
本 編 （目 次） 

 

 

第１編 総 則 

 

第１章 計画の方針 １－１－１ 

第１節 目的 １－１－１ 

第２節 計画の性格 １－１－１ 

第３節 計画の前提となる災害 １－１－２ 

第４節 防災に関する組織及び実施責任 １－１－２ 

第５節 防災関係機関の処理すべき業務の大綱及び町民・事業所のとるべき措置 

１－１－３ 

 

第２章 和木町の概要と災害  １－２－１ 

第１節 町の概況 １－２－１ 

第２節 和木町の自然災害 １－２－１ 

第３節 事故災害 １－２－２ 

 

 

第２編 災害予防計画 

 

第１章 防災思想の普及啓発 ２－１－１ 

第１節 自主防災思想の普及啓発 ２－１－２ 

第２節 防災知識の普及啓発 ２－１－２ 

第３節 災害教訓の伝承 ２－１－３ 

第４節 岩国市防災学習館の活用 ２－１－４ 

 

第２章 防災活動の促進  ２－２－１ 

第１節 消防団・水防団の育成強化 ２－２－２ 

第２節 自主防災組織の育成 ２－２－２ 

第３節 自主防犯組織の育成 ２－２－３ 

第４節 企業防災活動の促進 ２－２－３ 

第５節 住民及び事業者による地区内の防災活動の推進 ２－２－４ 

 

第３章 防災訓練の実施  ２－３－１ 

第１節 訓練の内容 ２－３－２ 

 

第４章 自然災害に強い町土の形成  ２－４－１ 

第１節 町土の現況と保全対策 ２－４－２ 

第２節 災害危険区域の設定 ２－４－３ 

第３節 防災パトロールの実施 ２－４－６ 

 

第５章 災害情報体制の整備  ２－５－１ 

第１節 災害情報の収集、連絡体制 ２－５－２ 

 

 

 

 

 

 



第６章 災害応急体制の整備  ２－６－１ 

第１節 職員の体制 ２－６－２ 

第２節 防災関係機関相互の連携体制 ２－６－４ 

第３節 自衛隊との連携体制 ２－６－５ 

第４節 海上保安部・署との連携体制 ２－６－６ 

第５節 防災中枢機能の確保、充実 ２－６－６ 

第６節 水防資器材の整備 ２－６－７ 

第７節 複合災害 ２－６－７ 

 

第７章 避難予防対策  ２－７－１ 

第１節 避難計画 ２－７－２ 

第２節 学校その他防災上重要な施設の避難計画 ２－７－７ 

第３節 応急仮設住宅の建設及び住宅の提供 ２－７－７ 

 

第８章 救助・救急、医療活動  ２－８－１ 

第１節 救助・救急活動 ２－８－２ 

第２節 医療活動 ２－８－２ 

 

第９章 災害時要配慮者対策  ２－９－１ 

第１節 社会福祉施設、病院等の対策 ２－９－２ 

第２節 在宅要配慮者対策 ２－９－２ 

第３節 避難行動要支援者名簿 ２－９－３ 

第４節 防災知識の普及啓発・訓練 ２－９－４ 

第５節 避難所対策 ２－９－４ 

 

第１０章 緊急輸送活動  ２－１０－１ 

第１節 緊急輸送ネットワークの整備 ２－１０－２ 

第２節 道路交通管理体制の整備 ２－１０－２ 

第３節 道路啓開 ２－１０－２ 

第４節 緊急輸送車両等の確保 ２－１０－２ 

 

第１１章 災害救助物資の確保、災害対策基金計画  ２－１１－１ 

第１節 災害救助物資確保計画 ２－１１－２ 

第２節 災害対策基金計画 ２－１１－３ 

 

第１２章 ボランティア活動の環境整備  ２－１２－１ 

第１節 ボランティアの位置付け ２－１２－２ 

第２節 ボランティアの育成 ２－１２－２ 

第３節 ボランティアの登録 ２－１２－２ 

第４節 ボランティア支援体制の整備・強化 ２－１２－３ 

 

第１３章 施設、設備等の応急復旧体制  ２－１３－１ 

第１節 公共施設等の応急復旧体制 ２－１３－２ 

第２節 ライフライン施設の応急復旧体制 ２－１３－２ 

 

第１４章 危険家屋移転促進対策  ２－１４－１ 

第１節 防災のための集団移転促進計画 ２－１４－２ 

第２節 がけ地近接危険住宅の移転促進計画 ２－１４－２ 

 

 



第１５章 火災予防対策  ２－１５－１ 

第１節 一般火災予防計画 ２－１５－３ 

第２節 林野火災予防計画 ２－１５－８ 

 

第１６章 交通災害予防対策  ２－１６－１ 

第１節 海上災害予防計画 ２－１６－２ 

第２節 航空災害予防計画 ２－１６－５ 

第３節 陸上交通災害予防計画 ２－１６－６ 

 

第１７章 産業災害予防対策  ２－１７－１ 

第１節 化学工場等災害予防計画 ２－１７－２ 

第２節 危険物等災害予防計画 ２－１７－２ 

第３節 地下埋設物災害予防計画 ２－１７－６ 

 

 

第３編 災害応急対策計画 

 

第１章 応急活動計画  ３－１－１ 

第１節 町の活動体制〔関係各課〕 ３－１－２ 

第２節 指定地方行政機関等関係機関の活動体制 ３－１－１１ 

第３節 支援活動体制 ３－１－１１ 

第４節 災害対策総合連絡本部 ３－１－１１ 

 

第２章 災害情報の収集・伝達計画  ３－２－１ 

第１節 災害情報計画 ３－２－３ 

第２節 災害情報収集・伝達計画 ３－２－１５ 

第３節 通信運用計画 ３－２－２２ 

第４節 災害時の放送 ３－２－２７ 

第５節 広報計画 ３－２－２９ 

 

第３章 事前措置及び応急公用負担計画  ３－３－１ 

第１節 事前措置計画 ３－３－２ 

第２節 応急公用負担計画 ３－３－３ 

 

第４章 救助・救急、医療等活動計画  ３－４－１ 

第１節 救助・救急計画 ３－４－２ 

第２節 医療等活動計画 ３－４－４ 

第３節 集団発生傷病者救急医療計画 ３－４－１４ 

 

第５章 避難計画  ３－５－１ 

第１節 避難勧告等 ３－５－２ 

第２節 避難所の設置運営 ３－５－６ 

 

第６章 消防防災ヘリコプターによる災害応急対策  ３－６－１ 

第１節 活動体制 ３－６－２ 

第２節 活動拠点 ３－６－２ 

第３節 活動内容 ３－６－２ 

第４節 応援要請 ３－６－２ 

第５節 各機関への出動要請 ３－６－３ 

第６節 航空機の安全対策 ３－６－３ 



第７章 応援要請計画  ３－７－１ 

第１節 相互応援協力計画 ３－７－２ 

第２節 自衛隊災害派遣要請計画 ３－７－６ 

 

第８章 緊急輸送計画  ３－８－１ 

第１節 緊急輸送ネットワークの整備 ３－８－２ 

第２節 緊急道路啓開 ３－８－２ 

第３節 輸送車両等の確保 ３－８－３ 

第４節 災害救助法による輸送基準 ３－８－７ 

第５節 交通規制 ３－８－８ 

第６節 臨時ヘリポート設定計画 ３－８－１２ 

 

第９章 災害救助法の適用計画  ３－９－１ 

第１節 災害救助法の適用 ３－９－２ 

第２節 賃金職員等の雇い上げ計画 ３－９－６ 

 

第１０章 食料・飲料水及び生活必需品等の供給計画  ３－１０－１ 

第１節 食料供給計画 ３－１０－２ 

第２節 飲料水供給計画 ３－１０－４ 

第３節 生活必需品等の供給計画 ３－１０－７ 

 

第１１章 保健衛生・動物愛護管理計画  ３－１１－１ 

第１節 防疫及び食品衛生監視 ３－１１－２ 

第２節 遺体の処理計画 ３－１１－５ 

第３節 災害廃棄物等処理計画 ３－１１－８ 

第４章 動物愛護管理計画 ３－１１－１９ 

 

第１２章 応急住宅計画  ３－１２－１ 

第１節 応急仮設住宅の供与 ３－１２－２ 

第２節 被災住宅の応急修理 ３－１２－４ 

第３節 建設資機材等の調達 ３－１２－４ 

第４節 公営住宅の応急修理 ３－１２－５ 

 

第１３章 水防計画  ３－１３－１ 

第１節 計画の目的及び性格 ３－１３－２ 

第２節 水防実施機関の業務及び責任 ３－１３－２ 

第３節 職員の配備体制及び所掌事務 ３－１３－４ 

第４節 気象状況等の連絡系統 ３－１３－６ 

第５節 水位、雨量等の連絡系統 ３－１３－８ 

第６節 水防用備蓄器具、資機材の整備、確保 ３－１３－１０ 

第７節 水位の通知、洪水予報及び避難判断水位（特別警戒水位）の通知 ３－１３－１１ 

第８節 水防警報 ３－１３－１３ 

第９節 水防活動 ３－１３－１４ 

第１０節 公用負担 ３－１３－１８ 

第１１節 水防標識・水防信号・身分証票 ３－１３－１９ 

第１２節 水防訓練 ３－１３－２０ 

第１３節 水防協力団体 ３－１３－２１ 

 

 

 



第１４章 災害警備計画  ３－１４－１ 

第１節 陸上警備対策 ３－１４－２ 

第２節 海上警備対策 ３－１４－４ 

 

第１５章 要配慮者支援計画  ３－１５－１ 

第１節 避難誘導・避難所の管理等 ３－１５－２ 

第２節 保健・福祉対策 ３－１５－３ 

 

第１６章 ボランティア活動支援計画  ３－１６－１ 

第１節 一般ボランティアの支援体制 ３－１６－２ 

第２節 専門ボランティアの支援体制 ３－１６－３ 

第３節 他都道府県の災害救援活動への支援 ３－１６－３ 

 

第１７章 応急教育計画 ３－１７－１ 

第１節 文教対策 ３－１７－２ 

第２節 災害応急活動 ３－１７－９ 

 

第１８章 ライフライン施設の応急復旧計画  ３－１８－１ 

第１節 電力施設 ３－１８－２ 

第２節 ガス施設 ３－１８－２ 

第３節 水道施設 ３－１８－３ 

第４節 下水道施設 ３－１８－５ 

第５節 電気通信設備 ３－１８－６ 

第６節 工業用水道施設 ３－１８－７ 

 

第１９章 公共施設等の応急復旧計画  ３－１９－１ 

第１節 公共土木施設 ３－１９－２ 

第２節 公共施設 ３－１９－６ 

第３節 鉄道施設 ３－１９－７ 

 

第２０章 火災対策計画  ３－２０－１ 

第１節 火災防ぎょ計画 ３－２０－２ 

第２節 林野火災対策計画 ３－２０－７ 

 

第２１章 交通災害対策計画  ３－２１－１ 

第１節 海上災害対策計画 ３－２１－２ 

第２節 航空災害対策計画 ３－２１－８ 

第３節 陸上交通災害対策計画 ３－２１－１４ 

 

第２２章 産業災害対策計画 ３－２２－１ 

第１節 化学工場等災害対策計画 ３－２２－２ 

第２節 ガス災害対策計画 ３－２２－５ 

第３節 農産物対策計画 ３－２２－８ 

第４節 家畜管理計画 ３－２２－１０ 

 

 

 

 

 

  



第４編 復旧・復興計画 

 

第１章 復旧・復興活動計画  ４－１－１ 

第１節 町の活動体制 ４－１－２ 

 

第２章 被災者の生活再建計画  ４－２－１ 

第１節 被災者の生活確保 ４－２－２ 

第２節 義援金及び見舞い金の受入れ・配分 ４－２－１１ 

第３節 生活必需品、復旧資材等の供給 ４－２－１３ 

 

第３章 公共施設の災害復旧・復興計画  ４－３－１ 

第１節 公共施設災害復旧の基本方針 ４－３－２ 

第２節 災害復旧事業の推進 ４－３－２ 

第３節 計画的な復興 ４－３－５ 

 

第４章 被災中小企業・農林水産事業者復興支援計画  ４－４－１ 

第１節 被災中小企業者の援助措置 ４－４－２ 

第２節 被災農林漁業関係者の援助措置 ４－４－２ 

 

第５章 金融計画  ４－５－１ 

第１節 銀行券の発行ならびに通貨及び金融の調節 ４－５－２ 

第２節 非常金融措置 ４－５－２ 

 


