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「周南市地域防災計画本編・震災対策編【令和４年改訂（案）】」新旧対照表 

旧 新 

１ 山口県地域防災計画修正に伴うもの 

【本編】                                  

第１編 総則 

第１章 計画の方針 

第５節 防災関係機関の処理すべき業務の大綱及び市民・事業所のとるべき措置 

１．市 

（１０）避難の勧告又は指示及び避難者の誘導並びに避難所の開設に関すること 

２．指定地方行政機関 

中国地方整備局山口河川国道事務所 

（１）直轄公共土木施設（道路）の計画、整備、災害予防、応急復旧及び災害復旧に関する

こと。 

５．指定公共機関 

日本銀行（下関支店） 

災害発生時における通貨の円滑な供給確保、金融の迅速適切な調整及び信用制度の保

持運営に関すること。 

 

 

第２章 防災面からみた周南市の概況 

第１節 地理的条件 

（１）人口   １４４，８４２人（平成２７年度国勢調査） 

（２）世帯数   ６１，９９９世帯（平成２７年度国勢調査） 

 

 

第２編 平常時からの備え 

第１章 防災意識・知識の普及啓発 

第２節 防災知識の普及啓発 

第１項 市の役割 

３．市民に対する普及啓発 

発災時に、市民が的確な判断に基づき行動できるよう、災害についての正しい知識や防

１ 山口県地域防災計画修正に伴うもの 

【本編】 

第１編 総則 

第１章 計画の方針 

第５節 防災関係機関の処理すべき業務の大綱及び市民・事業所のとるべき措置 

１．市 

（１０）避難の指示等及び避難者の誘導並びに避難所の開設に関すること 

２．指定地方行政機関 

中国地方整備局山口河川国道事務所 

（１）国管理国道の計画、整備、災害予防、応急復旧及び災害復旧に関すること。 

 

５．指定公共機関 

日本銀行（下関支店） 

災害発生時において、銀行券の発行ならびに通貨および金融の調節を行うとともに、銀行

その他の金融機関の間で行われる資金決済の円滑の確保を図り、もって信用秩序の維持

に資すること。 

 

第２章 防災面からみた周南市の概況 

第１節 地理的条件 

（１）人口   １３７，５４０人（令和２年度国勢調査） 

（２）世帯数   ６３，２８９世帯（令和２年度国勢調査） 

 

 

第２編 平常時からの備え 

第１章 防災意識・知識の普及啓発 

第２節 防災知識の普及啓発 

第１項 市の役割 

３．市民に対する普及啓発 

避難情報発令時、特別警報・警報・注意報発表時及び発災時に、市民が的確な判断に
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災対応について、イベント及び研修会・講演会等の開催、広報紙、パンフレット、ポスター、

消防庁が提供している「防災・危機管理ｅカレッジ」、その他インターネット及び報道媒体等

を活用し、次のようなことを普及啓発する。 

 

（１） 家庭での予防・安全対策 

(追加) 

ア ２～３日分の食料、飲料水等の備蓄 

イ 非常持ち出し品（救急箱、懐中電灯、ラジオ、乾電池等）の準備 

ウ 消火器の普及 

エ 保険・共済等への加入 

 

(追加) 

（２） 避難場所での行動 

（３） 災害時の家庭内の連絡体制の確保 

（４） 災害時の地域内の避難体制の確保 

（５） その他 

 

 

第４章 火災の予防 

第１節 一般火災予防 

第５項 消防力の充実・強化 

４．消防施設等の充実・強化 

（１）消防施設等の整備 

ア～エ （略） 

オ (追加) 

カ (追加) 

キ (追加) 

 

 

 

 

第６項 文化財防火対策の推進 

２．文化財防火対策の推進 

基づき行動できるよう、災害についての正しい知識や防災対応について、イベント及び研

修会・講演会等の開催、広報紙、パンフレット、ポスター、消防庁が提供している「防災・危

機管理ｅカレッジ」、その他インターネット及び報道媒体等を活用し、次のようなことを普及啓

発する。 

（１） 家庭での予防・安全対策 

① ハザードマップ等を用いた災害リスクの確認 

② 災害リスクを踏まえた避難行動や避難先の確認 

③ ２～３日分の食料、飲料水等の備蓄 

④ 非常持ち出し品（救急箱、懐中電灯、ラジオ、乾電池等）の準備 

⑤ 消火器の普及 

⑥ 保険・共済等への加入 

 

（２）防災気象情報、避難に関する情報、５段階の警戒レベルに対応した取るべき行動 

（３）避難場所での行動 

（４）災害時の家庭内の連絡体制の確保 

（５）災害時の地域内の避難体制の確保 

（６）その他 

 

第４章 火災の予防 

第１節 一般火災予防 

第５項 消防力の充実・強化 

４．消防施設等の充実・強化 

（１）消防施設等の整備 

①～④ （略） 

⑤ 地震災害に対する災害応急対策を円滑に実施するため、消防施設の耐震化等の対

策について計画的な整備を行う。 

⑥ 風水害による浸水等の発生が想定される場合には、被害の回避、低減する対策につ

いて計画的な整備を行う。 

⑦ 感染症流行時に業務継続が困難となるおそれがあるため、施設及び設備の感染防止

対策について計画的な整備を行う。 

 

第６項 文化財防火対策の推進 

２．文化財防火対策の推進 
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（１）防火設備の整備充実 

ア 消火設備の整備 

消火器、消火用水槽等を建造物の延面積に応じた能力の設備に整備する。 

 

ウ その他設備の拡充 

避雷装置、消火進入道路、防火塀、防火帯、防火壁、防火井戸等の整備促進を図る。 

 

エ (追加) 

 

 

 

（３）防火意識の普及啓発 

ア (略) 

(イ) 防火訓練の実施（通報、消火、重要物件の搬出、避難等総合的に行う。） 

 

 

第５章 自然災害に強いまちづくり 

第１節 市土の現況と保全の対策 

第４項 ため池 

１．現況 

市内のため池は、築造後相当な年月が経過したものが多く、農業従事者の減少や高齢化

の進行により管理がなされていない老朽化したものも多く存在する。  

２．対策 

  ため池の決壊は市民の生命・財産に重大な被害をもたらすことから、その実態把握や

適切な整備及び維持管理、漏水等の異常を発見できる組織づくりなどにより、ため池災害

の未然防止に努める。 

 

第２節 災害危険区域の設定 

第２項 危険区域の設定 

２．防災重点ため池 

（１）選定の基準 

（２）設定の状況 

  上記基準により選定している。 

（１）防火設備の整備充実 

① 消火設備の整備 

消火器、スプリンクラー、ドレンチャー、放水銃、消火用水槽等を建造物の延面積に応じた

能力の設備の整備を図る。 

③ その他設備の拡充 

避雷装置、火除地、消防道路、消防倉庫、防火塀、防火帯、防火壁、防火井戸等の整備

促進を図る。 

④ 防火設備の修理・更新 

文化庁の「国宝・重要文化財（美術工芸品）を保管する博物館等の防火対策ガイドライン」

に基づく定期的な点検や消防設備点検などで確認された不具合・老朽化等に対する確実

な修理・更新等を図る。 

（３）防火意識の普及啓発 

① (略) 

イ 防火訓練の実施（地域住民、市町消防・消防団との連携協力により、通報、消火（初期

消火体制の構築・強化）、重要物件の搬出、避難等総合的に行う。） 

 

第５章 自然災害に強いまちづくり 

第１節 市土の現況と保全の対策 

第４項 農業用ため池 

１．現況 

市内の農業用ため池は、築造後相当な年月が経過したものが多く、農業従事者の減少や

高齢化の進行により管理がなされていない老朽化したものも多く存在する。  

２．対策 

  ため池の決壊は市民の生命・財産に重大な被害をもたらすことから、ため池の適正な管

理及び保全が行われる体制の整備などにより、ため池災害の未然防止に努める。 

 

 

第２節 災害危険区域の設定 

第２項 危険区域の設定 

２．防災重点農業用ため池 

（１）指定の基準 

（２）設定の状況 

  上記基準により指定している。 
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第３節 農地の保全対策 

第１項 農地防災事業の整備対策 

洪水、高潮、土砂崩壊、溢水等に対して、農地、農業用施設等を防護するため、湛水防

除、ため池補強、農地保全、海岸保全、地滑り防止、防災ダム、土砂崩壊防止等の対策を

防災事業長期計画に基づいて実施する。 

１．湛水防除事業の促進 

  豪雨時の湛水による農地、農業用施設、農作物等の被害の発生を防除するため、湛水

地域に対し、湛水防除の調査計画をし、施設整備事業の実施を図る。 

２．ため池等整備事業 

３．農地保全整備事業 

  豪雨等の災害による農地の被害を防止するため、特殊土壌地帯、急傾斜地帯の農用

地を対象に、災害防止とともに農地の流失防止のため、農地保全事業の実施を進める。 

４．海岸事業 

  高潮及び浸蝕による被害から海岸を防護し、もって国土保全に資するため、農林水産

省所管海岸保全区域について海岸堤防の整備を図る。 

５．地滑り対策事業 

  地滑り現象を防止し、国土保全に資するため、農林水産省所管地滑り防止区域につい

て、地滑り防止施設の整備を図る 

６．防災ダム事業 

  洪水による被害を未然に防止するため、洪水調節用ダム及び関連施設整備事業の実

施を図る。 

 

第６章 産業災害の予防 

第２節 危険物等災害予防 

第５項 ガス工作物、ガス用品の災害予防対策 

２．ガス用品の災害予防対策（ガス事業法） 

（１）粗悪なガス用品による危険及び障害の発生を防止するため、ガス用品製造事業者及

びガス用品輸入事業者に対する立入検査、改善命令及び災害防止命令を行うことにより、

ガス用品の安全性を確保する。 

（２）ガス用品製造事業者及びガス用品輪入事業者の行う予防対策（法第１４５条） 

ガス用品製造事業者及びガス用品輸入事業者に対し、技術基準適合義務を定めること 

により、事故発生を防止する。 

 

第３節 農地の保全対策 

第１項 農地防災事業の整備対策 

農地防災事業は、農用地・農業施設の自然災害の発生を未然に防止し、農業生産維持

及び農業経営の安定を図り、併せて国土及び環境保全に資することを目的に実施する。 

 

１．（削除） 

 

 

１．ため池等整備事業 

３．（削除） 

 

 

４．（削除） 

 

 

２．地すべり対策事業 

  地すべり現象を防止し、国土保全に資するため、農林水産省所管地すべり防止区域に

ついて、地すべり防止施設の整備を図る。 

６．（削除） 

 

 

 

第６章 産業災害の予防 

第２節 危険物等災害予防 

第５項 ガス工作物、ガス用品の災害予防対策 

２．ガス用品の災害予防対策（ガス事業法） 

（１）粗悪なガス用品による危険及び障害の発生を防止するため、ガス用品製造事業者及 

びガス用品輸入事業者に対する届出、立入検査、改善命令及び災害防止命令を行うこと

により、ガス用品の安全性を確保する。 

（２）ガス用品製造事業者及びガス用品輪入事業者の行う予防対策（法第１４５条、第１４６

条） 

ガス用品製造事業者及びガス用品輸入事業者に対し、技術基準適合義務・適合性検査 

を定めることにより、事故発生を防止する。 
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第９項 毒物劇物の災害予防対策 

４．災害予防対策 

（１）毒物劇物取扱施設の災害予防対策（毒物及び劇物取締法第１１条） 

ウ 指導対策 

（ア）立入検査（毒物及び劇物取締法第１７条） 

（２）毒物劇物の災害予防対策（毒物及び劇物取締法第１６条第１項） 

イ 指導対策 

（ア）立入検査（毒物及び劇物取締法第１７条） 

 

第７章 危険家屋の移転促進及び土砂災害対策改修促進 

第２節 崖地近接危険住宅の移転促進 

４．国の補助制度 

（２）危険住宅に代る住宅の建設、購入に要する経費 

 

第８章 交通災害の予防 

第１節 海上災害の予防 

第２項 危険物等の大量流出対策 

油、有害液体物質等の海上への流出・排出等にかかる防止対策については、海洋汚染

等及び海上災害の防止に関する法律（昭和４５年法律第１３６号。以下「海防法」という。）に

より各種の規制がなされている。 

  また、油の流出に係る海洋汚染防止への対応については、油汚染事件への準備及び

対応のための国家的な緊急時計画（平成９年１２月１９日閣議決定）及び海上保安庁が作

成した排出油防除計画が策定されており、必要な対策が推進されている。 

２．対応体制の整備 

（２）連携協力体制の確保 

ア 油・危険物の海上流出事故等が発生した場合における防災対策に備え現在、関係機

関、団体、事業所を構成員とする「周南地区海上安全対策協議会」により、官民一体となっ

た海上災害への対応がなされており、その連携強化を図る。 

 

第３項 協力支援体制の整備 

関係機関、事業所等は、海上災害の防止・防除活動の迅速円滑な対応を図るため、従

来から関係者相互間で協定等を締結してきているが、さらにその充実を図っていく。 

  なお、周南地区海上安全対策協議会では、航行安全対策部会に「仙島水道航行安全

第９項 毒物劇物の災害予防対策 

４．災害予防対策 

（１）毒物劇物取扱施設の災害予防対策（毒物及び劇物取締法第１１条） 

③ 指導対策 

ア 立入検査（毒物及び劇物取締法第１８条） 

（２）毒物劇物の災害予防対策（毒物及び劇物取締法第１６条第１項） 

② 指導対策 

ア 立入検査（毒物及び劇物取締法第１８条） 

 

第７章 危険家屋の移転促進及び土砂災害対策改修促進 

第２節 崖地近接危険住宅の移転促進 

４．国の補助制度 

（２）危険住宅に代わる住宅の建設（購入を含む。）及び改修に要する経費 

 

第８章 交通災害の予防 

第１節 海上災害の予防 

第２項 危険物等の大量流出対策 

油、有害液体物質等の海上への流出・排出等にかかる防止対策については、海洋汚染等

及び海上災害の防止に関する法律（昭和４５年法律第１３６号。以下「海防法」という。）によ

り各種の規制がなされている。 

  また、油の流出に係る海洋汚染防止への対応については、油汚染事件への準備及び

対応のための国家的な緊急時計画（平成１８年１２月８日閣議決定）及び海上保安庁が作

成した排出油防除計画が策定されており、必要な対策が推進されている。 

２．対応体制の整備 

（２）連携協力体制の確保 

① 油・危険物の海上流出事故等が発生した場合における防災対策に備え現在、関係機

関、団体、事業所を構成員とする「周防地区海上安全対策協議会」により、官民一体となっ

た海上災害への対応がなされており、その連携強化を図る。 

 

第３項 協力支援体制の整備 

関係機関、事業所等は、海上災害の防止・防除活動の迅速円滑な対応を図るため、従来

から関係者相互間で協定等を締結してきているが、さらにその充実を図っていく。 

なお、周防地区海上安全対策協議会では、海難防止対策部会及び排出油等防除部会
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対策委員会」及び「外国船舶安全対策検討委員会」を、海上災害対策部会に「台風・津波

等船舶災害防止対策検討委員会」を設置し、課題ごとに関係機関の緊密な連携及び具体

的な対策を検討している。 

   

 

第９章 災害救助物資・財源の確保 

第１節 災害救助物資の確保 

第２項 飲料水の供給 

１．応急給水活動計画 

  市は、応急給水に係る給水拠点、給水基準、給水体制等の応急給水活動計画を定め

ておく。 

２．給水拠点の整備 

  応急給水活動計画に定められた給水拠点となる場所については、災害時に給水活動

が円滑に実施できるような体制を整備しておく。 

 

 

第３編 災害発生に備える 

第１章 市の体制 

第１節 市の災害対策体制 

第３項 

５ 追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

を設置して、関係機関との緊密な連携を図っており、必要な対策を検討している。さらに各

課題に個別具体的に対応するため、海難防止対策部会に「仙島水道航行安全対策委員

会」、「外国船舶安全対策検討委員会」及び「台風・津波等対策検討委員会」を設置してい

る。 

 

第９章 災害救助物資・財源の確保 

第１節 災害救助物資の確保 

第２項 飲料水の供給 

１．応急給水活動計画 

  市は、応急給水に係る給水拠点、給水基準、給水体制等の給水対策計画書を定めて

おく。 

２．給水拠点の整備 

  給水対策計画書に定められた給水拠点となる場所については、災害時に給水活動が

円滑に実施できるような体制を整備しておく。 

 

 

第３編 災害発生に備える 

第１章 市の体制 

第１節 市の災害対策体制 

第３項 

５．災害警戒本部の設置・運営 

  相当規模の災害が現に発生し、又は発生する恐れがある場合（市に土砂災害警戒情

報が発表された場合を含む）において、状況に応じて必要があると認めるときは、市

長の指示により、防災危機管理監が災害対策本部体制に準ずる体制として、周南市災

害警戒本部（以下「警戒本部」という。）を設置する。 

（1）警戒本部の組織等 

配備体制は別表1-1、1-2、1-3の通り 

  ① 組織 

   ア 警戒本部長：防災危機管理監 

   イ 警戒副本部長：防災危機管理課長 

   ウ 警戒本部員：災害警戒本部体制に従事の各所属長 

    なお、対応措置において、本部員以外の要員が必要な場合は、警戒本部長の指

示により、本部員に参集させることができる。 
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  ② 業務分掌 

   ア 災害に関する情報収集及び伝達に関すること 

   イ 災害予防措置及び災害応急対策に関すること 

   ウ 避難情報の進言に関すること 

   エ 防災関係機関との連絡調整に関すること 

   オ 災害対策本部設置の進言に関すること 

   その他、第1章第1節第3項「2 市本部の業務分掌」に準ずる。 

   なお、総合支所においては、災害状況に応じて、総合支所長が所掌事務を統括す

ることができる。 

  

（2）警戒本部の廃止 

① 本市域において災害が発生するおそれが解消したとき。 

② 災害応急対策がおおむね完了したとき。 

③ 災害対策本部体制に移行したとき。 
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第３節 市の備災活動 

１．風水害対策の場合 

区分 災害警戒本部体制 災害対策本部体制（非常体制） 

配備基準 相当規模の災害が現に発

生し、または発生する恐れ

があるとき 

ア （略） 

イ 土砂災害警戒情報が発表されたとき 

ウ 災害が特定の地域に限られていても、

人的被害や住家被害が多数発生するな

ど、現地での対策が必要なとき 

エ 市全域にわたる災害が発生し、または

局地的災害であっても被害が特に甚大で

あるとき 

オ 大規模の災害発生を免れないと予想

され、市の全組織を挙げて災害対応が必

要なとき 

カ 台風の上陸が明らであるとき 

配備職員  全職員 

 

 

 

５．市の業務分掌 

部 

（部 長） 

班 

（班 長） 
担当課 班の所掌事務 

指揮統制部 

（総務部長） 

（副：建設部長） 

本部各班 

・指揮統制班 

・応急対応班 

・受信班 

・連絡班 

・招集班 

・応援班 

・地域班 

・受援統括班 

（防災危機管理課長） 

防災危機管理課 

総務課、法務

コンプライアン

ス課、人事課

及び第１～第

５応援班 

１～８（略） 

９ 避難勧告、指示（緊急）に関

すること 

10～18（略） 

19 罹災証明書の発行に関す

ること。 

財政対策部 輸送食糧班 課税課 １～３（略） 

第３節 市の備災活動 

１．風水害対策の場合 

区分 災害警戒本部体制 災害対策本部体制（非常体制） 

配備基準 ア 相当規模の災害が現

に発生し、または発生する

恐れがあるとき 

イ 土砂災害警戒情報が

発表されたとき 

ア （略） 

イ 市内複数の地区で避難情報を発令す

る等、大規模の災害発生を免れないと予

想され、市の全組織を挙げて災害対応が

必要なとき 

ウ 台風が接近または上陸の恐れがあり、

周南市内に影響を及ぼす可能性が高いと

き 

エ 災害が特定の地域に限られていても、

人的被害や住家被害が多数発生するな

ど、現地での対策が必要なとき 

オ 市全域にわたる災害が発生し、または

局地的災害であっても被害が特に甚大で

あるとき 

配備職員  全所属の職員 

 

５．市の業務分掌 

部 

（部 長） 

班 

（班 長） 
担当課 班の所掌事務 

指揮統制部 

（総務部長） 

（副：建設部長） 

 

本部各班 

・指揮統制班 

・調整班 

・応援班 

・地域班 

・避難所運営班 

・保健活動班 

（防災危機管理課長）  

 

 

防災危機管理課 

総務課、法務

コンプライアン

ス課、人事課

及び第１～第

６応援班 

１～８（略） 

９ 避難情報に関すること 

10～18（略） 

19 被災証明願の発行に関す

ること。 

財政対策部 輸送食糧班 課税課 １～３（略） 
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（財政部長） 

（会計管理者） 

（課税課長） 収納課 ４ 被害認定に関すること。 

地域振興対策部 

（地域振興部長） 

支所班 

（各支所長） 

各支所 １（略） 

２ 本部の指示による避難勧告

等の広報伝達に関すること。 

環境生活対策部 

（環境生活部長） 

生活安全班 

（生活安全課長） 

生活安全課 

（市民相談センター）  

（消費生活センター）  

１ （略） 

２ 道路管理者との連絡調整に

関すること。 

３ 被災者に対する相談窓口の

設置運営に関すること。 

人権推進班 

（人権推進課長）  

人権推進課 

（男女共同参画室）  

１～２（略） 

３ 他部、部内各班の応援に関

すること 

災害救助部 

（こども・福祉部長）  

（副：健康医療部長） 

次世代政策班 

（次世代政策課長）  

次世代政策課 

こども支援課 

１（略） 

２ 保育園・幼稚園園児及び児

童クラブ児童等の安全確保及

び避難対策に関すること。 

救護班 

（健康づくり推進課長）  

（あんしん子育て室長）  

 

健康づくり推進課 

あんしん子育て室 

 

１～３（略） 

４ （追加） 

経済対策部 

（産業振興部長） 

産業対策班 

（商工振興課長） 

商工振興課 １ 関係施設の被害調査及び応

急復旧に関すること。 

２ （略） 

３ 商工関係の金融対策に関す

ること。 

上下水道対策部 

（上下水道事業管理者） 

下水道施設班 

（下水道施設課長）  

下水道施設課 

徳山中央浄化センター  

徳山東部浄化センター  

新南陽浄化センター 

１ （略） 

２ 仮設トイレの設置に関するこ

と。 

ﾎﾞー ﾄﾚｰｽ対策部 

（ﾓｰﾀｰﾎﾞー ﾄ競走

事業管理者） 

ﾎﾞー ﾄﾚｰｽ班 

（ﾎﾞｰﾄﾚｰｽ管理課長） 

ﾎﾞｰﾄﾚｰｽ管理課 

ﾎﾞｰﾄﾚｰｽ事業課 

 

１ ﾎﾞｰﾄﾚｰｽ施設の被害調査及

び応急復旧に関すること。 

（財政部長） 

（会計管理者） 

（課税課長） 収納課 ４ 被害認定及び罹災証明書の

発行に関すること。 

地域振興対策部 

（地域振興部長） 

支所班 

（各支所長） 

各支所 １（略） 

２ 本部の指示による避難指示

等の広報伝達に関すること。 

環境生活対策部 

（環境生活部長） 

生活安全班 

（生活安全課長） 

生活安全課 

（市民相談センター）  

（消費生活センター）  

１ （略） 

２ （削除） 

２ 被災者に対する相談窓口の

設置運営に関すること。 

 

人権推進班 

（人権推進課長）  

人権推進課 

（男女共同参画室）  

１～２（略） 

３ （削除） 

 

災害救助部 

（こども・福祉部長）  

（副：健康医療部長） 

次世代政策班 

（次世代政策課長）  

次世代政策課 

こども支援課 

１（略） 

２ 保育園・幼稚園園児の安全

確保及び避難対策に関するこ

と。 

救護班 

保健活動班 

（健康づくり推進課長）  

（あんしん子育て室長） 

健康づくり推進課 

あんしん子育て室 

全保健師 

１～３（略） 

４ 要配慮者の情報収集に関す

ること。 

経済対策部 

（産業振興部長） 

産業対策班 

（商工振興課長） 

商工振興課 １ 労働福祉施設の被害調査及

び応急復旧に関すること。 

２ （略） 

３ 災害時における商工業者の

金融対策に関すること。 

上下水道対策部 

（上下水道事業管理者） 

下水道施設班 

（下水道施設課長）  

下水道施設課 

徳山中央浄化センター  

徳山東部浄化センター  

新南陽浄化センター 

１ （略） 

２ 仮設トイレのし尿受入に関す

ること。 

ﾎﾞー ﾄﾚｰｽ対策部 

（ﾓｰﾀｰﾎﾞー ﾄ競走

事業管理者） 

ﾎﾞー ﾄﾚｰｽ班 

（ﾎﾞｰﾄﾚｰｽ管理課長） 

ﾎﾞｰﾄﾚｰｽ管理課 

ﾎﾞｰﾄﾚｰｽ事業課 

 

１ 競艇施設の被害調査及び応

急復旧に関すること。 
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文教対策部 

（教育長） 

（教育部長） 

生涯学習班 

（生涯学習課長） 

生涯学習課 

人権教育課 

１ （追加） 

１ 社会教育施設の被害状況調

査及び応急復旧に関すること。 

２ 避難所（社会教育施設）の開

設及び運営に関すること。 

 

警防部 

（消防長） 

警防班 

（警防課長） 

警防課 １～３（略） 

４ 避難勧告、指示に関するこ

と。 

消防班 

（各消防署長） 

各消防署 １～２（略） 

３ 避難勧告、指示時の避難の

誘導に関すること 

熊毛警防部 

（光地区消防組合

消防本部消防長） 

警防班 

（警防課長） 

警防課 １～２（略） 

３ 避難勧告、指示の避難の誘

導に関すること。 

新南陽対策部 

（新南陽総合支所長） 

総務班 

(地域政策課長) 

地域政策課 １～６（略） 

７ 罹災証明書の発行に関する

こと。 

８～12（略） 

13 コミュニティ施設の被害調査

及び応急復旧に関すること。 

市民生活・救助班 

（市民福祉課長） 

市民福祉課 

（市民相談室） 

１～11（略） 

12 （追加） 

12 災害救助法関係の適用処

理に関すること。 

13 災害復旧援護資金の貸付

に関すること。 

14 被災者への救援金品の配

布に関すること。 

15 災害弔慰金及び見舞金等

の支給に関すること。 

16 被災者の移送、収容保護に

関すること。 

文教対策部 

（教育長） 

（教育部長） 

生涯学習班 

（生涯学習課長） 

生涯学習課 

人権教育課 

１ 児童クラブ児童の安全確保

及び避難対策に関すること。 

２ 所管施設の被害状況調査及

び応急復旧に関すること。 

３ 避難所（社会教育施設）の開

設及び運営に関すること。 

警防部 

（消防長） 

警防班 

（警防課長） 

警防課 １～３（略） 

４ 避難指示等に関すること 

。 

消防班 

（各消防署長） 

各消防署 １～２（略） 

３ 避難指示等の避難の誘導に

関すること 

熊毛警防部 

（光地区消防組合

消防本部消防長） 

警防班 

（警防課長） 

警防課 １～２（略） 

３ 避難指示等の避難の誘導に

関すること。 

新南陽対策部 

（新南陽総合支所長） 

総務班 

(地域政策課長) 

地域政策課 １～６（略） 

７ 被災証明願の発行に関する

こと。 

８～12（略） 

13 所管施設の被害調査及び

応急復旧に関すること。 

市民生活・救助班 

（市民福祉課長） 

市民福祉課 

（市民相談室） 

１～11（略） 

12 罹災証明書の発行に関す

ること。 

13 災害救助法関係の適用処

理に関すること。 

14 災害復旧援護資金の貸付

に関すること。 

15 被災者への救援金品の配

布に関すること。 

16 災害弔慰金及び見舞金等

の支給に関すること。 

17 被災者の移送、収容保護に
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17 日本赤十字社との連絡調

整に関すること。 

 

熊毛対策部 

（熊毛総合支所長）  

総務班 

（地域政策課長） 

地域政策課 １～６（略） 

７ 罹災証明書の発行に関する

こと。 

市民生活・救助班 

（市民福祉課長） 

市民福祉課 

（市民相談室） 

１～17（略） 

18 （追加） 

18 災害救助法関係の適用処

理に関すること。 

19 災害復旧援護資金の貸付

に関すること。 

20 被災者への救援金品の配

布に関すること。 

21 災害弔慰金及び見舞金等

の支給に関すること。 

22 被災者の移送、収容保護に

関すること。 

23 日本赤十字社との連絡調

整に関すること。 

 

鹿野対策部 

（鹿野総合支所長）  

総務班 

（地域政策課長） 

地域政策課 

（コアプラザかの） 

１～６（略） 

７ 罹災証明書の発行に関する

こと。 

市民生活・救助班 

（市民福祉課長） 

市民福祉課 

（市民相談室） 

１～17（略） 

18 （追加） 

18 災害救助法関係の適用処

理に関すること。 

19 災害復旧援護資金の貸付

に関すること。 

20 被災者への救援金品の配

布に関すること。 

21 災害弔慰金及び見舞金等

関すること。 

18 日本赤十字社との連絡調

整に関すること。 

熊毛対策部 

（熊毛総合支所長）  

総務班 

（地域政策課長） 

地域政策課 １～６（略） 

７ 被災証明願の発行に関する

こと。 

市民生活・救助班 

（市民福祉課長） 

市民福祉課 

（市民相談室） 

１～17（略） 

18 罹災証明書の発行に関す

ること。 

19 災害救助法関係の適用処

理に関すること。 

20 災害復旧援護資金の貸付

に関すること。 

21 被災者への救援金品の配

布に関すること。 

22 災害弔慰金及び見舞金等

の支給に関すること。 

23 被災者の移送、収容保護に

関すること。 

24 日本赤十字社との連絡調

整に関すること。 

鹿野対策部 

（鹿野総合支所長）  

総務班 

（地域政策課長） 

地域政策課 

（コアプラザかの） 

１～６（略） 

７ 被災証明願の発行に関する

こと。 

市民生活・救助班 

（市民福祉課長） 

市民福祉課 

（市民相談室） 

１～17（略） 

18 罹災証明書の発行に関す

ること。 

19 災害救助法関係の適用処

理に関すること。 

20 災害復旧援護資金の貸付

に関すること。 

21 被災者への救援金品の配

布に関すること。 
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の支給に関すること。 

22 被災者の移送、収容保護に

関すること。 

23 日本赤十字社との連絡調

整に関すること。 

 

 

第２章 災害情報の収集・伝達 

第１節 気象警報・注意報等 

気象特別警報・警報・注意報等の種類と概要 

 

早期注意情報（警報級の可能性） （追加） 

土砂災害警戒情報 （追加） 

 

 

 

 

 

 

 

 

種 類 概  要 

記録的短時

間大雨情報 

県内で、数年に一度程度しか発生しないような猛烈な短時間の大雨を観

測（地上の雨量計による観測）又は解析（気象レーダーと地上の雨量計

を組み合わせた分析）したときに、府県気象情報の一種として発表され

る。この情報が発表されたときは、土砂災害や低地の浸水、中小河川の

増水・氾濫といった災害発生につながるような猛烈な雨が降っている状

況であり、実際に災害発生の危険度が高まっている場所については、警

報の「危険度分布」で確認する必要がある。 

（追加） 

 

（追加） 

 

竜巻注意 （略） 

22 災害弔慰金及び見舞金等

の支給に関すること。 

23 被災者の移送、収容保護に

関すること。 

24 日本赤十字社との連絡調

整に関すること。 

 

第２章 災害情報の収集・伝達 

第１節 気象警報・注意報等 

特別警報・警報・注意報等の種類と概要 

種 類 概 要 

早期注意情報

（警報級の可

能性） 

５日先までの警報級の現象の可能性が［高］、［中］の２段階で発表さ

れる。当日から翌日にかけては時間帯を区切って、天気予報の対象

地域と同じ発表単位で、２日先から５日先にかけては日単位で、週間

天気予報の対象地域と同じ発表単位で発表される。大雨に関して、

[高]又は[中]が予想されている場合は、災害への心構えを高める必要

があることを示す警戒レベル１に相当。 

土砂災害警戒

情報 

大雨警報（土砂災害）の発表後、命に危険を及ぼす土砂災害がいつ

発生してもおかしくない状況となったときに、府県気象情報の一種とし

て都道府県と気象庁が共同で発表する。実際に災害発生の危険度が

高まっている場所については、警報の「危険度分布」で確認するなど、

自らの避難が必要な警戒レベル４に相当。 

記録的短時間 

大雨情報 

大雨警報発表中の二次細分区域において、キキクル（警報の危険度

分布）の「非常に危険」（うす紫）が出現し、かつ数年に一度程度しか

発生しないような猛烈な雨（１時間降水量）が観測(地上の雨量計によ

る観測)又は解析(気象レーダーと地上の雨量計を組み合わせた分析)

されたときに、気象庁から発表される。この情報が発表されたときは、

土砂災害及び、低地の浸水や中小河川の増水・氾濫による災害発生

につながるような猛烈な雨が降っている状況であり、実際に災害発生

の危険度が高まっている場所をキキクル（警報の危険度分布）で確認

する必要がある。 

顕著な大雨に

関する気象情

大雨による災害発生の危険度が急激に高まっている中で、線状の降

水帯により非常に激しい雨が同じ場所で降り続いているときには、「線



- 13 - 

情報 

 

 

 

 

 

特別警報発表基準 

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 

 

 

警報・注意報発表基準一覧表（周南市）              令和元年１２月１０日現在 

 

（現行表は省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報 状降水帯」というキーワードを使って解説する「顕著な大雨に関する山

口県気象情報」という表題の気象情報が府県気象情報、地方気象情

報、全般気象情報として発表される。 

竜巻注意 

情報 

（略） 

 

特別警報発表基準 

現象の種類 基    準 

大 雨 
台風や集中豪雨により数十年に一度の降雨量となる大雨が予想される

場合 

 

 

 

警報・注意報発表基準一覧表（周南市）               令和３年６月３日現在 

警報 洪水 

単独基準 流域雨量指数 

島地川流域＝23.3、錦川流域＝36.9

須々万川流域＝7.1 

渋川流域＝17.6、富田川流域＝20.1

夜市川流域＝13.6 

西光寺川流域＝7、笠野川流域＝6.9 

中村川流域＝5.9、石光川流域＝7.6 

複合基準 

流域雨量指数 
夜市川流域＝12.2、 

西光寺川流域＝6.3、島田川流域＝28 

表面雨量指数 
夜市川流域＝8、西光寺川流域＝26 

島田川流域＝8 

注意報 洪水 

単独基準 流域雨量指数 

島地川流域＝18.6、錦川流域＝29.4

須々万川流域＝5.6、渋川流域＝14 

富田川流域＝16、夜市川流域＝10.8

西光寺川流域＝5.6、石光川流域＝6 

笠野川流域＝5.5、中村川流域＝4.7 

複合基準 流域雨量指数 

島地川流域＝14.9、錦川流域＝16 

須々万川流域＝5.6、渋川流域＝14 

富田川流域＝16、夜市川流域＝8.6 

島田川流域＝19.9、石光川流域＝6 
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第２節 災害情報計画 

第１項 気象特別警報・警報・注意報等及び気象情報の伝達 

 

第３項 市による措置事項 

１．気象特別警報・警報・注意報等及び気象情報の受領責任者 

ア 下関地方気象台から県を通して通報される気象特別警報・警報・注意報等及び気象

情報の受領責任者は、勤務時間内は本庁防災危機管理課長及び各総合支所地域政策

課長、勤務時間外並びに休日は守衛（宿直者）とする。 

イ 受領責任者は、伝達された気象特別警報・警報・注意報等及び気象情報が、職員配

備の基準となる特別警報・警報・注意報等及び情報である場合、あらかじめ定めた情報連

絡体制に従い、関係課へ連絡する。 

２．気象特別警報・警報・注意報等及び気象情報の伝達 

（１）市 

ア 気象特別警報・警報・注意報等について、県、ＮＴＴから通報を受けたとき又は自 

ら知ったときは、区域内の公共的団体、その他重要な施設の管理者等に対して通報する

とともに、直ちに、市民に周知する。この場合、警察、消防、県出先機関等へ協力を要請

するなどして、万全の措置を講じる。 

イ 市民等への、避難勧告・指示等の伝達広報手段、体制の確立が迅速に実施できるよ

う、平常時から訓練等を行うなどして習熟しておく。また、伝達先等に漏れがないよう、平

素から連絡系統伝達先等の再確認をしておく。 

 

第４項 土砂災害警戒情報（気象業務法第11条、災害対策基本法第 40条及び 55条、土

砂災害防止法第 27条） 

１．土砂災害警戒情報の目的 

 土砂災害警戒情報は、大雨による土砂災害発生の危険性が高まったときに、市町長が

西光寺川流域＝4.5 

笠野川流域＝5.5 

表面雨量指数 

島地川流域＝9、錦川流域＝9 

須々万川流域＝5、渋川流域＝5 

富田川流域＝5、夜市川流域＝8 

島田川流域＝8、西光寺川流域＝9 

笠野川流域＝5、石光川流域＝5 

 

第２節 災害情報計画 

第１項 特別警報・警報・注意報等及び気象情報の伝達 

 

第３項 市による措置事項 

１．特別警報・警報・注意報等及び気象情報の受領責任者 

（１）下関地方気象台から県を通して通報される特別警報・警報・注意報等及び気象情報の

受領責任者は、勤務時間内は本庁防災危機管理課長及び各総合支所地域政策課長、

勤務時間外並びに休日は守衛（宿直者）とする。 

（２）受領責任者は、伝達された特別警報・警報・注意報等及び気象情報が、職員配備の

基準となる特別警報・警報・注意報等及び情報である場合、あらかじめ定めた情報連絡体

制に従い、関係課へ連絡する。 

２．特別警報・警報・注意報等及び気象情報の伝達 

（１）市 

① 特別警報・警報・注意報等について、県、ＮＴＴから通報を受けたとき又は自ら知ったと 

きは、区域内の公共的団体、その他重要な施設の管理者等に対して通報するとともに、直

ちに、市民に周知する。この場合、警察、消防、県出先機関等へ協力を要請するなどし

て、万全の措置を講じる。 

② 市民等への、避難指示等の伝達広報手段、体制の確立が迅速に実施できるよう、平

常時から訓練等を行うなどして習熟しておく。また、伝達先等に漏れがないよう、平素から

連絡系統伝達先等の再確認をしておく。 

 

第４項 土砂災害警戒情報（気象業務法第11条、災害対策基本法第 40条及び 55条、土

砂災害防止法第 27条） 

１．土砂災害警戒情報の目的 

 土砂災害警戒情報は、大雨による土砂災害発生の危険性が高まったときに、市町長が
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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支援するとと

もに、住民の自主避難の判断を支援することを目的とする。 

２．土砂災害警戒情報の発表 

土砂災害警戒情報は、大雨警報又は大雨特別警報を解説する気象情報のひとつであ

り、気象業務法第 11条及び災害対策基本法第 40条及び第 55条に基づき、下関地方気

象台と県が共同で作成発表する。 

県は、市町の円滑な避難勧告等の発令判断に資するため、土砂災害防止法第 27 条に

基づき、関係市町に通知するとともに、一般に周知する。 

７．土砂災害警戒情報に係る市町の対応 

市長は、直ちに避難勧告等を発令することを基本とする。 

なお、避難勧告等の発令にあたっては、発令する区域の単位をあらかじめ決めておき、

国及び県から提供されるメッシュ情報並びに災害の危険性が高まっている区域に関する情

報等に基づき、的確に発令するよう努める。 

 

第５項 土砂災害緊急情報（土砂災害防止法第 28条、第 31条） 

１．土砂災害緊急情報の目的 

地滑りによる重大な土砂災害が急迫していると予想される場合に緊急調査を実施し、避

難のための立退きの勧告又は指示の判断に資するため、重大な土砂災害が急迫している

と想定される土地の区域及び時期に関する情報を関係市町長に通知するとともに、一般住

民に周知することにより災害応急対応を適時適切に行えるよう支援することを目的とする。 

７．土砂災害緊急情報に係る市町の対応 

土砂災害緊急情報が発表された場合、災害が急迫していると認められる区域に対し、市 

長は直ちに避難勧告等を発令することを基本として判断する。 

 

第３節 災害情報の収集・伝達 

第２項 市の措置 

３．被害報告 

（１）被害発生速報 

避難措置 ・市が立退きを勧告又は指示した場合 

・警察官、海上保安官、水防管理者等が避難措置を行ったことの通知

を受けた場合 

 

第４節 通信の運用 

防災活動や住民等への避難指示等の発令の災害応急対応を適時適切に行えるよう支援

するとともに、住民の自主避難の判断を支援することを目的とする。 

２．土砂災害警戒情報の発表 

土砂災害警戒情報は、大雨警報又は大雨特別警報を解説する気象情報のひとつであ

り、気象業務法第 11条及び災害対策基本法第 40条及び第 55条に基づき、下関地方気

象台と県が共同で作成発表する。 

県は、市町の円滑な避難指示等の発令判断に資するため、土砂災害防止法第 27 条に

基づき、関係市町に通知するとともに、一般に周知する。 

７．土砂災害警戒情報に係る市町の対応 

市長は、直ちに避難指示等を発令することを基本とする。 

なお、避難指示等の発令にあたっては、発令する区域の単位をあらかじめ決めておき、

国及び県から提供されるメッシュ情報並びに災害の危険性が高まっている区域に関する情

報等に基づき、的確に発令するよう努める。 

 

第５項 土砂災害緊急情報（土砂災害防止法第 28条、第 31条） 

１．土砂災害緊急情報の目的 

地滑りによる重大な土砂災害が急迫していると予想される場合に緊急調査を実施し、避

難のための立退きの指示の判断に資するため、重大な土砂災害が急迫していると想定さ

れる土地の区域及び時期に関する情報を関係市町長に通知するとともに、一般住民に周

知することにより災害応急対応を適時適切に行えるよう支援することを目的とする。 

７．土砂災害緊急情報に係る市町の対応 

土砂災害緊急情報が発表された場合、災害が急迫していると認められる区域に対し、市 

長は直ちに避難指示等を発令することを基本として判断する。 

 

第３節 災害情報の収集・伝達 

第２項 市の措置 

３．被害報告 

（１）被害発生速報 

避難措置 ・市が立退きを指示した場合 

・警察官、海上保安官、水防管理者等が避難措置を行ったことの通知

を受けた場合 

 

第４節 通信の運用 
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第２項 通信の確保 

３．通信手段の確保が困難な場合 

（２）無線通信の利用 

市は、激甚な災害が発生し、自己の無線通信機能が不通になったときは、代替無線設

備の配備、あるいは他の機関が設置している無線通信を使用（非常通信）するなどして必

要な通信を確保する。 

事 項 措置事項 

２ 非常通信の利用 市及び防災関係機関は、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、他機関の

無線通信施設を利用し、通信の確保を図る。 

 この場合の要件としては、台風、洪水、雪害、火災、暴動その

他非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合におい

て、人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持

のために行われる場合に限られる。 

 

第５章 避難計画 

計画の策定において、高齢者、障害者、乳幼児その他の特に配慮を要する者（以下「要

配慮者」という。）に配慮した計画となるよう努める。また、躊躇なく避難勧告等を発令できる

よう、災害時における優先業務を絞りこみ、当該業務遂行のための役割を分担するなど全

庁をあげた体制を構築する。 

第１節 避難勧告・指示（緊急） 

第１項 避難の実施機関及び実施体制 

１．避難勧告等の意味合い 

（１）「勧告」、「指示（緊急）」及び「避難準備・高齢者等避難開始」 

ア 「勧告」とは、その地域の住民が、その「勧告」を尊重することを期待して、避難のための

立退きを勧め又は促す行為をいう 

イ 「指示（緊急）」とは、被害の危険が目前に切迫している場合等に発せられ、「勧告」より

も拘束力が強く、住民を避難のため緊急に立退かせるためのものをいう 

ウ 「避難準備・高齢者等避難開始」は、人的被害の発生する可能性が高まり、一般住民に

対して避難準備を呼びかける必要があるとき、又は避難行動要支援者をはじめとする要

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あるとき、必

要と認める地域の居住者、滞在者等に対し市長が発令する 

 

第２項 通信の確保 

３．通信手段の確保が困難な場合 

（２）無線通信の利用 

市は、激甚な災害が発生し、自己の無線通信機能が不通になったときは、代替無線設

備の配備、あるいは他の機関が設置している無線通信を使用（非常通信）するなどして必

要な通信を確保する。 

事 項 措置事項 

２ 非常通信の利用 市及び防災関係機関は、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、他機関の

無線通信施設を利用し、通信の確保を図る。 

 この場合の要件としては、地震、台風、洪水、津波、雪害、火

災、暴動その他非常事態が発生し、又は発生するおそれがある

場合において、人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は

秩序の維持のために行われる場合に限られる。 

 

第５章 避難計画 

計画の策定において、高齢者、障害者、乳幼児その他の特に配慮を要する者（以下「要

配慮者」という。）に配慮した計画となるよう努める。また、躊躇なく避難指示等を発令できる

よう、災害時における優先業務を絞りこみ、当該業務遂行のための役割を分担するなど全

庁をあげた体制を構築する。 

第１節 避難指示等 

第１項 避難の実施機関及び実施体制 

１．避難指示等の意味合い 

（１）「緊急安全確保」、「避難指示」及び「高齢者等避難」 

① 「緊急安全確保」とは、災害が発生・切迫し、避難場所等への避難が安全にできないと

考えられる状況で、自宅や近隣の建物等で直ちに身の安全を確保するよう促すものをい

う。 

② 「避難指示」とは、被害の危険が目前に切迫している場合等に発せられ、住民等に対し 

て安全な場所へ移動するよう強く要請するものをいう。 

③ 「高齢者等避難」は、避難行動に時間を要する人（高齢の方、障害のある人、妊産婦・

乳幼児等）とその支援者が安全な場所に避難することを促すものをいう。また、避難行動

に時間を要する人以外も必要に応じ、出勤等の外出を控えるなど、普段の行動を見合

わせ始めたり、避難の準備をしたり、自主的に避難するタイミングをいう。 
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（２）避難勧告等の三類型 

（現行表は省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※屋内安全確保：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

が及ぶ恐れがある場合に、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を

おこなうもの 

２．避難の勧告・指示権者及び時期 

（現行表は省略） 

 

 

 

 

 

 

 

（２）避難指示等の三類型 

 発令時の状況 市民に求める行動 

緊急安全確保 

 

（警戒レベル５） 

・災害が発生又は切迫して

いる状況即ち居住者等が身

の安全を確保するために指

定緊急避難場所等へ立退

き避難することがかえって危

険であると考えられる状況 

命の危険 直ちに安全確保 

・指定緊急避難場所等への立退き

避難することがかえって危険である

場合、直ちに安全を確保 

避難指示 

 

（警戒レベル４） 

・災害が発生するおそれが

高い状況、即ち災害リスクの

ある区域等の居住者等が危

険な場所から避難するべき

状況 

危険な場所から全員避難 

・危険な場所から全員避難（立退き

避難又は屋内安全確保） 

高齢者等避難 

 

（警戒レベル３） 

・災害が発生するおそれが

ある状況、即ち災害リスクの

ある区域等の高齢者等が危

険な場所から避難するべき

状況 

・高齢者等は、危険な場所から避

難（立退き避難又は屋内安全確

保） 

・高齢者等以外の人も必要に応じ、

出勤等の外出を控えるなど普段の

行動を見合わせ始めたり、避難の

準備をしたり、自主的に避難するタ

イミング 

※屋内安全確保：洪水等及び高潮に対し、災害リスクのある区域等に存する自宅・施設等

であっても、ハザードマップ等で自ら自宅・施設等の浸水想定等を確認し、上階への避

難や高層階に留まること等により、計画的に身の安全を確保する行動 

２．避難の指示権者及び時期 

指示権者 関係 

法令 

対象となる災害の内容 

（要件・時期） 

指示の対象 指示の内容 取るべき 

措置 

市 長 

(委任を受け

た吏員又は

消防職員) 

災対法 

第60条 

第 1項 

 

第 3項 

全災害 
・災害が発生し又
は発生のおそれが
ある場合 
・人の生命又は身
体を災害から保護
し、その他災害の

必要と認め

る地域の居

住者等 

･立退きの指示 

 

 

･立退き先の指

示 

 

 

県知事に報

告 

[窓口] 

防災危機

管理課 
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拡大を防止するた
め特に必要がある
と認めるとき 

・避難のための立

退きを行うことによ

りかえって人の生

命又は身体に危

険が及ぶおそれが

あり、かつ、事態に

照らし緊急を要す

ると認めるとき 

 

･緊急安全確

保措置の指示 

知 事 

(委任を受け

た吏員) 

災対法 

第60条 

第 6項 

・災害が発生した

場合において、当

該災害により、市

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

た場合 

同 上 同 上  事務代行

の公示 

警察官 災対法 

第61条 

 

全災害 
・市長が避難のた
めの立退き又は緊
急安全確保措置
を指示することが
できないと認めると
き又は市長から要
求があったとき 
・重大な被害が切 
迫したと認めると 
き又は急を要する 
場合において危害 
を受けるおそれの 
ある場合 

同 上  
･立退き又は緊
急安全確保措
置の指示 
 
･警告を発する
こと 

 

･必要な限度で

避難の指示(特

に急を要する場

合) 

災対法第

61 条による

場合は、市

長に通知 

(市長は知

事に報告) 

警察官 

職務執 

行法 

第 4条 
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３．避難措置に関する報告、通知 

ア 市長が、避難勧告又は指示（緊急）を行ったとき（立退き先の指示を含む） 

イ （略） 

ウ （略） 

（１）報告事項 

ア 避難の勧告・指示（緊急）の発令者 

（略） 

４．避難勧告等の基準 

避難勧告等の基準は、あらかじめ市長が、市内の地理的・社会的条件、発生する災害 

海上 

保安官 

災対法 

第61条 

 

全災害 
・市長が避難のた
めの立退き又は緊
急安全確保措置
を指示することが
できないと認めると
き又は市長から要
求があったとき 

･天災事変等危険

な事態がある場合

であって、人の生

命身体に危険が

及び、又は財産に

重大な損害を及ぼ

すおそれがあり、

かつ急を要すると

き 

同 上 

 

 

 

 

 

 

 

・船舶、船

舶の乗組

員、旅客そ

の他船内

にある 

者 

同 上 
 
 
 
 
 
 
 
･船舶の進行、
停止、指定場
所への移動 
･乗組員、旅 
客等の下船、
下船の禁止 
･その他必要な
措置 

同 上 

海上保 

安庁法 

第18条 

自衛官 （略） （略） （略） （略） （略） 

知 事 

(その命を受

けた県職員) 

（略） （略） （略） （略） （略） 

知 事 
(その命を受

けた県職員) 

水防管理者 
(市長) 

（略） （略） （略） （略） （略） 

３．避難措置に関する報告、通知 

ア 市長が、避難指示を行ったとき（立退き先の指示を含む） 

イ （略） 

ウ （略） 

（１）報告事項 

① 避難の指示の発令者 

（略） 

４．避難指示等の基準 

避難指示等の基準は、あらかじめ市長が、市内の地理的・社会的条件、発生する災害 
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の想定及び雨量、水位、土砂災害警戒情報の発表などに基づき、避難措置関係機関（警

察署等）の協力を得て、具体的に定めておく。また、これらの情報は、消防、警察に集中す

ることが多いので、これらの機関と密接な連携を保つと同時に、地域住民の積極的な協力

を得て収集する。また、これらの情報を得た部課所は、速やかに防災危機管理課へ連絡

する。 

 避難勧告・指示（緊急）の基準の一般的な例示としては、次の事態を挙げることができる。 

（略） 

５．避難の勧告等の区分 

避難勧告等の決定に際して最も重要なことは、災害情報の迅速な収集とその情報に基づ 

く判断にある。また、指示等のタイミングについては、要配慮者に対し十分配慮する。 

種別 該当する段階 予想される事態 

事前避難 （略） （略） 

緊急避難 （略）  警報等が発令されていない異常現象時や

深夜の突発災害時等の状況下において避

難勧告・指示が出るケースが多いため、速

やかな伝達手段、避難場所や避難方法等

の周知が重要となる。 

収容避難 （略） （略） 

６．避難の勧告・指示（緊急）の伝達 

市長は、避難の勧告又は指示（緊急）を行ったときは、速やかに、その内容を防災行政 

無線、広報車、報道機関の協力等あらゆる広報手段を通じ、又は直接市民に対し、周知す

る。避難の必要がなくなった場合も同様とする。 

 避難の勧告、指示（緊急）等を地域住民に周知徹底するため、伝達にあたっては、市だ 

けでなく、警察、消防団、自衛隊、海上保安部、放送局等の協力による伝達体制を整備す 

るとともに、伝達手段等についてあらかじめ定めておく。  

 また、夜間に避難勧告・指示（緊急）等を発令した場合の伝達手段や、聴覚障害者等の 

避難行動要支援者への伝達体制についてもあらかじめ定めておく。 

 なお、避難に際しては、勧告・指示（緊急）に基づいて行動するものと、自己の判断にお 

いて行動するものとがあるが、特に前者の場合には自己の心理に反して指示されることも 

考え併せ、緊急時においても対象者の納得のいくよう、簡潔にして要領を得た諸事項の伝 

達に心がける。 

７．勧告・指示（緊急）する事項 

避難勧告・指示（緊急）の内容として、関係住民に伝達する事項又は避難上の注意事項

の想定及び雨量、水位、土砂災害警戒情報の発表などに基づき、避難措置関係機関（警

察署等）の協力を得て、具体的に定めておく。また、これらの情報は、消防、警察に集中す

ることが多いので、これらの機関と密接な連携を保つと同時に、地域住民の積極的な協力

を得て収集する。なお、これらの情報を得た部課所は、速やかに防災危機管理課へ連絡

する。 

 避難指示の基準の一般的な例示としては、次の事態を挙げることができる。 

（略） 

５．避難の指示等の区分 

避難指示等の決定に際して最も重要なことは、災害情報の迅速な収集とその情報に基づ 

く判断にある。また、指示等のタイミングについては、要配慮者に対し十分配慮する。 

種別 該当する段階 予想される事態 

事前避難 （略） （略） 

緊急避難 （略）  警報等が発令されていない異常現象時や

深夜の突発災害時等の状況下において避

難指示を出すケースが多いため、速やかな

伝達手段、避難場所や避難方法等の周知

が重要となる。 

収容避難 （略） （略） 

６．避難指示等の伝達 

市長は、避難指示等を行ったときは、速やかに、その内容を防災行政無線、広報車、報 

道機関の協力等あらゆる広報手段を通じ、又は直接市民に対し、周知する。避難の必要

がなくなった場合も同様とする。 

 避難指示等を地域住民に周知徹底するため、伝達にあたっては、市だけでなく、警 

察、消防団、自衛隊、海上保安部、放送局等の協力による伝達体制を整備するとともに、 

伝達手段等についてあらかじめ定めておく。  

 また、夜間に避難指示等を発令した場合の伝達手段や、聴覚障害者等の避難行動要支 

援者への伝達体制についてもあらかじめ定めておく。 

 なお、避難に際しては、指示に基づいて行動するものと、自己の判断において行動する 

ものとがあるが、特に前者の場合には自己の心理に反して指示されることも考え併せ、緊急 

時においても対象者の納得のいくよう、簡潔にして要領を得た諸事項の伝達に心がける。 

 

７．指示する事項 

避難指示の内容として、関係住民に伝達する事項又は避難上の注意事項を下記のよう
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を下記のようにあらかじめ定めておき、非常事態の発生に際する混乱に惑うことのないよう

にしておく。 

（１）避難勧告・指示（緊急）の発令者 

（２）指示（緊急）等の理由（避難をする理由） 

（３）～（８） （略） 

８．避難勧告実施後の安否確認 

避難勧告等の実施後は、避難所や緊急避難場所（津波の場合は高台等）において、速 

やかに避難人員、世帯の把握を行う体制を整備しておく。  

９．避難勧告等の解除 

 避難勧告等の解除にあたっては、十分に安全性の確認に努める。 

 

第２項 警戒区域の設定 

３．警戒区域設定の伝達 

警戒区域の設定を行った者は、避難勧告等と同様、市民及び関係機関にその内容を伝

達する。 

 

第３項 避難誘導 

避難の勧告等が出された場合、消防本部は、人命の安全を第一とし警察等の協力を得

て、一定の地域又は自治会、事業所単位に集団の形成を図り、誘導員のもとに次により避

難させる。 

 

第２節 避難所の設置運営 

第１項 避難所の開設・運営 

２．避難所の管理・運営 

（１）～（５） （略） 

（６）避難所の運営にあたっては、照明、換気等の生活環境や情報伝達、さらには、避難が

長期化する場合のプライバシーの確保、男女のニーズの違い等、男女双方の視点等に配

慮する。 

（７） （略） 

（８） （追加） 

 

 

 

にあらかじめ定めておき、非常事態の発生に際する混乱に惑うことのないようにしておく。 

 

（１）避難指示の発令者 

（２）指示等の理由（避難をする理由） 

（３）～（８） （略） 

８．避難指示等実施後の安否確認 

避難指示等の実施後は、避難所や緊急避難場所（津波の場合は高台等）において、速 

やかに避難人員、世帯の把握を行う体制を整備しておく。  

９．避難指示等の解除 

 避難指示等の解除にあたっては、十分に安全性の確認に努める。 

 

第２項 警戒区域の設定 

３．警戒区域設定の伝達 

警戒区域の設定を行った者は、避難指示等と同様、市民及び関係機関にその内容を伝

達する。 

 

第３項 避難誘導 

避難指示等が発令された場合、消防本部は、人命の安全を第一とし警察等の協力を得

て、一定の地域又は自治会、事業所単位に集団の形成を図り、誘導員のもとに次により避

難させる。 

 

第２節 避難所の設置運営 

第１項 避難所の開設・運営 

２．避難所の管理・運営 

（１）～（５） （略） 

（６）避難所の運営にあたっては、照明、換気等の生活環境や情報伝達、さらには、避難が

長期化する場合のプライバシーの確保、男女のニーズの違い等、多様な主体の視点等に

配慮する。 

（７） （略） 

（８） 新型コロナウイルス感染症等の発生を踏まえ、避難所における避難者の過密抑制な 

ど、感染症対策の観点を取り入れた避難所運営が必要となる。避難者の受入時には体調 

の聞き取りを行い、他の避難者との間隔を広めに確保するよう誘導し、避難者が増えてきた 

場合には、避難所用のテント等を活用する。 
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第２項 避難所に受け入れる被災者の範囲 

２．災害によって現に被害を受けるおそれがある者 

（１）避難勧告・指示が発せられた場合 

（２）避難勧告・指示は発せられていないが、緊急に避難する必要がある場合 

 

第３節 平常時からの備え 

第１項 避難場所及び避難所の選定・整備及び広報 

７．避難所の整備 

（１）（略） 

（２）避難所として必要な施設・設備の整備 

（貯水槽、井戸、仮設トイレ、マンホールトイレ、マット、非常用電源、通信機器等） 

 

（３）（略） 

（４）避難所での備蓄 

（食料品、水、常備薬、炊き出し用具、毛布、非常用電源等避難生活に必要な物資） 

 

 

第６章 水防計画 

第１項 水防実施機関の業務及び責任 

２．ため池管理者 

  ため池管理者は、水害が予想されるときは、水防管理者（市長）の指揮下に入り、必要に

応じ門扉の開閉を行わなければならない。 

３．居住者等の水防義務（法第２４条） 

４．県（法第３条の６） 

（１）県（本庁） 

 県は、市が行う水防活動が円滑かつ効果的に実施できるように、的確な指導及び総合調

整を行う。県知事が指定した河川及び海岸について水防警報を行うことをはじめ、洪水に

より相当な損害を生ずるおそれがあるとして指定した河川（水位周知河川）について氾濫

危険水位（洪水特別警戒水位）を定め、水位情報を通知する。また、緊急の際の立ち退き

の指示あるいは水防に要する資材の融通などを通じて、市が十分な水防活動を実施でき、

効果を発揮するために必要な事務を行う。その他、洪水予報河川及び水位周知河川につ

いて、都道府県大規模氾濫減災協議会を組織することができる。 

 

第２項 避難所に受け入れる被災者の範囲 

２．災害によって現に被害を受けるおそれがある者 

（１）避難指示等が発せられた場合 

（２）避難指示等は発せられていないが、緊急に避難する必要がある場合 

 

第３節 平常時からの備え 

第１項 避難場所及び避難所の選定・整備及び広報 

７．避難所の整備 

（１）（略） 

（２）避難所として必要な施設・設備の整備 

貯水槽、井戸、仮設トイレ、マンホールトイレ、マット、簡易ベッド、非常用電源、通信機

器、空調等 

（３）（略） 

（４）避難所での備蓄 

食料品、水、常備薬、マスク、消毒液、体温計、間仕切り、炊き出し用具、毛布、 

非常用電源等避難生活に必要な物資 

 

第６章 水防計画 

第１項 水防実施機関の業務及び責任 

２．（削除） 

 

 

２．居住者等の水防義務（法第２４条） 

３．県（法第３条の６） 

（１）県（本庁） 

 県は、市が行う水防活動が円滑かつ効果的に実施できるように、的確な指導及び総合調

整を行う。県知事が指定した河川及び海岸について水防警報を行うことをはじめ、洪水に

より重大な損害を生ずるおそれがある河川（洪水予報河川）を気象庁長官と協議して指定

し、共同して洪水予報を行うとともに、洪水により相当な損害を生ずるおそれがあるものとし

て指定した河川（水位周知河川）について氾濫危険水位（洪水特別警戒水位）を定め、水

位情報を通知する。また、緊急の際の立ち退きの指示あるいは水防に要する資材の融通

などを通じて、市が十分な水防活動を実施でき、効果を発揮するために必要な事務を行

う。その他、洪水予報河川及び水位周知河川について、都道府県大規模氾濫減災協議
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５．国土交通省中国地方整備局山口河川国道事務所（法第１０条、第１６条、第４８条） 

６．気象台（法第１０条、第１１条） 

 

第５項 水防備蓄器具、資材の整備、確保 

３．ため池管理者の水防資材、器具の整備 

  ため池管理者は、ため池水防上の必要度に応じて、所要の資材、器材を備蓄しなけれ

ばならない。 

４．民間水防用資器材の確認 

 

第８項 水防活動 

３．ダム、排水機場、水門等の操作 

（６）貯水池等の監視 

ア ため池管理者は、あらかじめ個々のため池について水防団待機水位(通報水位)を定

めておく。 

イ ため池管理者は、異常洪水による貯水状況、老朽危険箇所、漏水等に注意し、必要に

応じてため池の警戒操作にあたるとともに、水防管理者と協議して、土のう積み、余水吐切

開、ポンプによる排水、その他必要な措置をとる。 

ウ 水防管理者は、必要な措置の状況等を周南農林水産事務所長に通報する。 

７．水防管理団体等相互の協力 

（１）河川管理者の協力 

ア （略） 

イ （略） 

ウ 重要水防箇所の合同点検の実施 

エ 水防管理団体が行う水防訓練及び水防技術講習会への参加 

オ 水防管理団体及び水防協力団体の備蓄資器材で不足するような緊急事態に際して、

河川管理者の応急復旧資機材又は備蓄資器材の提供 

カ 水防管理団体及び水防協力団体の人材で不足するような緊急事態に際して、水防に

関する情報又は資料を収集し、及び提供するための職員の派遣 

 

第１０項 水防標識・水防信号・身分証票 

１．水防標識（法第１８条） 

水防のため出動する優先通行車両の標識は、次のとおりである。 

会を組織することができる。 

４．国土交通省中国地方整備局山口河川国道事務所（法第１０条、第１６条、第４８条） 

５．気象台（法第１０条、第１１条） 

 

第５項 水防備蓄器具、資材の整備、確保 

３．（削除）  

 

 

３．民間水防用資器材の確認 

 

第８項 水防活動 

３．ダム、排水機場、水門等の操作 

（６）ア～ウ （削除） 

 

 

 

 

 

 

７．水防管理団体等相互の協力 

（１）河川管理者の協力 

① （略） 

② （略） 

（削除） 

③ 水防管理団体が行う水防訓練及び水防技術講習会への参加 

④ 水防管理団体及び水防協力団体の備蓄資器材で不足するような緊急事態に際して、

河川管理者の応急復旧資機材又は備蓄資器材の提供 

⑤ 水防管理団体及び水防協力団体の人材で不足するような緊急事態に際して、水防に

関する情報又は資料を収集し、及び提供するための職員の派遣 

 

第１０項 水防標識・水防信号・身分証票 

１．水防標識（法第１８条） 

水防のため出動する優先通行車両の標識は、次のとおりである。 
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（水防法施行規則（昭和３４年山口県規則第５４号）第２条）） 

２．水防信号（法第２０条） 

知事の定める水防に用いる水防信号は、次のとおりである。（水防法施行規則（昭和３４

年山口県規則第５４号）第３条） 

 

第７章 火災対策 

第１節 火災の防御 

第２項 火災気象通報及び火災警報の伝達 

５．防火パトロールの実施 

火災の多発期には、火災予防と火災の早期発見のため、消防職員、消防団員等による

防火パトロールを強化するとともに、乾燥・強風時（注意報・警報発表時）には、特に警戒体

制を強め、広報車等でのパトロールを強化する。 

 

第３項 消防活動 

５．市民に対する安全対策 

（２）避難勧告・指示（緊急） 

火災の延焼拡大、危険物等の漏洩、流出、爆発等の危険が予想される場合において、

市民の身体生命の保護のため、必要に応じ避難勧告・指示（緊急）、誘導を実施する。 

イ 市長等の避難勧告・指示 

第３編第５章第１節「避難勧告・指示（緊急）」参照 

ウ 避難場所・避難誘導 

避難対策については、第３編第５章第１節「避難勧告・指示等（緊急）」及び第２節「避 

難所の設置運営」参照。 

６．災害広報 

（１）市民対する広報 

市民に対する注意と警戒を喚起するとともに、避難勧告・指示（緊急）等における不安の

解消と、迅速適切な避難を行うために実施する。 

イ 避難広報 

（ア）避難勧告・指示の出された地域の範囲等 

 

第２節 林野火災対策 

第４項 広域消防応援 

２．ヘリコプターの受入体制 

（水防法施行細則（昭和３４年山口県規則第５４号）第２条）） 

２．水防信号（法第２０条） 

知事の定める水防に用いる水防信号は、次のとおりである。（水防法施行細則（昭和３４

年山口県規則第５４号）第３条） 

 

第７章 火災対策 

第１節 火災の防御 

第２項 火災気象通報及び火災警報の伝達 

５．防火パトロールの実施 

火災の多発期には、火災予防と火災の早期発見のため、消防職員、消防団員等による

防火パトロールを強化するとともに、乾燥・強風時（火災気象通報、注意報・警報発表時）に

は、特に警戒体制を強め、広報車等でのパトロールを強化する。 

 

第３項 消防活動 

５．市民に対する安全対策 

（２）避難指示等 

火災の延焼拡大、危険物等の漏洩、流出、爆発等の危険が予想される場合において、

市民の身体生命の保護のため、必要に応じ避難指示、誘導を実施する。 

② 市長等の避難指示 

第３編第５章第１節「避難指示等」参照 

③ 避難場所・避難誘導 

避難対策については、第３編第５章第１節「避難指示等」及び第２節「避難所の設置 

運営」参照。 

６．災害広報 

（１）市民対する広報 

市民に対する注意と警戒を喚起するとともに、避難指示等における不安の解消と、迅速

適切な避難を行うために実施する。 

② 避難広報 

ア 避難指示等の出された地域の範囲等 

 

第２節 林野火災対策 

第４項 広域消防応援 

２．ヘリコプターの受入体制 
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（１）臨時ヘリポート 

ア～オ （略） 

カ ヘリコプターの大きさに合わせて、所要の広さを確保すること。概ね、次に掲げる広さが

望ましい。なお、補給作業を行う場合は、それに必要な広さ（３０ｍ×３０ｍ程度）も確保する

こと。 

（ア）消防防災ヘリコプター  ３０ｍ×３０ｍ程度 

 

第６項 市民等の安全対策 

１．避難勧告・指示、警戒区域の設定 

（１）市長は、林野火災の延焼拡大により市民の生命安全に危険が及ぶとき、又は予想され

るときは、法に基づき必要と認める地域の居住者、滞在者に対して避難勧告、指示を行うと

ともに、火災警戒区域、消防警戒区域の設定を行い、市民の生命身体の安全確保を図

る。 

避難勧告・指示及び警戒区域の設定に係る事項については、第１節第３項「５ 市民に

対する安全対策」参照。 

 

 

第４編 災害時の対応 

第１章 救助・救急、医療等活動 

第１節 救助・救急活動 

第１項 救助・救急の実施 

１．実施機関 

機 関 名 活 動 内 容 

徳山海上保安部 (1)船舶の海難、海上における人身事故（行方不明者を含む。）等が

発生した場合、所属巡視船艇、航空機を集中的かつ効率的に運用

し、救助活動を実施する。 

(2)必要に応じ、本部に対し、船艇、航空機及び特殊救難隊等の派

遣を要請する。 

(3)負傷者の搬送・救護にあたっては、県、市、日赤山口県支部、消

防本部等と協力して、救助活動の実効を期する。 

(4)救出・救助に自衛隊の応援が必要と認めるときは、派遣要請を行

い、救出・救助に万全を期する。 

(5)海上における救難・救出活動等の実施に支障をきたさない範囲

（１）臨時ヘリポート 

①～⑤ （略） 

⑥ ヘリコプターの大きさに合わせて、所要の広さを確保すること。概ね、次に掲げる広さが

望ましい。なお、補給作業を行う場合は、それに必要な広さ（３５ｍ×３５ｍ程度）も確保する

こと。 

ア 消防防災ヘリコプター  ３５ｍ×３５ｍ程度 

 

第６項 市民等の安全対策 

１．避難指示、警戒区域の設定 

（１）市長は、林野火災の延焼拡大により市民の生命安全に危険が及ぶとき、又は予想され

るときは、法に基づき必要と認める地域の居住者、滞在者に対して避難指示を行うととも

に、火災警戒区域、消防警戒区域の設定を行い、市民の生命身体の安全確保を図る。 

避難指示及び警戒区域の設定に係る事項については、第１節第３項「５ 市民に対する

安全対策」参照。 

 

 

 

第４編 災害時の対応 

第１章 救助・救急、医療等活動 

第１節 救助・救急活動 

第１項 救助・救急の実施 

１．実施機関 

機 関 名 活 動 内 容 

徳山海上保安部 (1)船舶の海難、人身事故等が発生したときは、速やかに船艇、航空

機又は特殊救難隊等によりその捜索救助を行う。 

(2)船舶火災又は海上火災が発生したときは、速やかに巡視船艇、

特殊救難隊又は機動防除隊によりその消火活動を行うとともに、必

要に応じて地方公共団体に協力を要請する。 

(3)危険物が流出したときは、その周辺海域の警戒を厳重にし、必要

に応じて火災、爆発及びガス中毒の発生防止、航泊禁止措置又は

避難勧告を行う。 

(4)傷病者、医師、避難者等又は救援物資等の緊急輸送について

は、必要に応じ、又は要請に基づき、迅速かつ積極的に実施するも
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において、陸上における救助・救急活動等について支援する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２節 医療等活動 

第３項 健康管理体制 

２．県健康管理班の活動 

（１）県健康管理班の編成 

１班あたりの構成基準は、保健師２名、・栄養士１名とし、状況に応じて医師・看護職員等

を編入する。 

 

第５項 医薬品・医療資器材の補給 

２．血液製剤等の確保 

  血液製剤については、周南健康福祉センター（周南環境保健所）に要請する。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 要配慮者の支援 

のとする。特に機動力のある航空機及び大量輸送が可能な船艇を

必要に応じて使い分け、有効に活用するものとする。 

(5)海上における災害の規模及び収集した情報から判断し、自衛隊

の派遣要請が必要である場合には、管区海上保安本部長を通じ

て、直ちに派遣の要請を行うものとする。 

(6)関係機関及び県の要請に基づき、海上における災害応急対策の

実施に支障をきたさない範囲において、陸上における救助・救急活

動等について支援する。 

 

第２節 医療等活動 

第３項 健康管理体制 

２．県健康管理班の活動 

（１）県健康管理班の編成 

１班あたりの構成基準は、保健師・栄養士を中心とし、状況に応じて医師・看護職員等を

編入する。 

 

第５項 医薬品・医療資器材の補給 

２．血液製剤等の確保  

  血液製剤等の確保は、県災害救助部が行うものとし、血液製剤の供給について必要と

認めた場合は、山口県赤十字血液センターに供給を要請する。 

山口県赤十字血液センターは、血液製剤の備蓄場所（県中央：山口県赤十字血液セン

ター、県西部：西部供給出張所、県東部：東部供給出張所）の被災状況及び備蓄量を調

査し、状況に応じ次のように血液製剤の確保を図る。 

①被害のない地域に移動採血車を配備し、県民からの献血を受ける。 

②血液製剤が不足する場合には、中四国ブロック血液センターに需給調整を依頼し、県

外からの血液製剤の確保を図る。 

③後方医療機関、医療救護所等への血液製剤の供給には、県災害救助部及び日本赤十

字社山口県支部と密接な連絡の下に行う。 

なお、原則として、血液製剤の輸送は、山口県赤十字血液センターが行うが、陸送不可

な場合には、県警察本部、自衛隊等に空輸や海上輸送の要請を行うなど、輸送体制の確

保を図る。 

 

第２章 要配慮者の支援 
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第１節 避難誘導・避難所の管理等 

第１項 避難誘導 

１．避難の勧告等の伝達 

避難の勧告又は指示（緊急）を行う場合、市長は、情報の伝わりにくい高齢者、障害者 

等への伝達や夜間における伝達には、特に配慮する。避難の必要がなくなった場合も同

様とする。また、地理に不案内な外国人旅行者を含む観光客等にも配慮する。 

２．避難誘導の方法 

避難勧告・指示（緊急）が出された場合、市は、警察署、消防本部、消防団、自主防災組

織等の協力を得て、地域住民を避難場所等に誘導するが、この場合、高齢者、障害者、乳

幼児、妊産婦等を優先して避難誘導する。 

 

第２節 保健・福祉対策 

第３項 福祉対策 

４．生活資金等の貸付 

県は、緊急の生活資金の必要な低所得者等の生活安定を図るため、生活福祉資金特

例貸付（小口資金付制度）の実施について国に要請するとともに、貸付主体である社会福

祉協議会と連携した周知など、適切かつ速やかな対応を行う。 

 

第３節 平常時からの備え 

第２項 在宅要配慮者対策 

１．支援体制の整備 

（１）～（６） （略） 

（７）市は、避難行動に時間を要する、避難行動要支援者をはじめとする要配慮者に対し

て、早めの段階で避難行動を求める「避難準備・高齢者等避難開始」を発令するための基

準策定に努める。 

 

第３項 避難行動要支援者名簿 

市は、避難行動要支援者を災害から保護するため、避難について特に支援が必要な 

者の名簿をあらかじめ作成し、消防機関や民生委員等地域の支援者と情報共有し、適切

な避難誘導や安否確認に活用する。 

（１）社会福祉協議会、民生委員児童委員協議会等との連携のもとに、高齢者、障害者等

に関する各種調査、在宅保健・福祉サービスの提供等を通じ、市民のプライバシーに十分

な配慮を行いつつ、避難行動要支援者名簿を作成する。 

第１節 避難誘導・避難所の管理等 

第１項 避難誘導 

１．避難指示等の伝達 

避難指示等を行う場合、市長は、情報の伝わりにくい高齢者、障害者等への伝達や夜 

間における伝達には、特に配慮する。避難の必要がなくなった場合も同様とする。また、地

理に不案内な外国人旅行者を含む観光客等にも配慮する。 

２．避難誘導の方法 

避難指示等が出された場合、市は、警察署、消防本部、消防団、自主防災組織等の協

力を得て、地域住民を避難場所等に誘導するが、この場合、高齢者、障害者、乳幼児、妊

産婦等を優先して避難誘導する。 

 

第２節 保健・福祉対策 

第３項 福祉対策 

４．生活資金等の貸付 

県は、緊急の生活資金の必要な低所得者等の生活安定を図るため、生活福祉資金特

例貸付（小口資金貸付制度）の実施について国に要請するとともに、貸付主体である社会

福祉協議会と連携した周知など、適切かつ速やかな対応を行う。 

 

第３節 平常時からの備え 

第２項 在宅要配慮者対策 

１．支援体制の整備 

（１）～（６） （略） 

（７）市は、避難行動に時間を要する、避難行動要支援者をはじめとする要配慮者に対し

て、早めの段階で避難行動を開始することを求める「高齢者等避難」を発令するための基

準策定に努める。 

 

第３項 避難行動要支援者対策 

市は、避難行動要支援者を災害から保護するため、避難について特に支援が必要な 

者の名簿をあらかじめ作成し、消防機関や民生委員等地域の支援者と情報共有し、適切

な避難誘導や安否確認に活用する。 

１．避難行動要支援者名簿の範囲（登録要件） 

（１）介護保険制度における要介護認定３～５に該当する人 

（２）身体障害者手帳の１級又は２級で第１種（心臓・腎臓機能障害のみで該当する人を除
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ア 名簿に掲載する者の範囲は、要介護認定（３～５）、身体障害者手帳（１・２級で第１

種）、療育手帳（A）、精神障害者保健福祉手帳（１級）、難病患者等自力で避難する能力

がなく、かつ、世帯内に避難支援ができる同居家族等に障害（身体・知的・精神）のない７５

歳未満の者がいない者、及び市長が必要と認めた者とする。 

 

 

 

 

 

２ 追加 

イ 名簿作成に必要な個人情報は、住所・氏名・生年月日・性別及び避難支援を必要とす

る事由等市長が必要と認めるものとし、福祉担当課等が連携して個人情報を入手し名簿を

作成する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 避難行動要支援者名簿（様式例） 

表  （略） 

エ 避難支援関係者となる者は、消防機関、県警察、民生委員児童委員協議会、社会福

祉協議会、自主防災組織及びその他市長が必要と認めた者とする。また、避難支援を行う

に当たっては、避難支援関係者の安全確保措置について留意する。 

オ 避難行動要支援者名簿の更新については適宜行い、自主防災組織等支援関係者へ

の事前提供は年１回（同意者の名簿のみ）行うものとする。不同意者の名簿については、災

害発生時等において、支援関係者に提供し安否確認等に利用する。 

  また、庁舎被災等の事態が生じた場合においても、名簿の使用に支障が生じないよう、

名簿情報の適切な管理に努める。 

カ 情報漏洩を防止するため、情報の提供を受けた者に対し、データ化や必要以上の複製

禁止、施錠可能な場所での保管等適切な名簿管理、取扱い状況の報告、取扱者の限定、

く。）に該当する人 

（３）療育手帳Ａに該当する人 

（４）精神障害者保健福祉手帳の１級に該当する人 

（５）難病患者（重症認定者）に該当する人 

（６）同一世帯内に避難支援ができる同居家族等がいない人 

   （同居家族等は、７５歳未満で障害者ではない人をいう。） 

（７）その他市長が認めた人 

※ 自力で避難することが困難な（１）～（５）のいずれかに該当し、かつ（６）又は（７）に該当

する人が対象 

２．避難行動要支援者名簿の作成 

社会福祉協議会、民生委員児童委員協議会等との連携のもとに、高齢者、障害者等に

関する各種調査、在宅保健・福祉サービスの提供等を通じ、市民のプライバシーに十分な

配慮を行いつつ、避難行動要支援者名簿を作成する。 

（１）名簿に記載する事項 

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 上記のほか市長が必要と認める事項 

（２）避難行動要支援者名簿（様式例） 

表 （略） 

（３）避難支援関係者となる者は、消防機関、県警察、民生委員児童委員協議会、社会福

祉協議会、自主防災組織及びその他市長が必要と認めた者とする。また、避難支援を行う

に当たっては、避難支援関係者の安全確保措置について留意する。 

（４）避難行動要支援者名簿の更新については適宜行い、自主防災組織等支援関係者へ

の事前提供は年１回（同意者の名簿のみ）行うものとする。不同意者の名簿については、災

害発生時等において、支援関係者に提供し安否確認等に利用する。 

  また、庁舎被災等の事態が生じた場合においても、名簿の使用に支障が生じないよう、

名簿情報の適切な管理に努める。 

（５）情報漏洩を防止するため、情報の提供を受けた者に対し、データ化や必要以上の複

製禁止、施錠可能な場所での保管等適切な名簿管理、取扱い状況の報告、取扱者の限
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使用後の名簿返却等の措置を求めるとともに、市においても、名簿の限定的な提供や個

人情報の取扱いに関する説明・研修会開催等の措置を講じる。 

キ 要配慮者に対する通知又は警告については、要配慮者が円滑に避難できるよう、防災

無線や広報車、携帯端末の緊急速報メールなど複数の手段を組み合わせるとともに、障

害の区分等に配慮し、多様な手段を用いて情報伝達を行う。 

３ 追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４項 防災知識の普及啓発・訓練 

２．防災訓練 

防災訓練を実施する際、高齢者、車椅子利用者等を想定した避難誘導、情報伝達など

訓練内容にも配慮し、直接の参加を呼びかけるとともに、地域住民、自主防災組織等の協

力を得ながら、円滑な避難誘導等が行えるようその支援体制の整備とともに、被災時の男

女のニーズの違い等男女双方の視点に十分配慮するように努める。 

 

第５項 避難所対策 

市は、要配慮者にとって厳しい環境となる避難所生活に配慮し、あらかじめ次のような生 

活の場の確保、支援体制の整備に努める。また、被災時の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。 

 

 

第３章 保健衛生・動物愛護管理 

第２節 遺体対策 

第１項 遺体の捜索 

１．実施機関 

（１）市 

遺体の捜索は、市において賃金職員等を雇い上げ、日赤奉仕団及び市民の協力も得な

定、使用後の名簿返却等の措置を求めるとともに、市においても、名簿の限定的な提供や

個人情報の取扱いに関する説明・研修会開催等の措置を講じる。 

（６）要配慮者に対する通知又は警告については、要配慮者が円滑に避難できるよう、防災

無線や広報車、携帯端末の緊急速報メールなど複数の手段を組み合わせるとともに、障

害の区分等に配慮し、多様な手段を用いて情報伝達を行う。 

３． 個別避難計画 

（１）市は、市地域防災計画に定めるところにより、避難行動要支援者名簿の避難行動要支

援者ごとに、避難支援等を実施するための計画（以下、「個別避難計画」という。）を作成す

るよう努めるものとする。 

（２）個別避難計画に定めるべき事項は、次のとおりとする。 

① 避難支援実施者の氏名又は名称、住所又は居所及び電話番号その他連絡先 

② 避難施設その他の避難場所及び避難路その他の避難経路に関する事項 

③ 前二号に掲げるもののほか、避難支援等の実施に関し市長が必要と認める事項 

 

第４項 防災知識の普及啓発・訓練 

２．防災訓練 

防災訓練を実施する際、高齢者、車椅子利用者等を想定した避難誘導、情報伝達など

訓練内容にも配慮し、直接の参加を呼びかけるとともに、地域住民、自主防災組織等の協

力を得ながら、円滑な避難誘導等が行えるようその支援体制の整備とともに、被災時の男

女のニーズの違い等多様な主体の視点に十分配慮するように努める。 

 

第５項 避難所対策 

市は、要配慮者にとって厳しい環境となる避難所生活に配慮し、あらかじめ次のような生 

活の場の確保、支援体制の整備に努める。また、防災担当部局と男女共同参画担当部局

が連携し、被災時の男女のニーズの違い等多様な主体の視点に十分配慮するよう努め

る。 

 

第３章 保健衛生・動物愛護管理 

第２節 遺体対策 

第１項 遺体の捜索 

１．実施機関 

（１）市 

遺体の捜索は、市において賃金職員等を雇い上げ、市民の協力も得ながら、捜索に必要
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がら、捜索に必要な機械器具等を借上げて実施する。 

（２）～（３）（略） 

（４）徳山海上保安部 

ア 行方不明の届出の受理、情報の入手に努め、行方不明者の調査を積極的に実施す

る。 

イ 行方不明者については、巡視船艇又は航空機を活用して捜索にあたる。 

ウ 必要に応じて本部に応援を求め、捜索にあたる。 

エ 市が行う遺体捜索に協力する。 

 

第３節 災害廃棄物等処理 

第１項 廃棄物処理 

１．実施機関 

（１）市 

イ 大規模災害等により大量の災害廃棄物が発生した場合においても円滑な処理が行え

るよう、災害廃棄物処理計画を策定するとともに、県内市町、関係団体、民間事業者等との

相互協力体制の整備や的確な体制の運営を図る。 

（２）県 

エ 市町の災害廃棄物処理計画の策定促進を図るとともに、上記の相互協力体制が的確

に運営できるための対策を講じる。 

 

第４章 食料・飲料水及び生活必需品等の供給 

第１節 食料の供給 

第１項 食料の供給体制 

応急用食料の供給は、市が実施するが、供給が困難な場合には、県に対し、主食であ

る米穀を中心に、必要により副食等についても供給を要請する。 

なお、食料の不足状況や入出荷の管理等については、総合防災情報システムの救援

物資管理機能を活用する。 

 

第３節 生活必需品等の供給 

第１項 生活必需品等の供給体制 

生活必需品等の食料の不足状況や入出荷の管理等については、総合防災情報システ

ムの救援物資管理機能を活用する。 

 

な機械器具等を借上げて実施する。 

（２）～（３）（略） 

（４）徳山海上保安部 

① 行方不明の届出の受理、情報の入手に努め、行方不明者の調査を積極的に実施す

る。 

② 行方不明者については、巡視船艇、航空機及び潜水士等を活用して捜索にあたる。 

③ 必要に応じて本部に応援を求め、捜索にあたる。 

エ 削除 

 

第３節 災害廃棄物等処理 

第１項 廃棄物処理 

１．実施機関 

（１）市 

② 大規模災害等により大量の災害廃棄物が発生した場合においても円滑な処理が行え

るよう、周南市災害廃棄物処理基本計画に基づき、県内市町、関係団体、民間事業者等と

の相互協力体制の整備や的確な体制の運営を図る。 

（２）県 

④ 上記の相互協力体制が的確に運営できるための対策を講じる。 

 

 

第４章 食料・飲料水及び生活必需品等の供給 

第１節 食料の供給 

第１項 食料の供給体制 

応急用食料の供給は、市が実施するが、供給が困難な場合には、県に対し、主食であ

る米穀を中心に、必要により副食等についても供給を要請する。 

なお、食料の不足状況や入出荷の管理等については、物資調達・輸送調達等支援シス

テムの救援物資管理機能を活用する。 

 

第３節 生活必需品等の供給 

第１項 生活必需品等の供給体制 

生活必需品等の食料の不足状況や入出荷の管理等については、物資調達・輸送調整

等支援システムを活用する。 
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第５章 緊急輸送活動 

第１節 緊急輸送ネットワークの整備 

第１項 緊急輸送道路等緊急輸送施設の指定 

１．道路 

（１）県の指定 

ア～ウ （略） 

エ 救援物資等の備蓄倉庫及び集積地点を結ぶ道路 

オ その他主要な道路 

 

 

第３項 広域輸送拠点の整備 

１．輸送拠点 

（現行表省略） 

 

 

４．防災機能を有する施設（サービスエリア、道の駅等）の整備 

  被災地における他県等からの応援部隊の活動拠点を確保するまでの間などに、その集

合地点や活動拠点として活用する施設を整備する。 

 

第４節 災害救助法による輸送基準 

第１項 輸送の範囲 

１．罹災者を避難させるための輸送 

市長、警察官等避難指示者の指示に基づき、長距離避難等を行う場合の輸送。 

２．（略） 

３．罹災者の救出のための輸送 

救出されたり災者の輸送及び救出のための必要な人員、資材等の輸送。 

４．（略） 

５．救済用物資の輸送 

罹災者に支給する被服、寝具、その他の生活必需品、炊出用食料、薪炭、学用品、医

薬品、衛生材料及び義援物資等の輸送。 

 

第５節 交通規制 

第３項 海上交通規制 

第５章 緊急輸送活動 

第１節 緊急輸送ネットワークの整備 

第１項 緊急輸送道路等緊急輸送施設の指定 

１．道路 

（１）県の指定 

①～③ （略） 

④ 救援物資等の備蓄倉庫及び集積地点や他県等からの応援部隊が被災地において部 

隊の指揮、宿営等を行う拠点を結ぶ道路 

⑤ その他主要な道路 

 

第３項 広域輸送拠点等の整備 

１．輸送拠点 

区分 施設名称 所在地 管理者 備考 

広域活動拠点 道の駅 

「ソレーネ周南」 

大字戸田 国、市 防災道の駅 

４．（削除） 

 

 

 

第４節 災害救助法による輸送基準 

第１項 輸送の範囲 

１．被災者を避難させるための輸送 

市長、警察官等避難指示者の指示に基づき、長距離避難等を行う場合の輸送。 

２．（略） 

３．被災者の救出のための輸送 

救出された被災者の輸送及び救出のための必要な人員、資材等の輸送。 

４．（略） 

５．救済用物資の輸送 

被災者に支給する被服、寝具、その他の生活必需品、炊出用食料、薪炭、学用品、医

薬品、衛生材料及び義援物資等の輸送。 

 

第５節 交通規制 

第３項 海上交通規制 
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（１）～（５） （略） 

（６）海上及び沿岸部の被災状況に関する情報収集の実施に支障をきたさない範囲におい

て、陸上における被災状況に関する情報収集を行う 

（７）その他発災後の応急対策を実施するうえで必要な事項 

 

第７節 平常時からの整備 

第１項 緊急輸送ネットワークの形成 

１．輸送施設等の指定 

（５）輸送拠点施設 

他市町等からの緊急物資等の受入、一時保管、避難所等への配送を行うための輸送拠

点施設を指定する。 

なお、輸送拠点施設が被災し、使用不能の場合及び交通状況により他の場所が適当と 

思われる場合は、隣接市町との交通を勘定し、比較的被害の少ない地域の公共施設等を

指定する。 

また、輸送拠点施設については、緊急時における輸送の重要性から、災害に対する安 

全性の確保に配慮する。 

（追加） 

 

 

第１０章 ボランティア活動の支援 

第２節 災害発生時の支援 

第１項 専門ボランティアの支援 

２．県社会福祉協議会の対応 

県社会福祉協議会は、一般ボランティアの登録に併せ、専門ボランティアの登録を行うと 

ともに、登録内容を県災害救助班に報告し、救助総務班は関係各班に報告する。 

 

 

第１１章 災害救助法の適用 

第１節 災害救助法の適用 

第６項 市長の事務 

２．罹災者台帳の作成 

市長は、被害状況の調査により、各世帯別の被害を確認したときは、救助法による救助

の実施について必要な「罹災者台帳」を速やかに作成する。 

（１）～（５） （略） 

（６） （削除） 

（６）その他発災後の応急対策を実施するうえで必要な事項 

 

 

第７節 平常時からの整備 

第１項 緊急輸送ネットワークの形成 

１．輸送施設等の指定 

（５）輸送拠点施設 

① 他市町等からの緊急物資等の受入、一時保管、避難所等への配送を行うための輸送

拠点施設を指定する。 

なお、輸送拠点施設が被災し、使用不能の場合及び交通状況により他の場所が適当と 

思われる場合は、隣接市町との交通を勘定し、比較的被害の少ない地域の公共施設等を

指定する。 

また、輸送拠点施設については、緊急時における輸送の重要性から、災害に対する安 

全性の確保に配慮する。 

② 他市町等からの応援部隊が被災地において部隊の指揮、宿営等を行う拠点施設を指

定する。 

 

第１０章 ボランティア活動の支援 

第２節 災害発生時の支援 

第１項 専門ボランティアの支援 

２．県社会福祉協議会の対応 

県社会福祉協議会は、一般ボランティアの登録に併せ、専門ボランティアの登録を行うと 

ともに、専門ボランティアに関係する各団体との連絡調整を行い、災害時に県災害救助部

救助総務班が円滑に派遣できる体制の整備に努める。 

 

第１１章 災害救助法の適用 

第１節 災害救助法の適用 

第６項 市長の事務 

２．被災者台帳の作成 

市長は、被害状況の調査により、各世帯別の被害を確認したときは、救助法による救助

の実施について必要な「被災者台帳」を速やかに作成する。 
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３．罹災証明書及び被災証明願の発行 

市長は、救助の実施のため必要があるとき、又は罹災者からの要求があったときは、「罹

災証明書」を遅滞なく発行する。 

（１）罹災証明書は、「罹災者台帳」に基づき発行する。 

（２）罹災証明書の発行対象とならないものについては、被災証明願を発行する。 

 

 

第５編 応急復旧 

第３章 応急住宅対策 

第１節 応急仮設住宅の供与 

第２項 応急仮設住宅の供与 

１．供与の目的 

公営住宅等の提供では不足する場合には、自己の資力では居住する住家を確保でき

ない被災者に対して知事（委任を受けた市長）は、救助法の規定に基づき建設（以下「建

設型応急仮設住宅」という。）又は民間賃貸住宅等を借上げる（以下「借上型応急仮設住

宅」という。）ことにより応急仮設住宅を供与する。 

２．応急仮設住宅に収容する罹災者の条件 

３．対象者及び入居予定者の選定 

（１）対象者の把握及び入居予定者の選考の業務は、市長が行う。 

（２）入居資格については、第２項の「２ 応急仮設住宅に収容する罹災者の条件」に掲げる 

者とするが、選考にあたっては、高齢者、障害者等災害時要援護者世帯に配慮する。 

（３）市長は、民生委員の意見を聴くなど、罹災者の資力その他の生活条件を十分調査し

て選定する。 

（４）入居者の決定は、市長がその職務を委任された場合を除き、知事が行う。 

４．応急仮設住宅の管理等 

（１）建設型応急仮設住宅 

（２）借上型応急仮設住宅 

第３項 建設型応急仮設住宅 

 

第４項 借上型応急仮設住宅 

 

第２節 被災住宅の応急修理 

第１項 住宅の応急修理を受ける者の条件 

３．罹災証明書及び被災証明願の発行 

市長は、救助の実施のため必要があるとき、又は罹災者からの要求があったときは、「罹

災証明書」を遅滞なく発行する。 

（１）罹災証明書は、「被災者台帳」に基づき発行する。 

（２）罹災証明書の発行対象とならないものについては、被災証明願を発行する。 

 

 

第５編 応急復旧 

第３章 応急住宅対策 

第１節 応急仮設住宅の供与 

第２項 応急仮設住宅の供与 

１．供与の目的 

公営住宅等の提供では不足する場合には、自己の資力では居住する住家を確保でき

ない被災者に対して知事（委任を受けた市長）は、救助法の規定に基づき建設（以下「建

設型応急住宅」という。）又は民間賃貸住宅等を借上げる（以下「賃貸型応急住宅」とい

う。）ことにより応急仮設住宅を供与する。 

２．応急仮設住宅に収容する被災者の条件 

３．対象者及び入居予定者の選定 

（１）対象者の把握及び入居予定者の選考の業務は、市長が行う。 

（２）入居資格については、第２項の「２ 応急住宅に収容する被災者の条件」に掲げる 

者とするが、選考にあたっては、高齢者、障害者等災害時要援護者世帯に配慮する。 

（３）市長は、民生委員の意見を聴くなど、被災者の資力その他の生活条件を十分調査し

て選定する。 

（４）入居者の決定は、市長がその職務を委任された場合を除き、知事が行う。 

４．応急仮設住宅の管理等 

（１）建設型応急住宅 

（２）賃貸型応急住宅 

第３項 建設型応急住宅 

 

第４項 賃貸型応急住宅 

 

第２節 被災住宅の応急修理 

第１項 住宅の応急修理を受ける者の条件 
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災害発生によって住家が半焼又は半壊し、そのままでは当面の日常生活を営むことが

できない者で、自らの資力をもってしては応急修理ができない者。 

 

 

第４章 応急教育活動 

第１節 文教対策 

第３項 児童生徒等の援助 

２．災害救助法適用の場合の学用品の給与（市教育委員会等） 

 学用品については、救助法が適用された場合、被災児童生徒等に対し、次のような措置

が講じられる。 

（１）給与対象 

  住家の全壊、全焼、流失、半壊、半焼及び床上浸水により、学用品を喪失又は損傷し、

就学上支障のある小学校児童（総合支援学校の小学部児童含む。）、中学校生徒（中等

教育学校の前期課程の生徒及び総合支援学校の中等部生徒を含む。）及び高等学校生

徒（高等学校、中等教育学校の後期課程、総合支援学校の高等部、高等専門学校、専修

学校及び各種学校の生徒又は学生） 

（２）給与実施者 

  通常の場合、知事から委任を受けた市長が、教育委員会及び校長等の協力を得て、調

達から配分までの業務を行う。 

（３）給与する学用品等 

  次に掲げる品目の範囲内で現物を給与する。 

ア 教科書及び教材 

 (ア) 「教科書の発行に関する臨時措置法」第２条に規定する教科書 

 (イ) 教科書以外の教材で、市教育委員会に届出又は承認を受けて使用しているもの 

イ 文房具 

  ノート、鉛筆、消しゴム、クレヨン、絵具、画筆、画用紙、下敷、定規等 

ウ 通学用品 

  運動具、雨傘、カバン、雨靴等 

エ （追加） 

 

 

４．児童生徒等に対する就学援助（市教育委員会等） 

（１）被災による生活困窮家庭の児童、生徒に対する就学援助 

災害発生によって住家が半焼又は半壊若しくはこれらに準ずる程度の損傷を受け、その

ままでは当面の日常生活を営むことができない者で、自らの資力をもってしては応急修理

ができない者。 

 

第４章 応急教育活動 

第１節 文教対策 

第３項 児童生徒等の援助 

２．災害救助法適用の場合の学用品の給与（市教育委員会等） 

 学用品については、救助法が適用された場合、被災児童生徒等に対し、次のような措置

が講じられる。 

（１）給与対象 

  住家の全壊、全焼、流失、半壊、半焼及び床上浸水により、学用品を喪失又は損傷し、

就学上支障のある小学校児童（総合支援学校の小学部児童含む。）、中学校生徒（中等

教育学校の前期課程の生徒及び総合支援学校の中等部生徒を含む。）及び高等学校生

徒（高等学校、中等教育学校の後期課程、総合支援学校の高等部、高等専門学校、専修

学校及び各種学校の生徒） 

（２）給与実施者 

  通常の場合、知事から委任を受けた市長が、教育委員会及び校長等の協力を得て、調

達から配分までの業務を学校を通じて行う。 

（３）給与する学用品等 

  次に掲げる品目の範囲内で現物を給与する。 

① 教科書及び教材 

ア 「教科書の発行に関する臨時措置法」第２条に規定する教科書 

イ 教科書以外の教材で、市教育委員会に届出又は承認を受けて使用しているもの 

② 文房具 

  ノート、鉛筆、消しゴム、クレヨン、絵具、画筆、画用紙、下敷、定規等 

③ 通学用品 

  傘、靴、長靴等 

④ その他の学用品 

運動靴、体育着、カスタネット、ハーモニカ、笛、鍵盤ハーモニカ、工作用具、裁縫用具

等 

４．児童生徒等に対する就学援助（市教育委員会等） 

（１）被災による生活困窮家庭の児童、生徒に対する就学援助 
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要保護及び準要保護家庭の小中学校児童、生徒については、「就学困難な児童及び

生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律」に基づく援助措置が講じられる。 

 

５．授業料等の減免及び学資貸与 

（１）県立学校授業料等の減免等（山口県使用料手数料条例） 

 

第５章 災害警備活動 

第２節 海上保安部による海上警備 

第１項 治安の維持 

徳山海上保安部は、海上交通の安全を確保するため、次の措置を講じる。 

（１）巡視船艇及び航空機を災害発生地域の所要の海域に配備し、犯罪の予防、取締りを

行う。 

（２）巡視船艇及び航空機により、警戒区域又は重要施設周辺海域の警戒を行う。 

（３）治安の維持に必要な情報の収集を行う。 

 

第２項 海上交通安全の確保 

海上保安部は、海上交通の安全を確保するため、次の措置を講じる。 

 

第３項 通信の確保 

徳山海上保安部は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に、必要な通信を確

保するため、次に掲げる措置を講じる。 

（１）情報通信施設の保守に努め、また、その施設が損壊したときは、あらゆる手段を用いて

必要な機材を確保し、その復旧に努める。 

（２）携帯無線機、携帯電話、衛星通信装置等を搭載した巡視船艇を配備する。 

（３）（追加） 

（３）非常の場合の通信を確保するため、通信施設の配備及び通信要員の配置を行う。ま

た、関係機関から災害に関する重要な通報の伝達について要請があったときは、速やかに

その要請に応じる。 

（４）関係機関等との通信の確保は、防災行政無線、携帯無線機、携帯電話、衛星通信装

置等利用可能なあらゆる手段を活用するとともに、職員を派遣し、又は関係機関等の職員

の派遣を要請する。 

（５）（追加） 

 

要保護及び準要保護家庭の小中学校児童、生徒については、「就学困難な児童及び生

徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律」「学校給食法」「学校保健安全法」

に基づく援助措置が講じられる。 

５．授業料等の減免及び学資貸与 

（１）県立学校授業料等の減免等（山口県使用料手数料条例等） 

 

第５章 災害警備活動 

第２節 海上保安部による海上警備 

第１項 治安の維持 

徳山海上保安部は、海上における治安を維持するため、情報の収集に努め、必要に応じ

巡視船艇等及び航空機により次に掲げる措置を講ずるものとする。 

（１）災害発生地域の周辺海域に配備し、犯罪の予防・取締りを行う。 

（２）警戒区域又は重要施設の周辺海域において警戒を行う。 

（３）（削除） 

 

第２項 海上交通安全の確保 

海上保安部は、海上交通の安全を確保するため、次の措置を講じるものとする。 

 

第３項 通信の確保 

徳山海上保安部は、情報通信手段を確保するため、次に掲げる措置を講じる。 

（１）情報通信施設の保守を行い、また、その施設が損壊したときは、あらゆる手段を用いて

必要な機材を確保し、その復旧を行う。 

（２）携帯無線機、携帯電話、衛星通信装置等を搭載した船艇を配備する。 

（３）携帯無線機、携帯電話、衛星通信装置等を被災地に輸送し、所要の場所に配備す

る。 

（４）非常の場合の通信を確保するため、通信施設の配備及び通信要員の配置を行う。 

（５）映像伝送システムを搭載した巡視船艇及び航空機を配備する。 

（６）関係機関等との通信の確保は、防災行政無線、携帯無線機、携帯電話、衛星通信装

置等利用可能なあらゆる手段を活用するとともに、職員を派遣し、又は関係機関等の職員

の派遣を要請する。 
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第６編 復旧・復興 

第１章 被災者の生活再建 

第１節 被災者の生活確保 

第５項 住宅の建設 

４．住宅資金の確保 

（１）住宅金融支援機構の災害関連融資のあっせん 

住宅金融支援機構が行う災害関連融資として、「災害復興住宅融資」、「地すべり等関連

住宅融資」、「宅地防災工事融資」がある。 

災害復興住宅融資 

 

（略） 

地すべり等関連住宅融資 地すべり等防止法第２４条第３項により知事の承認を得た

関連事業計画又は土砂災害警戒区域等における土砂災

害防止対策の推進に関する法律第２６条第１項の規定に

よる知事の勧告又は密集市街地における防災街区の整

備の促進に関する法律第１３条第１項の規定による所管

行政庁の勧告に基づいて、地すべり等による被害を受け

るおそれのある者が、家屋の建設若しくは移転又は土地

若しくは借地権を取得しようとするとき貸付けられる。 

宅地防災工事融資 （略） 

 

第６項 生活資金の確保 

３．県市町中小企業勤労者小口資金 

  県内に居住し、中小企業の同一事業所に１年以上勤続している者等に対して貸付けら

れるもので、貸付けは、市が指定した金融機関（労働金庫）が行う。 

（１） 貸付限度額  災害資金１００万円以内 

（２） 償還期間  １０年以内（据置期間１年以内） 

（３） 利率     年 １．７１％（保証料別途） 

 

第８項 災害罹災者に対する援護措置 

１．市 

 市内において発生した災害に係る罹災者に対して、「周南市災害見舞金支給要綱」に基

づき、見舞金を支給する。 

２．県 

第６編 復旧・復興 

第１章 被災者の生活再建 

第１節 被災者の生活確保 

第５項 住宅の建設 

４．住宅資金の確保 

（１）住宅金融支援機構の災害関連融資のあっせん 

住宅金融支援機構が行う災害関連融資として、「災害復興住宅融資」、「地すべり等関連

住宅融資」、「宅地防災工事融資」がある。 

災害復興住宅融資 

 

（略） 

地すべり等関連住宅融資 地すべり等防止法第２４条第１項の規定による関連事業

計画又は土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対

策の推進に関する法律第２６条第１項の規定による知事

の勧告に基づいて、地すべり等による被害を受けるおそ

れのある者が、家屋の建設若しくは移転又は土地若しくは

借地権を取得しようとするとき貸付けられる。 

宅地防災工事融資 （略） 

 

 

 

第６項 生活資金の確保 

３．県市町中小企業勤労者小口資金 

  県内に居住し、中小企業の同一事業所に１年以上勤続している者等に対して貸付けら

れるもので、貸付けは、市が指定した金融機関（労働金庫）が行う。 

（１） 貸付限度額  災害資金１００万円以内 

（２） 償還期間   １０年以内（据置期間１年以内） 

（３） 利率      周南市中小企業勤労者小口資金貸付要綱に定める利率 

 

第８項 被災者等に対する援護措置 

１．市 

 市内において発生した災害に係る被災者等に対して、「周南市災害見舞金支給要綱」に

基づき、見舞金を支給する。 

２．県 
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県内において発生した災害（暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他の異常 

な自然現象、又は大規模火災等知事が特に認める事象により被害が生ずること）に係る罹

災者に対して、「山口県災害見舞金支給要綱」に基づき、見舞金を支給する。 

第９項 被災者の生活再建支援金の支給 

２．被災者生活再建支援制度 

（１）支援金の支給対象となる被災世帯 

ア 支援金の支給対象となる被災世帯 

  前述の１（２）（イ）a～eの自然災害により 

①～④ （略） 

（追加） 

 

イ 支援金の支給額 

該当する世帯に支給される支給額は次表の２つの支給額の合計となる。但し、世帯人数 

が１人の場合は、各該当欄の支給額の金額は 3/４の額となる。 

① 住宅の被害程度に応じて支給する支援金（基礎支援金） 

住宅の 

被害程度 

全壊 

（(1)ア①に該当） 

解体 

（(1)ア②に該当） 

長期避難 

（(1)ア③に該当） 

大規模半壊 

（(1)ア④に該当） 

支給額 100万円 100万円 100万円 50万円 

（追加） 

② 住宅の再建方法に応じて支給する支援金（加算支援金） 

住宅の 

再建方法 

建設・購入 補修 賃借 

（公営住宅以外） 

支給額 200万円 100万円 50万円 

（追加） 

＊一旦住宅を賃借した後、自ら居住する住宅を建設・購入（又は補修）する場合は、合計

で 200（又は 100）万円 

４．山口県被災者生活再建支援金支給事業（県制度） 

県内に被災者生活再建支援法が適用される市町が1以上ある自然災害において、被災

者生活再建支援制度（国制度）の対象となる被害を受けながら、その自然災害が被災者生

活再建支援法に定める規模に達しないため、国制度による支援を受けられない世帯に対

して、国制度と同額の支援を行う（負担割合 県 1/2、市 1/2）。 
 

第４章 金融計画 

県内において発生した災害（暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他の異常 

な自然現象、又は大規模火災等知事が特に認める事象により被害が生ずること）に係る被

災者等に対して、「山口県災害見舞金支給要綱」に基づき、見舞金を支給する。 

第９項 被災者の生活再建支援金の支給 

２．被災者生活再建支援制度 

（１）支援金の支給対象となる被災世帯 

① 支援金の支給対象となる被災世帯 

  前述の１（２）イ a～eの自然災害により 

ア～エ （略） 

オ 半壊世帯のうち大規模半壊世帯に至らないが相当規模の補修を要する世帯（中規模

半壊世帯） 

② 支援金の支給額 

該当する世帯に支給される支給額は次表の２つの支給額の合計となる。但し、世帯人数 

が１人の場合は、各該当欄の支給額の金額は 3/４の額となる。 

ア 住宅の被害程度に応じて支給する支援金（基礎支援金） 

住宅の 

被害程度 

全壊 

（(1)ア①に該当） 

解体 

（(1)ア②に該当） 

長期避難 

（(1)ア③に該当） 

大規模半壊 

（(1)ア④に該当） 

支給額 100万円 100万円 100万円 50万円 

＊「中規模半壊世帯」は支給なし 

イ 住宅の再建方法に応じて支給する支援金（加算支援金） 

住宅の 

再建方法 

建設・購入 補修 賃借 

（公営住宅以外） 

支給額 200万円 100万円 50万円 

＊「中規模半壊世帯」は上記の１/２の額 

＊一旦住宅を賃借した後、自ら居住する住宅を建設・購入（又は補修）する場合は、合計

で 200（又は 100）万円（「中規模半壊世帯」は 1/2の額） 

４．山口県被災者生活再建支援金支給事業（県制度） 

県内に被災者生活再建支援法が適用される市町が1以上ある自然災害において、被災

者生活再建支援制度（国制度）の対象となる被害を受けながら、その自然災害が被災者生

活再建支援法に定める規模に達しないため、国制度による支援を受けられない世帯に対

して、国制度と同額（「中規模半壊世帯」を除く）の支援を行う（負担割合 県 1/2、市 1/2）。 
 

第４章 金融計画 
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大規模地震等の災害の発生は、地域の産業、市民に大きな被害を与え、社会生活、経済

活動に深刻な影響を及ぼすことが考えられる。 

被災地での早期の復旧復興にあたっては、通貨の円滑な供給、金融の迅速適切な調整

及び信用制度の保持運営の金融対策が必要となる。 

 

 

第７編 雪害及びその他の災害対策 

第１章 雪害対策 

第１節 道路・鉄道の除雪 

第２項 道路除雪 

２．災害時における道路交通確保のための緊急措置 

（５）除雪機械の貸付 

  市が中国地方整備局長に対し、応援の要請を求めた場合、中国地方整備局長は市に

除雪機械を貸し付けることができる。その際の機械貸付料は、災対法に基づき災対本部を

設置している場合は無償、それ以外は有償となる。 

３．国土交通省山口河川国道事務所が行う除雪 

  国土交通省（山口河川国道事務所）は、「豪雪災害時における道路交通確保のための

緊急措置要領」にもとづき、道路維持管理計画により、除雪を実施する。 

 

第２章 産業災害対策 

第３節 農産物対策 

第２項 病害虫防除対策（植物検疫法） 

２．県の防除体制 

（２）防除活動 

県農林水産部は、県病害虫防除対策協議会を設置し、市に対し、県防除方針に基づき

指導を行うとともに、次の措置を講じる。 

ア 防除技術指導のため、現地へ指導班を派遣する。 

イ 病害虫防除所と周南農林水産事務所（農業部）は、一体となって防除技術指導体制を

確立し、管内の病害虫発生状況を常時正確に把握するとともに、県農林水産部へ速報す

る。 

ウ 病害虫防除所は、県農林水産部の発生予察情報に基づき、関係機関、団体に情報伝 

達（提供）する。 

エ 被災地域が広大で、集団的に一斉に病害虫の防除を実施する必要があるときは、農 

大規模地震等の災害の発生は、地域の産業、市民に大きな被害を与え、社会生活、経済

活動に深刻な影響を及ぼすことが考えられる。 

被災地での早期の復旧復興にあたっては、この計画に定めるところにより所要の措置を講

じる。 

 

 

第７編 雪害及びその他の災害対策 

第１章 雪害対策 

第１節 道路・鉄道の除雪 

第２項 道路除雪 

２．災害時における道路交通確保のための緊急措置 

（５）除雪機械の貸付 

  市が中国地方整備局長に対し、応援の要請を求めた場合、中国地方整備局長は市に

除雪機械を貸し付けることができる。その際の機械貸付料は、災対法に基づき中国地方整

備局に災対本部を設置している場合は無償、それ以外は有償となる。 

３．中国地方整備局山口河川国道事務所が行う除雪 

  中国地方整備局山口河川国道事務所は、「豪雪災害時における道路交通確保のため

の緊急措置要領」にもとづき、道路維持管理計画により、除雪を実施する。 

 

第２章 産業災害対策 

第３節 農産物対策 

第２項 病害虫防除対策（植物検疫法） 

２．県の防除体制 

（２）防除活動 

  県農林水産部は、県病害虫防除対策協議会を設置し、市に対し、県防除方針に基づ

き指導を行うとともに、次の措置を講じる。 

ア （削除） 

① 病害虫防除所と周南農林水産事務所（農業部）は、一体となって防除技術指導体制を

確立し、管内の病害虫発生状況を常時正確に把握するとともに、県農林水産部へ速報す

る。 

② 病害虫防除所は、県農林水産部の発生予察情報に基づき、関係機関、団体に情報を

伝達（提供）する。 

③ 被災地域が広大で、集団的に一斉に病害虫の防除を実施する必要があるときは、農
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林水産大臣に対し、緊急防除の申請を行う。 

 

第４節 家畜管理対策 

第２項 家畜伝染病予防対策（家畜伝染病予防法） 

２．活動内容 

  地区家畜防疫対策協議会が編成する防疫組織は、次の業務を行う。 

（１）家畜伝染病に関する啓発指導 

（２）情報収集及び連絡、報告 

（３）防疫用資材の調達、あっせん、配分 

（４）疑似患畜及び患畜の病性鑑定並びに疫学的調査 

（５）発生源及び感染経路の探求調査 

（６）防疫地図の作成 

（７）家畜伝染病予防法による検査、注射の実施及び協力 

（８）疑似患畜の検診、治療 

（９）発生畜舎、予防指定地域に対する消毒指導 

(10) 死亡獣畜等の埋却、焼却等 

(11) 疑似患畜及び患畜又は死亡獣畜等の輪送措置及び指導 

(12) と畜場及び死亡獣畜処理場との連絡 

(13) 飼養管理の失宜による疾病発生防止指導 

(14) 家畜管理資材の確保及び調達指導 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４項 飼料の確保及び調達、配給 

畜産、農業関係団体の協力を得て、飼料の確保及び調達、配給対策を講じる。 

１．自給飼料関係 

 全国農業協同組合連合会山口県本部等に対して粗飼料の確保及び輸送を依頼する。 

林水産大臣に対し、緊急防除の申請を行う。 

 

第４節 家畜管理対策 

第２項 家畜伝染病予防対策（家畜伝染病予防法） 

２．活動内容 

  地区家畜防疫対策協議会が編成する防疫組織は、次の業務を行う。 

（１）総務班 

① 家畜伝染病に関する啓もう指導 

② 情報収集及び連絡、報告 

③ 防疫用資材の調達、あっせん、配分 

（２） 病性調査班 

① 疑似患畜及び患畜の病性鑑定並びに疫学的調査 

② 発生源及び感染経路の探求調査 

（３） 検診班 

① 防疫地図の作成 

② 家畜伝染病予防法による検査、注射の実施及び協力 

③ 疑似患畜の検診、治療 

（４）消毒処置班 

① 発生畜舎、予防指定地域に対する消毒指導 

② 死亡獣畜、出荷できない生産物等の埋却、焼却等 

③ 疑似患畜及び患畜又は死亡獣畜等の輪送措置及び指導 

④ と畜場及び死亡獣畜処理場との連絡 

（５）殺処分・評価班 

① 患畜及び疑似患畜の殺処分 

② 殺処分家畜及び埋消却等を行う生産物等の評価 

（６）飼養管理指導班 

① 飼養管理の失宜による疾病発生防止指導 

② 家畜管理資材の確保及び調達指導 

 

第４項 飼料の確保及び調達、配給 

畜産、農業関係団体の協力を得て、飼料の確保及び調達、配給対策を講じる。 

１．粗飼料関係 

 山口県農業協同組合等に対して、粗飼料の確保及び輸送を依頼する。 
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２．濃厚飼料関係 

 全国農業協同組合連合会山口県本部等に対して濃厚飼料の確保及び輸送を依頼す

る。 

 

第３章 交通災害対策 

第１節 海上災害対策 

第１項 情報の伝達 

海上災害が発生した場合における一般的な通報連絡体制は次のとおりである。なお、周南

地域における大量油流出事故等の連絡系統は、周南地区海上安全対策協議会で定める

連絡系統による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．濃厚飼料関係 

 山口県農業協同組合等に対して、濃厚飼料の確保及び輸送を依頼する。 

 

 

第３章 交通災害対策 

第１節 海上災害対策 

第１項 情報の伝達 

海上災害が発生した場合における一般的な通報連絡体制は次のとおりである。なお、周南

地域における大量油流出事故等の連絡系統は、周防地区海上安全対策協議会で定める

連絡系統による。 
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【震災対策編】 

第１編 総則 

第４章 被害想定 

第１節 被害想定の前提条件 

第１項 想定地震 

◆想定地震の概要 

１．主要な断層による地震 

(１)南海トラフ巨大地震（海溝型） 

（略） 

国の地震調査研究推進本部によれば平成２７年１月１日を基準日として、南海トラフ地震

が今後３０年以内に発生する確率は７０％程度と予想されており、地震規模はＭ（マグニチ

ュード）８～９クラスとされている。 

 

 

第２編 平常時からの備え 

第６章 建築物・公共土木施設等の耐震化 

第４節 河川、海岸、港湾・漁港、砂防及び治山施設等の耐震性の確保 

第７項 ため池 

農業用ため池のうち、老朽化の甚しいもの及び耐震構造に不安があるものについては、

現地調査を実施するなどして、施設の危険度を判定し、堤体の補強、漏水防止、余水吐及

び取水施設等の改善を行うとともに、適切な維持管理に努める。 

 

 

第８章 津波災害予防対策 

第１節 津波防災意識の向上 

第１項 津波防災知識の普及啓発 

津波による人的被害軽減を図るためには、市民一人ひとりの自主的な避難行動が基本

となることを踏まえ、津波警報等や避難指示（緊急）の意味と内容の説明などの啓発活動を

行うとともに、防災に関する情報を分かりやすく発信する。 

 

 

 

 

【震災対策編】 

第１編 総則 

第４章 被害想定 

第１節 被害想定の前提条件 

第１項 想定地震 

◆想定地震の概要 

１．主要な断層による地震 

(１)南海トラフ巨大地震（海溝型） 

（略） 

国の地震調査研究推進本部によれば令和２年１月１日を基準日として、南海トラフ地震

が今後３０年以内に発生する確率は７０％～８０％と予想されており、地震規模はＭ（マグニ

チュード）８～９クラスとされている。 

 

 

第２編 平常時からの備え 

第６章 建築物・公共土木施設等の耐震化 

第４節 河川、海岸、港湾・漁港、砂防及び治山施設等の耐震性の確保 

第７項 ため池 

地震による破損等で決壊した場合の浸水区域に家屋や公共施設等が存在し、人的被

害を与えるおそれのある農業用ため池について、緊急連絡体制等を整備するとともに、決

壊した場合の影響度が大きいため池から、ハザードマップの作成・周知、耐震化や統廃合

などを推進するものとする。 

 

第８章 津波災害予防対策 

第１節 津波防災意識の向上 

第１項 津波防災知識の普及啓発 

津波による人的被害軽減を図るためには、市民一人ひとりの自主的な避難行動が基本

となることを踏まえ、津波警報等や避難指示等の意味と内容の説明などの啓発活動を行う

とともに、防災に関する情報を分かりやすく発信する。 
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第２節 津波からの避難 

津波からの迅速・的確な避難のため、市は、地域の特性等を踏まえつつ、津波警報等の

内容に応じた避難指示（緊急）の具体的な発令基準をあらかじめ定めるとともに、県をはじ

め防災関係機関等の協力を得つつ、防災行政無線、全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲ

Ｔ）、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。）、ワンセグ等を用いた情報伝達手段の多重化、多様化を図るものとする。 

第１項 避難に対する基本的な認識と周知 

３．避難体制の確立 

（１）避難指示（緊急） 

市は、避難指示（緊急）の発令基準や手順、伝達方法等をあらかじめ定め、津波警報等

が発表された際に、直ちに避難指示（緊急）の発令ができる組織体制の整備を図る。 

 

第２項 津波情報の伝達体制 

津波警報等及び避難指示（緊急）の伝達について関係機関はあらかじめ漏れのないよう

系統、伝達先を再確認しておくものとする。 

１．市民等への情報伝達体制の確立 

  市民等には迅速に避難行動を取ってもらう必要があることから、市はあらゆる広報伝達

媒体（有線・無線電話、同報無線、広報車、サイレン等）や組織等を活用し、市民等への津

波警報等及び避難指示（緊急）の迅速かつ的確な伝達に努めるとともに、避難行動に結び

つけるよう、その伝達内容等についてあらかじめ検討しておく。 

２．通信施設設備の整備 

市民等に対する情報伝達や避難指示（緊急）を迅速かつ、確実に実施するため、市の

地域特性や地理・地形における自然災害や石油コンビナート災害等の有事を想定して、

安全性・速報性・正確性・一斉性を備えた周南市独自の防災情報収集伝達システムを構

築していく予定である。 

 

 

第３編 災害発生に備える 

第２章 災害情報の収集・伝達 

第１節 災害情報計画 

第２項 関係機関による措置事項 

２．市の措置事項 

（１）津波警報等及び緊急地震速報、地震・津波情報の伝達 

第２節 津波からの避難 

津波からの迅速・的確な避難のため、市は、地域の特性等を踏まえつつ、津波警報等の

内容に応じた避難指示等の具体的な発令基準をあらかじめ定めるとともに、県をはじめ防

災関係機関等の協力を得つつ、防災行政無線、全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）、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。）、ワ

ンセグ等を用いた情報伝達手段の多重化、多様化を図るものとする。 

第１項 避難に対する基本的な認識と周知 

３．避難体制の確立 

（１）避難指示等 

市は、避難指示等の発令基準や手順、伝達方法等をあらかじめ定め、津波警報等が発

表された際に、直ちに避難指示等の発令ができる組織体制の整備を図る。 

 

第２項 津波情報の伝達体制 

津波警報等及び避難指示等の伝達について関係機関はあらかじめ漏れのないよう系

統、伝達先を再確認しておくものとする。 

１．市民等への情報伝達体制の確立 

  市民等には迅速に避難行動を取ってもらう必要があることから、市はあらゆる広報伝達

媒体（有線・無線電話、同報無線、広報車、サイレン等）や組織等を活用し、市民等への津

波警報等及び避難指示等の迅速かつ的確な伝達に努めるとともに、避難行動に結びつけ

るよう、その伝達内容等についてあらかじめ検討しておく。 

２．通信施設設備の整備 

市民等に対する情報伝達や避難指示等を迅速かつ、確実に実施するため、市の地域

特性や地理・地形における自然災害や石油コンビナート災害等の有事を想定して、安全

性・速報性・正確性・一斉性を備えた周南市独自の防災情報収集伝達システムを構築して

いく予定である。 

 

 

第３編 災害発生に備える 

第２章 災害情報の収集・伝達 

第１節 災害情報計画 

第２項 関係機関による措置事項 

２．市の措置事項 

（１）津波警報等及び緊急地震速報、地震・津波情報の伝達 
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ア （略） 

イ （略） 

ウ 漁港、港湾、船だまり、ヨットハーバー、海水浴場、釣り場、海浜の景勝地等の行楽地、

養殖場、沿岸部の工事現場等多数の人が利用あるいは働いている施設の管理者等に対

して、あらかじめ津波警報発令時等における避難誘導等への協力体制の確立を図る。 

 

第４章 避難計画 

第１節 避難勧告・指示（緊急） 

４．避難勧告・指示（緊急）等の基準 

避難勧告・指示（緊急）の基準は、あらかじめ市長が、市内の地理的・社会的条件、発生 

する災害の想定に基づき、避難措置関係機関（警察署等）の協力を得て、定めておく。ま

た、これらの情報は、消防・警察に集中することが多いので、これらの機関と密接な連携を

保つと同時に、地域住民の積極的な協力を得て収集する。 

 避難勧告・指示（緊急）の基準の一般的な例示としては、次の事態を挙げることができる。 

 

 

第４編 災害時の対応 

第１２章 南海トラフ地震防災対策推進計画 

第３節 南海トラフ地震の概要 

第２項 地震発生確率 

国の地震調査研究推進本部（文部科学省に設置）地震調査委員会では、今後の地震発 

生確率を次のとおり評価している。 

領域名 

長期評価で予想し

た地震規模 

（マグニチュード） 

地震発生確率 

１０年以内 ３０年以内 ５０年以内 

南海トラフ M８～M９クラス ３０％程度 ７０～８０％程度 ９０％程度もしくはそれ以上 

※２０１９年１月１日時点の評価 

 

第５節 津波からの防護、円滑な避難の確保及び迅速な救助に関する事項 

第３項 避難対策等 

３ 市は、地域特性等を踏まえ、津波による浸水想定区域の設定、避難対象地域の指定、

避難場所・避難路等の指定、津波情報の収集・伝達の方法、避難指示（緊急）・勧告の具

体的な発令基準・避難訓練の内容等を記載した津波避難計画の早期作成に努める。 

① （略） 

② （略） 

③ 漁港、港湾、船だまり、フィッシャリーナ、海水浴場、釣り場、海浜の景勝地等の行楽

地、養殖場、沿岸部の工事現場等多数の人が利用あるいは働いている施設の管理者等に

対して、あらかじめ津波警報発令時等における避難誘導等への協力体制の確立を図る。 

 

第４章 避難計画 

第１節 避難指示等 

４．避難指示等の基準 

避難指示等の基準は、あらかじめ市長が、市内の地理的・社会的条件、発生する災害 

の想定に基づき、避難措置関係機関（警察署等）の協力を得て、定めておく。また、これら

の情報は、消防・警察に集中することが多いので、これらの機関と密接な連携を保つと同時

に、地域住民の積極的な協力を得て収集する。 

 避難指示等の基準の一般的な例示としては、次の事態を挙げることができる。 

 

 

第４編 災害時の対応 

第１２章 南海トラフ地震防災対策推進計画 

第３節 南海トラフ地震の概要 

第２項 地震発生確率 

国の地震調査研究推進本部（文部科学省に設置）地震調査委員会では、今後の地震発 

生確率を次のとおり評価している。 

領域名 

長期評価で予想し

た地震規模 

（マグニチュード） 

地震発生確率 

１０年以内 ３０年以内 ５０年以内 

南海トラフ ８～９クラス ３０％程度 ７０～８０％程度 ９０％程度もしくはそれ以上 

※２０２１年１月１日時点の評価 

 

第５節 津波からの防護、円滑な避難の確保及び迅速な救助に関する事項 

第３項 避難対策等 

３ 市は、地域特性等を踏まえ、津波による浸水想定区域の設定、避難対象地域の指定、

避難場所・避難路等の指定、津波情報の収集・伝達の方法、避難指示等の具体的な発令

基準・避難訓練の内容等を記載した津波避難計画の早期作成に努める。 
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第５項 水道、下水道、電気、ガス、通信、放送関係 

３．電気 

（２）指定公共機関中国電力株式会社山口支社が行う措置 

第８項 文化財保護対策 

 文化財に係る、災害による被害軽減を図るため、市は以下のような対策を推進する。 

１ 文化財の所在リストを整備する。 

２ 追加 

３ 追加 

２ 防災設備の点検・整備を行う。 

３ 消防関係機関等との協力体制を確立する。 

４ 消防機関への通報、消火、文化財の搬出・避難誘導等の防災訓練を実施する。 

５ 文化財の所有者又は管理団体に対して、防災組織の活用、災害時における防災の方

法等の防災措置についての指導を徹底する。 

 

 

 

 

第６節 追加 

以下節番繰り下げ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５項 水道、下水道、電気、ガス、通信、放送関係 

３．電気 

（２）指定公共機関中国電力ネットワーク㈱周南ネットワークセンターが行う措置 

第８項 文化財保護対策 

文化財に係る、災害による被害軽減を図るため、市は以下のような対策を推進する。 

１ 被災文化財を速やかに救出できるよう文化財の所在リストを整備する。 

２ 土砂災害、洪水、高潮、津波等のハザードマップを活用し、文化財の被害想定を確認

するとともに、安全な管理場所への移動を検討する。 

３ 未指定文化財が被災ゴミとして廃棄されないよう、所有者への文化財の価値の周知等

に取り組む。 

４ 防災設備の点検・整備を行う。 

５ 消防、県教育委員会、被災文化財の救出・保全業務を推進する民間団体等関係機関

との連携強化に努める。 

６ 消防機関への通報、消火、文化財の搬出・避難誘導等の防災訓練を実施する。 

７ 文化財の所有者又は管理団体等に対して、防災組織の活用、災害時における防災の

方法等の防災措置についての指導を徹底する。 

 

第６節 時間差発生等への対応 

第１項 南海トラフ地震臨時情報（調査中）が発表された場合における災害応急対策に係

る措置 

南海トラフ地震臨時情報（調査中）の伝達等 

南海トラフ地震臨時情報（調査中）が発表された場合の情報の収集・伝達に係る関係者

の役割分担や連絡体制は、【震災対策編 第３編 第１章第１節、第２章第１節】を準用す

る。 

第２項 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表された場合における災害応急

対策に係る措置 

１．南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等の伝達等 

南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表された場合の情報の収集・伝達に係

る関係者の役割分担や連絡体制は【震災対策編 第３編 第１章第１節、第２章第１節】を

準用する。 

２．南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表された後の周知 

県は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等の内容、交通に関する情報、ライフラ

インに関する情報、生活関連情報など地域住民等に密接に関係のある事項について周知
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するものとし、その体制及び周知方法については【本編 第３編 第３章 第１節】を準用す

る。 

３．南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）が発表された後の災害応急対策の実施状 

況等に関する情報の収集・伝達等 

災害応急対策の実施状況、その他南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表

された後の諸般の状況を具体的に把握するための末端からの各種の情報の収集体制を

整備するものとする。その収集体制は、【震災対策編 第３編 第２章 第２節】に定めるとお

りとする。 

４．災害応急対策をとるべき期間等 

県は、南海トラフ沿いの想定震源域内のプレート境界におけるＭ８．０以上の地震の発

生から１週間、後発地震（南海トラフの想定震源域及びその周辺で速報的に解析されたＭ

６．８程度以上の地震が発生、またはプレート境界面で通常とは異なるゆっくりすべり等を観

測した後に発生する可能性が平常時に比べて相対的に高まったと評価された南海トラフ地

震、以下同じ。）に対して警戒する措置をとるものとする。また、当該期間経過後１週間、後

発地震に対して注意する措置をとるものとする。 

５．県のとるべき措置 

県は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表された場合において、地域住

民等に対し、日頃からの地震への備えを再確認する等防災対応をとる旨を呼びかける。 

６．消防機関等の活動 

（１）市町は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表された場合において、消

防機関及び水防団が出火及び混乱の防止、津波からの円滑な避難の確保等のために

講ずる措置について、津波警報等の情報の的確な収集及び伝達を重点として、その対

策を定めるものとする。 

（２）県は、市町の実施する消防及び水防活動が迅速かつ円滑に行われるよう、必要な措

置をとるものとする。 

（３）水防管理団体等は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表された場合に

水防活動が円滑に行われるよう、必要な措置をとるものとする。 

７．警備対策 

県警察は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表された場合において、犯罪

及び混乱の防止等に関して、次の事項を重点として、措置をとるものとする。 

ア 正確な情報の収集及び伝達 

イ 不法事案等の予防及び取締り 

ウ 地域防犯団体、警備業者等の行う民間防犯活動に対する指導 
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８.水道、電気、ガス、通信、放送関係 

（１）水道 

必要な飲料水を供給する体制を確保するものとし、【本編 第５編 第１章 第３節】に準

ずる措置及び当機関が策定する推進計画に定める措置を講じる。 

（２）電気 

① 電気事業者は、必要な電力を供給する体制を確保するものとする。 

② 指定公共機関中国電力ネットワークセンター㈱周南ネットワークセンターが行う措置 

必要な電力を供給する体制を確保するものとし、【本編 第５編 第１章 第１節】に準ず

る措置及び当機関が策定する推進計画に定める措置を講じる。 

（３）ガス 

① ガス事業者は、必要なガスを供給する体制を確保するものとする。 

② 指定地方公共機関山口合同ガス株式会社が行う措置 

必要なガスを供給する体制を確保するものとし、【本編 第５編 第１章 第２節】に準ずる

措置及び当機関が策定する推進計画に定める措置を講じる。 

（４）通信 

指定公共機関西日本電信電話株式会社山口支店は、【本編 第５編 第１章 第５節】

に準ずる措置及び当機関が策定する推進計画に定める措置を講じる。 

（５）放送 

各放送局が行う措置【本編 第３編 第３章 第２節】に準ずる措置及び当機関が策定す

る推進計画に定める措置を講じる。 

９．金融 

指定公共機関日本銀行下関支店は、金融業務の円滑な遂行を確保するための要員の

配置計画等事前の準備措置を行うものとする。 

１０．交通 

（１）道路 

① 県警察は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表された場合の運転者の

とるべき行動の要領について定め、地域住民等に周知を図るものとする。 

② 県は、道路管理者等と調整の上、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表

された場合の交通対策等の情報についてあらかじめ情報提供するものとする。 

（２）海上および航空 

① 徳山海上保安部及び港湾管理者は、在港船舶の避難等対策について、津波に対す

る安全性に留意し、必要な措置を講ずるものとする。 

② 港湾管理者は、津波による危険が予想される地域に係る港湾の対策について、津波
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に対する安全性に留意し、必要な措置を講ずるものとする。 

③ 空港管理者は、推進地域内の飛行場における対策について、津波に対する安全性に

留意し、必要な措置を講ずるものとする。 

また、空港管理者は運航者に対し、必要な航空情報の提供等を行うものとする。 

後発地震の発生に備えて応急対策活動の基地として使用するものについて、事前に必要

な体制を整備するものとする。 

（３）鉄道 

鉄道事業者は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表された場合安全性

に留意しつつ、運行するために必要な対応を行うものとする。 

また、津波により浸水する恐れのある地域については、津波への対応に必要な体制をとる

ものとする。 

鉄道事業者は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表される前の段階か

ら、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表された場合の運行規制等の情報に

ついてあらかじめ情報提供を行うものとする。 

１１．県自らが管理等を行う道路、河川その他の施設に関する対策 

（１）不特定かつ多数の者が出入りする施設 

県が管理する道路、河川、海岸、港湾施設及び漁港施設、庁舎、会館、社会教育施設、

社会体育施設、社会福祉施設、博物館、美術館、図書館、動物園、病院、学校等の管理

上の措置及び体制はおおむね次のとおり。 

① 各施設に共通する事項 

ア 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等の入場者等への伝達 

イ 入場者等の安全確保のための退避等の措置 

ウ 施設の防災点検及び設備、備品等の転倒、落下防止措置 

エ 出火防止措置 

オ 水、食料等の備蓄 

カ 消防用設備の点検、整備 

キ 非常用発電装置、防災行政無線、テレビ、ラジオ、コンピュータなど情報を入手するた

めの機器の整備 

ク 各施設における緊急点検、巡視 

② 個別事項 

ア 橋梁、トンネル及び法面等に関する道路管理上の措置 

イ 河川、海岸、港湾施設及び漁港施設について、水門及び閘門の閉鎖手順の確認又は

閉鎖等津波の発生に備えて講じるべき措置 
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ウ 病院においては、患者等の保護等の方法について、各々の施設の耐震性・耐浪性を

十分に考慮した措置 

エ 幼稚園、小・中学校等にあっては児童生徒等に対する保護の方法 

オ 社会福祉施設にあっては、入所者等の保護及び保護者への引き継ぎの方法なお、具

体的な措置内容は施設ごとに別に定める。 

（２）災害応急対策の実施上重要な建物に対する措置 

① 災害対策本部又はその支部が設置される庁舎等の管理者は、(１)のアに掲げる措置を

とるほか、次に掲げる措置をとるものとする。 

また、災害対策本部等を県が管理する施設以外の施設に設置する場合は、その施設の管

理者に対し、同様の措置をとるよう協力を要請するものとする。 

ア 自家発電装置、可搬式発電機等による非常用電源の確保 

イ 無線通信機等通信手段の確保 

ウ 災害対策本部等開設に必要な資機材及び緊急車両等の確保 

② 市町推進計画に定める避難所又は応急救護所の開設に必要な資機材の搬入、配備

に協力するものとする。 

③ 県は、市町村が行う屋内避難に使用する建物の選定について、保有施設の活用等協

力するものとする。 

（３）工事中の建築物等に対する措置 

南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表された場合における工事中の建築

物その他の工作物又は施設について安全確保上必要な措置を講ずるものとする。 

１２．滞留旅客等に対する措置 

市町は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表された場合における滞留旅

客等の保護等のため、必要に応じて、避難所の設置や帰宅支援等必要な対策を行うもの

とする。 

第３項 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）等が発表された場合における災害応急

対策に係る措置 

１．南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）等の伝達等 

南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）等が発表された場合の情報の収集・伝達に係

る関係者の役割分担や連絡体制は【震災対策編 第３編 第２章 第１～５節】を準用す

る。 

２．南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）等が発表された後の周知 

南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）等の内容、交通に関する情報、ライフラインに

関する情報、生活関連情報など地域住民等に密接に関係のある事項について周知するも
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第８節 地震防災上必要な教育及び広報に関する計画 

１．市職員に対する教育 

（１）～（２） （略） 

（３）追加 

（３）地震が発生した場合に具体的にとるべき行動に関する知識 

（５）追加 

（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 

 

 

 

２．市民等に対する教育 

（１）～（２） （略） 

（３）追加 

（３）地震が発生した場合における出火防止、近隣の人々と協力して行う救助活動・避難行

動、初期消火及び自動車運転の自粛等防災上とるべき行動に関する知識 

のとし、その体制及び周知方法についてはその体制及び周知方法については【震災対策

編 第３編 第２章 第５節】を準用する。 

３．災害応急対策をとるべき期間等 

県は、南海トラフ沿いの想定震源域内のプレート境界においてＭ７．０以上Ｍ８．０未満

又はプレート境界以外や想定震源域の海溝軸外側５０km 程度までの範囲でＭ７． ０以

上の地震（ただし、太平洋プレートの沈み込みに伴う震源が深い地震は除く）が発生するケ

ースの場合は１週間、南海トラフ沿いの想定震源域内のプレート境界面で通常と異なるゆ

っくりすべりが観測されたケースの場合はプレート境界面で通常と異なるゆっくりすべりの変

化が収まってから、変化していた期間と概ね同程度の期間が経過するまでの期間、後発地

震に対して注意する措置をとるものとする。 

４．県のとるべき措置 

県は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）等が発表された場合において、地域住

民等に対し、日頃からの地震への備えを再確認する等防災対応をとる旨を呼びかけるもの

とする。 

県は、施設・設備等の点検等日頃からの地震への備えを再確認するものとする。 

 

第９節 地震防災上必要な教育及び広報に関する計画 

１．市職員に対する教育 

（１）～（２） （略） 

（３）南海トラフ地震臨時情報（調査中）、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）、南海ト

ラフ地震臨時情報（巨大地震注意）の内容及びこれに基づきとられる措置の内容 

（４）地震が発生した場合に具体的にとるべき行動に関する知識 

（５）南海トラフ地震臨時情報（調査中）、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）、南海ト 

ラフ地震臨時情報（巨大地震注意）等が出された場合及び南海トラフ地震が発生した場合 

に具体的にとるべき行動に関する知識 

（６）職員等が果たすべき役割 

（７）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 

（８）今後地震対策として取り組む必要のある課題 

２．市民等に対する教育 

（１）～（２） （略） 

（３）南海トラフ地震臨時情報（調査中）、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）、南海ト

ラフ地震臨時情報（巨大地震注意）の内容及びこれに基づきとられる措置の内容 

（４）地震が発生した場合における出火防止、近隣の人々と協力して行う救助活動・避難行
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（５）追加 

（４）正確な情報入手の方法 

（５）防災関係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場所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、最低でも３日間、可能な限り１週間分程度の生活必

需品の備蓄・家具の固定、出火防止、ブロック塀の倒壊防止等の対策の内容 

（１０）住居の耐震診断と必要な耐震改修の内容 

（１１）被災者への行政からの支援制度、相談窓口等 

 

 

 

第１３章 津波災害応急対策 

第１節 避難指示（緊急）等の伝達 

第１項 避難指示（緊急）の発令 

１ 強い揺れ（震度４以上）もしくは長時間のゆっくりとした揺れを感じて避難の必要を認め

る場合 

※沿岸近くで地震が発生した場合、極めて短時間で津波が到達することも考えられるの

で、津波被害が発生する地震の特徴をあらかじめ把握しておくとともに、地震発生後に津

波に対する安全性が確認できない場合は、直ちに避難指示（緊急）を発令する必要があ

る。 

２ 大津波警報、津波警報を覚知した場合 

 

第２項 避難指示（緊急）の伝達 

  避難指示（緊急）は、次の事項について、その内容を明らかにして実施する。 

１ 避難指示（緊急）を行った市は、速やかにその内容を広報車、報道機関の協力等あらゆ 

る広報手段を通じ又は直接住民に対し周知する。避難の必要がなくなった場合も同様とす 

る。この場合、情報の伝わりにくい高齢者、障害者等への伝達や夜間における伝達には、 

特に配慮する。 

２ 津波警報等に応じて自動的に避難指示（緊急）を行う場合でも、住民等の円滑な避難 

や安全確保の観点から、津波の規模と避難指示（緊急）の対象となる地域の住民等に伝達 

する。 

動、初期消火及び自動車運転の自粛等防災上とるべき行動に関する知識 

（５）南海トラフ地震臨時情報（調査中）、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）、南海ト

ラフ地震臨時情報（巨大地震注意）等が出された場合に防災上とるべき行動に関する知識 

（６）正確な情報入手の方法 

（７）防災関係機関が講ずる災害応急対策等の内容 

（８）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 

（９）各地域における避難場所及び避難路に関する知識 

（１０）避難生活に関する知識 

（１１）平素住民が実施しうる応急手当、最低でも３日間、可能な限り１週間分程度の生活必

需品の備蓄・家具の固定、出火防止、ブロック塀の倒壊防止等の対策の内容 

（１２）住居の耐震診断と必要な耐震改修の内容 

（１３）被災者への行政からの支援制度、相談窓口等 

 

第１３章 津波災害応急対策 

第１節 避難指示等の伝達 

第１項 避難指示等の発令 

１ 強い揺れ（震度４以上）もしくは長時間のゆっくりとした揺れを感じて避難の必要を認め

る場合 

※沿岸近くで地震が発生した場合、極めて短時間で津波が到達することも考えられるの

で、津波被害が発生する地震の特徴をあらかじめ把握しておくとともに、地震発生後に津

波に対する安全性が確認できない場合は、直ちに避難指示等を発令する必要がある。 

 

２ 大津波警報、津波警報を覚知した場合 

 

第２項 避難指示等の伝達 

  避難指示等は、次の事項について、その内容を明らかにして実施する。 

１ 避難指示等を行った市は、速やかにその内容を広報車、報道機関の協力等あらゆる広 

報手段を通じ又は直接住民に対し周知する。避難の必要がなくなった場合も同様とする。 

この場合、情報の伝わりにくい高齢者、障害者等への伝達や夜間における伝達には、 

特に配慮する。 

２ 津波警報等に応じて自動的に避難指示等を行う場合でも、住民等の円滑な避難や安 

全確保の観点から、津波の規模と避難指示等の対象となる地域の住民等に伝達する。 
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第３項 避難指示（緊急）の解除 

 当該津波予報区の津波注意報・警報が解除されるまで、避難指示（緊急）の解除は行わ

ない。 

 

 

２ 各部署からの修正意見に伴うもの 

【本編】 

第３編 災害発生に備える 

第１章 市の体制 

第３節 市の備災活動 

５．市の業務分掌 

〇指揮統制部 

・防災危機管理課 

１９ 罹災証明書の発行に関すること。 

 

〇財政対策部 

・課税課 

１～３ （略） 

４ 被害認定に関すること。 

５ 他部、部内各班の応援に関すること。 

 

○環境生活対策部 

・リサイクル推進課 

１～４ （略） 

５ 追加 

 

○上下水道対策部 

・下水道施設課 

１ 浄化センター及びポンプ場の被害状況調査及び応急復旧に関すること。 

２ 仮設トイレの設置に関すること。 

〇新南陽対策部 

・地域政策課 

 

第３項 避難指示等の解除 

 当該津波予報区の津波注意報・警報が解除されるまで、避難指示等の解除は行わな

い。 

 

 

２ 各部署からの修正意見に伴うもの 

【本編】 

第３編 災害発生に備える 

第１章 市の体制 

第３節 市の備災活動 

５．市の業務分掌 

〇指揮統制部 

・防災危機管理課 

１９ 被災証明願の発行に関すること。 

 

〇財政対策部 

・課税課 

１～３ （略）  

４ 被害認定及び罹災証明書の発行に関すること。 

５ 他部、部内各班の応援に関すること。 

 

〇環境生活対策部 

・リサイクル推進課 

１～４ （略） 

５ 仮設トイレの設置に関すること。（マンホールトイレを除く） 

 

〇上下水道対策部 

・下水道施設課 

１ 浄化センター及びポンプ場の被害状況調査及び応急復旧に関すること。 

２ 仮設トイレなどのし尿受入に関すること。 

〇新南陽対策部 

・地域政策課 
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７ 罹災証明書の発行に関すること。 

１３ コミュニティ施設の被害調査及び応急復旧に関すること。 

・市民福祉課 

１２ 追加 

１２ 災害救助法関係の適用処理に関すること。 

１３ 災害復旧援護資金の貸付に関すること。 

１４ 被災者への救援金品の配布に関すること。 

１５ 災害弔慰金及び見舞金等の支給に関すること。 

１６ 被災者の移送、収容保護に関すること。 

１７ 日本赤十字社との連絡調整に関すること。 

 

〇熊毛対策部 

・地域政策課 

７ 罹災証明書の発行に関すること。 

・市民福祉課 

１８ 追加 

１８ 災害救助法関係の適用処理に関すること。 

１９ 災害復旧援護資金の貸付に関すること。 

２０ 被災者への救援金品の配布に関すること。 

２１ 災害弔慰金及び見舞金等の支給に関すること。 

２２ 被災者の移送、収容保護に関すること。 

２３ 日本赤十字社との連絡調整に関すること。 

 

〇鹿野対策部 

・地域政策課 

７ 罹災証明書の発行に関すること。 

・市民福祉課 

１８ 追加 

１８ 災害救助法関係の適用処理に関すること。 

１９ 災害復旧援護資金の貸付に関すること。 

２０ 被災者への救援金品の配布に関すること。 

２１ 災害弔慰金及び見舞金等の支給に関すること。 

２２ 被災者の移送、収容保護に関すること。 

２３ 日本赤十字社との連絡調整に関すること。 

７ 被災証明願の発行に関すること。 

１３ 所管施設の被害調査及び応急復旧に関すること。 

・市民福祉課 

１２ 罹災証明書の発行に関すること。 

１３ 災害救助法関係の適用処理に関すること。 

１４ 災害復旧援護資金の貸付に関すること。 

１５ 被災者への救援金品の配布に関すること。 

１６ 災害弔慰金及び見舞金等の支給に関すること。 

１７ 被災者の移送、収容保護に関すること。 

１８ 日本赤十字社との連絡調整に関すること。 

 

〇熊毛対策部 

・地域政策課 

７ 被災証明願の発行に関すること。 

・市民福祉課 

１８ 罹災証明書の発行に関すること。 

１９ 災害救助法関係の適用処理に関すること。 

２０ 災害復旧援護資金の貸付に関すること。 

２１ 被災者への救援金品の配布に関すること。 

２２ 災害弔慰金及び見舞金等の支給に関すること。 

２３ 被災者の移送、収容保護に関すること。 

２４ 日本赤十字社との連絡調整に関すること。 

 

〇鹿野対策部 

・地域政策課 

７ 被災証明願の発行に関すること。 

・市民福祉課 

１８ 罹災証明書の発行に関すること。 

１９ 災害救助法関係の適用処理に関すること。 

２０ 災害復旧援護資金の貸付に関すること。 

２１ 被災者への救援金品の配布に関すること。 

２２ 災害弔慰金及び見舞金等の支給に関すること。 

２３ 被災者の移送、収容保護に関すること。 

２４ 日本赤十字社との連絡調整に関すること。 
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第７編 雪害及びその他の災害対策 

第２章 産業災害対策 

第４節 家畜管理対策 

第２項 家畜伝染病予防対策（家畜伝染病予防法） 

１．組織 

（１）柳井農林水産事務所（山口県東部家畜保健衛生所） 

（２）地区家畜防疫対策協議会の構成 

   農林水産事務所（家畜保健衛生所）、健康福祉センター（環境保健所）、県畜産振興

協会支部、市町、全国農業共済組合連合会山口県本部、県獣医師会支部、農業協同組

合、農業共済組合、酪農関係団体、養豚関係団体、養鶏関係団体 

 

 

【震災対策編】 

第３編 災害発生に備える 

第２章 災害情報の収集・伝達 

第１節 災害情報計画 

第２項 関係機関による措置事項 

１．気象台の措置事項 

ア 大津波警報・津波警報・津波注意報の発表等 

省略 

なお、予想される津波の高さは、通常は５段階の数値で発表する。ただし、地震の規模（マ

グニチュード）が８を超えるような巨大地震に対しては、精度のよい地震の規模をすぐに求

めることができないため、その海域における最大の津波想定等をもとに津波警報等・注意

報を発表する。  

 

エ 緊急地震速報の発表等 

（略） 

注）緊急地震速報（警報）は、地震発生直後に震源に近い観測点で観測された地震波を

解析することにより、地震による強い揺れが来る前に、これから強い揺れが来ることを知らせ

る警報である。このため、震源付近では強い揺れの到達に原理的に間に合わない場合が

 

 

 

第７編 雪害及びその他の災害対策 

第２章 産業災害対策 

第４節 家畜管理対策 

第２項 家畜伝染病予防対策（家畜伝染病予防法） 

１．組織 

（１）柳井農林水産事務所（山口県東部家畜保健衛生所） 

（２）地区家畜防疫対策協議会の構成 

   農林水産事務所（家畜保健衛生所）、健康福祉センター（環境保健所）、県畜産振興

協会、市町、県獣医師会、山口県農業協同組合、農業共済組合、酪農関係団体、養豚関

係団体、養鶏関係団体 

 

 

【震災対策編】 

第３編 災害発生に備える 

第２章 災害情報の収集・伝達 

第１節 災害情報計画 

第２項 関係機関による措置事項 

１．気象台の措置事項 

① 大津波警報・津波警報・津波注意報の発表等 

省略 

なお、予想される津波の高さは、通常は５段階の数値で発表する。ただし、地震の規模（マ

グニチュード）が８を超えるような巨大地震に対しては、精度のよい地震の規模をすぐに求

めることができないため、その海域における最大の津波想定等をもとに津波警報等を発表

する。 

 

④ 緊急地震速報の発表等 

（略） 

注）緊急地震速報（警報）は、地震発生直後に震源に近い観測点で観測された地震波を

解析することにより、地震による強い揺れが来る前に、これから強い揺れが来ることを知らせ

る警報である。このため、内陸の浅い場所で地震が発生した場合、震源に近い場所では強
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ある。 

 

オ 地震情報の種類とその内容 

地震発生後、新しいデータが入るにしたがって、順次以下のような情報を発表している。 

情報の種類 発表基準 内  容 

震源・震度に関
する情報 

以下のいずれかの場合 
・震度 3以上 
・津波警報等発表時 
・若干の海面変動予想 
・緊急地震速報を発表 

震源やその規模、震度3以上の地域名と
市町村を発表 
震度 5 弱以上と考えられる地域で、震度
を入手していない地点がある場合はその
市町村名を発表 

 

カ 地震活動に関する解説資料等 

解説資料等の種類 発表基準 内容 

地震活動図 ・定期（毎月初旬） 

地震・津波に係る災害予想図の作成、
その他防災に係る活動を支援するため
に、毎月の（都道府県内及び）○○地方
の地震活動の状況をとりまとめた地震活
動の傾向等を示す資料。 

週間地震概況 ・定期（毎週金曜） 

防災に係る活動を支援するために、週
ごとの（都道府県内及び）○○地方の地
震活動の状況をとりまとめた資料。 

 

キ 南海トラフ地震に関連する情報 

（略） 

※４ 断層のずれの規模（ずれ動いた部分の面積×ずれた量×岩石の硬さ）をもとにして

計算したマグニチュード。従来の地震波の最大振幅から求めるマグニチュードに比べて、

巨大地震に対しても、その規模を正しく表せる特徴を持っている。ただし、モーメントマグニ

チュードを求めるには詳細な解析が必要で、その値が得られるまで若干時間を要する。そ

のため、気象庁が地震発生直後に発表する津波警報等や地震情報には、地震波の最大

振幅から求められる気象庁マグニチュードを用いる。 

い揺れの到達に原理的に間に合わないことがある。 

 

⑤ 地震情報の種類とその内容 

地震発生後、新しいデータが入るにしたがって、順次以下のような情報を発表している。 

情報の種類 発表基準 内  容 

震源・震度に関
する情報 

以下のいずれかの場合 
・震度 3以上 
・津波警報等発表時 
・若干の海面変動予想 
・緊急地震速報を発表 

震源やその規模、震度3以上の地域名と
市町村毎の観測した震度を発表 
震度 5 弱以上と考えられる地域で、震度
を入手していない地点がある場合はその
市町村名を発表 

 

⑥ 地震活動に関する解説資料等 

解説資料等の種類 発表基準 内容 

地震活動図 ・定期（毎月初旬） 

地震・津波に係る災害予想図の作成、
その他防災に係る活動を支援するため
に、毎月の県内の地震活動状況をとりま
とめた資料。 

（削除） （削除） （削除） 

 

⑦ 南海トラフ地震に関連する情報 

（略） 

※４ 断層のずれの規模（ずれ動いた部分の面積×ずれた量×岩石の硬さ）をもとにして

計算したマグニチュード。従来の地震波の最大振幅から求めるマグニチュードに比べて、

巨大地震に対しても、その規模を正しく表せる特徴を持っている。ただし、このマグニチュ

ードを求めるには若干時間を要するため、気象庁が地震発生直後に発表する津波警報等

や地震情報には、地震波の最大振幅から求められる気象庁マグニチュードを用いる。 

 

 


