発生する災害廃棄物は、それぞれ

自己処理を原則とする。 
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  イ 仮置場等の確保 

    倒壊家屋数等から災害廃棄物の発生量を予測し、必要な機材や事前に検討しておいた仮

置場を確保する。 

  ウ その他 

    破砕・分別等を徹底し、木材やコンクリート等のリサイクルに努める。 

    災害廃棄物には、危険物等を含むことが想定され、関係者の安全確保を行う。 

２ 消毒及び保健衛生 

   衛生活動。 

ア 浸水等により防疫活動が必要となった場合、福祉保健所の指導を受け、防疫活動を実施

する。 

  イ 被災地域の衛生状態を把握後、消毒活動の実施計画を作成し、必要人員、物資を調達す

る。 

  ウ 町のみで対応が困難な場合は、県を通じて他市町村等に応援を求める。 

  エ 被災状況及び感染症等の発生又は発生が予想される地域等を迅速に把握して対策方針を

決定の上、防疫班を編成し、防疫活動を実施する。 

   保健活動 

  ア 被災地域の住民の健康状態を把握し、健康相談、栄養指導、心のケアを含め対策を行

う。 

  イ 保健活動の実施計画を作成し、必要人員、物資を調達する。 

  ウ 関係機関の協力を得て、保健活動を実施し、要配慮者については、特に、配慮する。 

  エ 住民の健康状態をもとに、必要に応じて医療機関や福祉保健所、介護福祉の関係機関へ

のつなぎを行う。 

  オ 町のみで対応が困難な場合は、県を通じて他市町村等に応援を求める。 

３ 教育対策 

   応急教育の実施 

  ア 教育委員会及び学校長は、教育施設や教員の被災により授業が長時間にわたって中断す

ることを避けるため、県教育委員会と十分な調整を図り、施設や教員の確保に努める。 

  イ 教育委員会及び学校長は、施設の被害又は児童生徒、教員の被災の程度によっては、県

教育委員会と協議の上臨時休校の措置をとる。 

   学用品の給与 

   災害によって住家に被害を受けた児童生徒等で、学用品を消失又は毀損し、就学に支障を

きたしている者については、災害救助法の基準に基づき、学用品を給付する。 

   心の健康対策の実施 

   教育委員会及び学校長は、町及び福祉保健所等と連携し、被災した児童生徒の心の健康管

理に十分配慮し、カウンセリングの実施等心に傷を受けた児童生徒の心の健康保持に努め

る。 
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４ 保育対策 

  災害により、保育所施設が被災した場合、職員は速やかにその状況を町に報告する。この場

合において、当該施設の応急措置を実施する等安全が確保され、保育体制が整うまでは、保育

事業は再開しない。 

  また、災害により保育士が不足する場合は、町内での調整及び県への派遣要請により確保す

る。 

５ 応急仮設住宅等の住宅対策 

   住家被害調査 

   被害状況判定基準に基づき住家被害調査を行い、その結果を被災者台帳としてまとめる。

被災世帯が多数で迅速な処理が困難な場合は、各部の協力を得て体制を拡大する。また、調

査方法等に高度な専門知識・技術が求められる場合は、学識経験者等の協力を得て、より客

観的な調査に努める。 

   住宅ニーズの把握及び住宅相談の実施 

   被災者台帳を基に住宅ニーズを把握する。また、必要に応じて住宅相談窓口を町庁舎、避

難所に設置し、被災者の住宅ニーズの把握及び情報提供等に努める。 

   住宅対策の実施方針 

   住宅対策（災害にかかった住宅の応急修理、障害物の除去及び応急仮設住宅の設置）は、

災害救助法が適用された場合には同法に則って実施する。災害救助法の救助の対象とならな

い災害においては、災害の状況により必要に応じて対策を実施する。 

   公営住宅等のあっせん 

   必要な場合、公営・民間住宅等の空家情報を収集し、状況に応じてあっせんを行う。 

   応急仮設住宅の整備 

応急仮設住宅の建設用地を確保する。災害援助法を適用された場合、県からの委託を受け

応急仮設住宅を整備する。 

   応急仮設住宅の運営管理 

各応急仮設住宅の適切な管理運営を行うものとする。この際、応急仮設住宅における安

心、安全の確保、孤立死や引きこもり等の防止及び住民のための心のケア、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、生活者の意見を反映で

きるように配慮する。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。 

   住宅の応急修理 

住宅が半壊又は半焼し、自らの資力では応急処理ができない方に対して応急修理を行う。 

   野外施設の設置 

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。 

６ 犬、猫、特定動物等の保護及び管理 

   災害の発生に伴う動物の保護及び危害防止に対応するため、県や住民等による協力体制を

確立する。 
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   指定避難所、応急仮設住宅へのペット同行避難者の受け入れ方法を検討する。 

   地域における被害動物相談及び災害死した動物の処理を行う。 

   県が整備する動物救護本部が動物救護施設を町内で開設する場合は建物又は用地の確保等

に協力する。 

   民間団体の活動は、負傷動物の治療、飼い主及び里親探しを実施するとともに、動物救護

施設に収容されている動物の飼育管理や健康管理を行う。 

７ 生活再建支援のための情報提供・相談・巡回受付 

   広報紙（チラシ）による再建支援情報の提供 

   生活再建支援に関わる各部、県及び防災関係機関等からの情報を集約し、臨時の広報紙

（チラシ）を発行して被災者・被災事業者に情報提供を行う。 

   災害住民相談の実施 

  ア 被災者が各種の相談を身近に受けられるよう、県、防災関係機関、関係事業者等の協力

を得て、災害住民相談を実施する。 

  イ 相談体制は、災害の状況及び時間経過に応じて適時見直しを行う。 

  ウ 相談の場に足を運びにくい高齢者や障害者に配慮し、必要に応じて指定避難所等への巡

回相談を実施する。 

   各種申請の巡回受付 

   被災者の各種申請（災害弔慰金等の支給・貸付、被災者生活再建支援金の支給、税の減免

等）の便宜を図るため、県及び防災関係機関等の協力を得て指定避難所等での巡回受付活動

を必要に応じて実施する。 

８ り災証明書の発行 

   り災証明書は、租税、保険料等の減免及び徴収猶予や住宅新築・補修に要する資金の貸付

等の各種公的融資等を実施する場合に必要とされることから、被災者台帳を基に、住民から

申請があった場合、速やかにり災証明書を発行する。 

   証明の範囲は、災害対策基本法第２条第１項に規定する被害の範囲で、次の事項について

証明する。 

  ア 住家・住家以外の建物の被害 

   (ア) 全壊・全焼 

   (イ) 流失 

   (ウ) 半壊・半焼 

   (エ) 床上浸水 

   (オ) 床下浸水 

  イ 人的被害 

   (ア) 死亡 

   (イ) 行方不明 

   (ウ) 負傷 

  ウ その他の物的被害 
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   必要な場合、避難所等でも申請を受け付けることのできる体制をとる。 

９ り災者の心のケア対策の実施 

   基本方針 

   災害に伴い被災者は、さまざまな精神症状に陥ることがある。これらの症状については、

個別的な対策を行うことが必要であることから、福祉保健所や関係機関と連携の上、速や

か、かつ、きめ細かな対策を講じる。 

   対策例 

  ア 精神科医師、保健師等による精神科救護所の設置及び巡回相談、電話相談の実施 

  イ 広報紙（チラシ）等を通じた被災者への情報提供 

  ウ 小・中学校における児童生徒へのカウンセリング 

10 災害弔慰金等の支給・貸付 

  災害弔慰金の支給等に関する条例の定めるところにより、災害弔慰金、災害障害見舞金の支

給並びに災害援護資金の貸付を行う。なお、資金の貸付については、このほか、県社会福祉協

議会等の制度もあるので、住民に対して広報紙（チラシ）を通じて周知を図る。 

11 被災者生活再建支援金の支給 

  被災者生活再建支援法の対象となる災害が発生した場合、次の事務を適切に処理し、被災者

の自立再建の円滑化に資する。事務処理にあたっては、「被災者生活再建支援制度－事務の手

引き－」（被災者生活再建支援基金 財団法人都道府県会館被災者生活再建支援基金部）を参

考とし、県との連絡調整を密に行う。 

   住宅の被害認定 

   り災証明書等必要書類の発行 

   被害世帯の支給申請に係る窓口業務 

   支給申請書の必要書類のとりまとめ及び県への送付 

   使途実績報告書のとりまとめ及び県への送付 

   制度の周知 

12 税の減免等 

   被災者の納税すべき町税について、条例の規定に基づき、申告、申請、請求、その他の書

類の提出又は納付若しくは納入に関する期日の延長、税（延滞金を含む。）の徴収猶予及び

減免の措置を災害の状況に応じて実施する。 

   その他の税（国税・県税）の措置に関する情報に留意し、必要に応じて住民に周知する。 

   減免の範囲及び種類は次表のとおりとする。 
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  町税の減免の範囲及び税額 

区 分 減免する範囲 減免する税額 

町民税 

（県民税含む） 
納期未到来分 全 額 

固定資産税 〃 〃 

軽自動車税 〃 〃 

特別土地保有税 〃 〃 
  

   減免を希望する被災者は、役場に備え付けの減免申請書により必要事項を記入し、り災証

明書（被災者台帳により確認できるものは不要）を添えて住民生活課に申請する。 

13 被災農林水産事業者、中小企業への情報提供 

  災害に見舞われた被災農林水産事業者、中小企業に対しては、国等による各種の融資制度が

あり、災害後これらの融資制度の適用条件等について確認の上、被災した事業者に周知する。 

14 公共施設等の災害復旧・復興 

   被災した公共施設の災害復旧は、被災施設の原形復旧とあわせ、再度の災害発生を防止す

るため、応急復旧終了後、被害の程度を勘案し、必要な施設の新設又は改良等を行う。実施

に当たっては、復旧・復興の基本的方向を定め、被害の状況に応じ重要度と緊急度の高い施

設から復旧工事を優先して行う。 

   必要な場合は、本山町震災復興対策本部を編成し、総合的な復興体制を構築する。 

   「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」に基づく激甚災害の指定を

迅速に受けられるよう、災害の状況を速やかに調査するとともに、県が行う事務に対して積

極的に協力する。 

15 労務の提供（一般対策編第３章第２３節を参照） 

応急対策のための人員の確保を行う。 

16 自発的支援の受け入れ（一般対策編第３章第２６節を参照） 

ボランティアや義援金等の自発的な支援を積極的に受け入れる。 
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第５節 自衛隊の災害派遣 
 
 
 
 

 

 （一般対策編第３章第２７節を参照） 

 

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には、速やかに自衛隊に災害派

遣の要請を行い、円滑な災害派遣活動が実施できるよう受け入れを行う。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

第４章 南海トラフ地震  
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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 防災関係機関が地震発生時の災害応急対策として行う事務又は業務の大綱 

  本町の地域に係る地震防災に関し、本町の区域内の公共的団体その他防災上重要な施設の管

理者（以下「防災関係機関」という。）の処理すべき事務又は業務の大綱については、第１編

第１章第４節「防災関係機関の責務と処理すべき事務又は業務の大綱」に準ずるものとする。 
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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、直ちに本山町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、本山町災害対策本部設置条例及び本山

町災害対策本部運営要領に定める。 

３ 災害応急対策要員の参集 

   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。 

   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。 
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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 

   物資等の調達手配 

  ア 地震発生後に行う災害応急対策に必要な物資、資機材（以下「物資等」という。）の確

保を行う。 

  イ 県に対して管轄区域内の居住者、公私の団体（以下「居住者等」という。）及び観光客、

ドライバー等（以下「観光客等」という。）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。 

   人員の配置 

   人員の配備状況を県に報告する。 

   災害応急対策等に必要な資機材及び人員の配置 

  ア 防災関係機関は、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。 

２ 他機関に対する応援要請 

   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 高知県内市町村災害時相互応援協定（資料１－５、１－６参照） 

   (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 高知県消防防災ヘリコプター応援協定（行方不明者の捜索）（資料１－７参照） 

   (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

署等に総務課員を派遣するなど防災関係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。 
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   (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。 

   必要があるときは、 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、 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 

 ⑴ 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、第１編第３章第３節「情報の収集・伝達」及び

第４節「通信連絡」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、第１編第３章第８節「避難活動等」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。 

順 位 職     名 

第１順位 副町長 

第２順位 教育長 

第３順位 総務課長 

 ⑵ 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、第１編第３章第８節「避難活動等」に準ずる。 

 ⑶ 施設の緊急点検・巡視 

   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緊急点検・巡視等を実施し、当該建物の被災状況等の

把握に努める。 

 ⑷ 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、第１編第３章第９節「災害拡大防止活動」に準ずる。 

 ⑸ 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
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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「本山町災害時医療救護計

画」に基づき、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、第１編第３章第７節「警戒活動」、第９節「災害拡大防止

活動」及び第15節「医療・助産」に準ずる。 

   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。 

   輸送活動 

   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、第１編第３章第10節「緊急輸送活動」に準ずる。 

   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、第１編第３章第16節「消毒・保健衛生」に準ずる。 

   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村及び県に要請し、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村及び県に要

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、第１編第３章第17節「廃棄物処理」に準ずる。 

   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
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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。 

   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。 

   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、障害者に配慮した構造、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、第１編第３章第20節「応急仮設住宅の建設等」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。 

   指定緊急避難場所、指定避難所 

   避難路 

   消防用施設 

   消防活動を確保するための道路 

   緊急輸送を確保するために必要な道路の整備 

   社会福祉施設の改築又は補強 

   小学校、中学校の改築又は補強 

   ため池 

   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 

   町及び防災関係機関は、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、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。 

    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。 

   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。 

   南海トラフ地震に伴い発生すると予想される震動及び津波に関する知識 

   地震・津波に関する一般的な知識 

   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 

   職員等が果たすべき役割 

   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 

   今後地震対策として取り組む必要のある課題 

   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。 

   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 

   地震・津波に関する一般的な知識 

   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 

   正確な情報入手の方法 

   防災関係機関が講ずる災害応急対策等の内容 

   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 

   各地域における避難地及び避難路に関する知識 

   避難生活に関する知識 

   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、出荷防止、ブロックべ

いの倒壊防止等の家庭内対策の内容 

   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。 

   南海トラフ地震に伴い発生すると予想される地震動、津波及び山津波（土石流等）に関す

る知識 

   地震、津波及び山津波（土石流等）に関する一般的な知識 
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   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 

   保育士及び教員が果たすべき役割 

   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。 

   ＩＰ告知放送、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 

   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 

   南海トラフ地震に備える広報紙（チラシ）の発行 

   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。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


