第７章

避難予防対策

基本的な考え方
災害時において、住民の生命、身体の安全、保護を図るためには的確な避難行動が不可欠であ
り、避難誘導、避難場所等について、あらかじめ計画を策定しておく必要がある。
避難の勧告・指示、避難準備等情報の
基準
避難の勧告、指示事項
避難の勧告、指示の伝達手段
避難準備・高齢者等避難開始
避難場所及び避難所の指定
避難場所への経路及び誘導方法
避難計画

避難順序の一般的基準
携行品の制限の一般的基準
避難場所の運営管理
避難場所開設に伴う被災者救援措置
避難場所の整備に関する事項
避難場所、避難時の心得、避難経路等について
の普及啓発

避
難
予
防
対
策

被災者支援
土砂災害警戒区域の指定
浸水想定区域の指定
学校教育施設
学校その他防災
上重要な施設の
避難計画

病院
福祉関係施設
その他防災上重要な施設
建設可能な用地の把握

応急仮設住宅の
建設及び住宅の
提供

建設機材の供給可能量の把握及び調達・供給体制
の整備
公営住宅等の空家状況の把握
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第１節

避難計画

町は、次の事項に留意して避難計画を作成するが、計画策定において、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
めるとともに、公園、公民館、学校等の公的施設の他、町内企業が管理する施設等を対象に、
地域の人口、誘致圏域、地形、災害に対する安全性を考慮し、その管理者の同意を得たうえで、
災害の危険が切迫した緊急時において安全が確保される指定緊急避難場所及び被災者が避難生
活を送るための指定避難所について、必要な数、規模の施設等をあらかじめ指定し、避難路と
併せて住民への周知徹底を図るものとする。
また、躊躇なく避難勧告等を発令できるよう、
「和木町業務継続計画」を更新・整備し、災害
時に優先すべき業務（災害応急対応業務、優先度の高い通常業務）を選定し、当該業務遂行の
役割分担を定め、全庁をあげた体制の構築に努めるものとする。
第１項 避難の勧告、指示、避難準備等情報の基準
町は、避難勧告等の発令伝達に関し、災害緊急時にどのような状況において、どのような対象
区域の住民に対して避難勧告等を発令すべきか等の判断基準を定めた、「避難勧告等の発令伝達
マニュアル」に基づき実施する。
本マニュアルについては、法令、関係機関の各種防災・警戒情報、経年の変化等により、逐次、
改訂しその実効性を保持する。
発令時の状況
住民に求める行動
・要援護者等、特に避難行動に時間を要す
要援護者等、特に避難行動に時間を
避難準備・高
る者は、計画された避難場所への避難行動
要する者が避難行動を開始しなけれ
齢者等避難
を開始（避難支援者は支援行動を開始）
ばならない段階であり、人的被害の
開始
・上記以外の者は、家族等との連絡、非常
発生する可能性が高まった状況
用持出品の用意等、避難準備を開始
通常の避難行動ができる者が避難行 ・通常の避難行動ができる者は、計画され
動を開始しなければならない段階で た避難場所等への避難行動を開始
避難勧告
あり、人的被害の発生する可能性が ・外が危険な場合は、屋内での垂直避難等
明らかに高まった状況
（屋内安全確保）
・前兆現象の発生や、現在の切迫し ・避難勧告等の発令後で避難中の住民は、
た状況から、人的被害の発生する危 確実な避難行動を直ちに完了
険性が非常に高いと判断された状況 ・未だ避難していない対象住民は、直ちに
避難指示
・堤防の隣接地等、地域の特性等か 避難行動に移るとともに、そのいとまがな
(緊急)
ら人的被害の発生する危険性が非常 い場合は生命を守る最低限の行動
に高いと判断された状況
・外が危険な場合は、屋内での垂直避難等
・人的被害の発生した状況
（屋内安全確保）
※屋内安全確保：避難のための立ち退きを行うことによりかえって人の生命または身体に危険が
及ぶ恐れがある場合に、屋内での退避その他の屋内における避難のための安全確保を行うものと
する。
第２項 避難の勧告、指示事項
避難の勧告・指示にあたって、混乱を招かないよう、必要な事項をあらかじめ定めておく。
１ 避難の勧告・指示の発令者
２ 指示等の理由（避難を要する理由）
３ 対象地域の範囲
４ 避難の時期、誘導者
５ 避難場所、避難経路
６ 携帯品の制限等
７ その他･･･災害の状況により必要となる事項
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第３項 避難の勧告、指示の伝達手段
避難の勧告、指示等を発令した場合の伝達手段等については、「避難勧告等の発令伝達マニュ
アル」に基づき実施する。
地域住民に周知徹底するため、伝達に当たっては、町による対応だけでなく、警察、自衛隊、
海上保安部（署）
、放送局等の協力による伝達体制を整備する。
また、夜間に避難勧告、指示等を発令した場合の伝達手段や聴覚障害者等の災害時要援護者へ
の伝達体制についても、「避難勧告等の発令伝達マニュアル」に基づき実施する。
１ 信号による伝達
サイレン等の利用
２ 無線、電話、メール及び放送等による伝達
防災行政無線、電話（自治会長等）
、和木町防災メール、緊急速報メール、ＣＡＴＶ等、Ｌ
アラートの配信によるテレビ等の表示、放送、広報車による巡回放送
３ 広報車、伝達員による直接伝達
災害時における通信途絶を想定し、自主防災組織の活用や地区ごとの連絡責任者を定めてお
くなど、伝達員による伝達体制を整備する。
第４項 避難準備・高齢者等避難開始
避難勧告及び避難指示の事前段階として、災害時要援護者等、特に避難行動に時間を要する者
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避難準備・高齢者等避難開始を伝達す
る。
このため、平素において、
「和木町要配慮者支援マニュアル」に基づき、避難時に介助・支援
が必要な要配慮者の名簿を作成・整備し、関係者を限定した情報提供を実施するとともに、「避
難勧告等の発令・伝達マニュアル」に基づき、洪水・土砂災害等の災害事象の特性、収集できる
情報を踏まえ、避難すべき区域や伝達方法を明確にした避難情報を提供するものとする。
第５項 避難場所及び避難所の指定
町は、別紙「要配慮者施設、避難場所等一覧」に基づき、災害の危険が切迫した緊急時におい
て安全を確保する指定緊急避難場所及び被災者が避難生活を送るための指定避難所について指
定し、住民への周知徹底を図るものとする。
１ 選定基準
(1) 指定緊急避難場所
災害の種類に応じ、被災が想定されていない安全区域内に立地する施設等又は安全区域外に
立地するが、災害に対して安全な構造を有し、想定される洪水等の水位以上に避難者を受け入
れ部分及び当該部分への避難経路を有する施設であって、災害発生時に迅速に避難場所の開設
を行うことが可能な管理体制等を有すること。
なお、指定緊急避難場所と指定避難所は、相互に兼ねることができる。
(2) 指定避難所
被災者を滞在させるために必要となる適切な規模を有し、速やかに被災者等を受け入れるこ
と等が可能な構造、設備を有する施設であって、想定される災害による影響が比較的少なく、
災害救援物資等の輸送が比較的容易な場所にあるものとし、耐震性、耐火性も考慮するものと
する。
なお、主として要配慮者を滞在させることが想定される施設にあっては、要配慮者の円滑な
利用を確保する措置が講じられ、相談等の支援を受けることができる体制が整備されているも
の等を指定するものとする。
(3) その他留意すべき事項
火災の延焼が危惧される住宅密集地以外とする。この場合、適切な施設が選定できない場合
は、別に定める消防計画で特別消防警戒区域として定め、延焼防止対策を計画しておく。
・避難場所、避難所の区分けの境界線は、自治会単位を原則とするが、主要道路、鉄道、河川
等を横断しての避難とならないよう配慮した区分とする。
・各地区の歩行距離、危険負担がなるべく均等となるように配慮する。
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・避難人口は、夜間人口による。
避難場所及び避難所の利用一覧表の作成
上記により選定した避難場所及び避難所について、あらかじめ利用一覧表を作成し、所要事
項を整備しておくものとする。
「避難場所の利用一覧表」
（例）
使用する
避難所 収容人 炊き出 施設の 経路・位置
施設管
管理責
地域又は
連絡員
名
員
し能力
能力
・所要時間
理者
任者
自治会名
２

３ 避難場所又は避難所となる施設管理者との事前協議
(1) 避難予定場所の施設管理者とあらかじめ協議し、使用に当たっての契約等を取りかわして
おく必要がある。
(2) 連絡方法及び連絡事項について定めておく。
(3) 管理責任者を予定しておく。
第６項 避難場所への経路及び誘導方法
「和木町要配慮者支援マニュアル」に基づき、高齢者、障害者等の災害要援護者に対する避
難誘導（地域住民、自主防災組織等の協力による避難誘導）を実施する。
１ 避難誘導体制
(1) 誘導責任者、協力者
誘導機関としては、警察、消防機関、町職員、その他責任ある立場にある者等いろいろ考
えられるが、昼間における不在の場合等を考慮して、避難誘導が迅速に行われるよう警察官、
町職員以外に地域の誘導責任者を定め、協力者を選ぶこと。
(2) 避難指示者（町長、警察官、海上保安官）と誘導担当機関との連絡
指示者と誘導担当機関（者）は、異なる場合が多いと思われるので、相互の連絡を密にし
て意思の疎通を図る必要がある。
(3) 避難誘導標識等の整備
避難誘導標識等の整備に努め、日頃から地域住民に避難場所及びその位置、避難経路の周知
徹底を図る。また、夜間照明の設置に努める。
２ 避難経路の選定
(1) 避難経路を２経路以上選定する。
(2) 相互に交差しない。
(3) 火災・爆発等の危険度の高い施設等がないように配慮する。
(4) 住民の理解と協力を得て選定する。
３ 防災道路の整備
町は、町民が安全に避難できるよう、また、物資の輸送、消防活動を行う緊急車両が通行
するために十分な幅員をもった防災道路の整備を計画的に推進していく。
計画については、別に定める。
第７項 避難順位の一般的基準
１ 病弱者、高齢者、障害者、傷病者、妊婦
２ 乳幼児、学童
３ 女性
４ その他の者
５ 防災従事者
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第８項 携帯品の制限の一般的基準
携帯品については、災害の状況及び避難措置の程度により制限することについて、あらかじ
め定めておくものとする。
１ 携帯品として認められるもの
貴重品（現金、預金通帳、印鑑、免許証・健康保険証（カード））、常備薬（処方箋を含む）
、
懐中電燈、携帯ラジオ
２ 余裕がある場合
上記の他若干の食料品、日用品等
第９項 避難所の運営管理
避難所における活動を円滑に実施するため、県の「地域住民による自主的な避難所運営ガイ
ドライン」に基づき、町の避難所の運営に関するマニュアルを策定し、必要となる事項につい
て、あらかじめ定めておくものとする。
１ 管理運営体制の確立
管理責任者、連絡員（災害対策本部、応急救護所、物資集積所等との連絡）について、あ
らかじめ定めておくものとする。
２ 避難者名簿（様式の作成）
３ 避難収容中の秩序保持（管理要領）、集団生活に最低限必要な規律等
４ 災害情報等の伝達（生活情報、安否情報、応急対策実施情報等）
５ 各種相談業務
上記の他、感染症対策に特段の配慮を必要とする期間においては、
「感染症対策下における
避難所の開設・運営計画」による感染症対策を実施する。
第１０項 避難場所開設に伴う被災者救援措置
１ 給水措置
２ 給食措置
３ 毛布、寝具等の支給
４ 衣料、日用品の支給
５ 負傷者に対する応急救護
第１１項 避難所の整備に関する事項
１ 避難生活の環境を良好に保つための設備整備（換気、照明、空調設備等）
２ 避難場所として必要な施設・設備の整備（貯水槽、井戸、仮設トイレ、マット、非常用電
源、通信機器等）
３ 災害情報の入手に必要な機器の整備（テレビ、ラジオ、Ｗｉ－Ｆｉ等）
４ 避難場所での備蓄
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
５ 高齢者、要配慮者に配慮したバリアフリー化
第１２項 避難所、避難時の心得等についての普及啓発
１ 平常時における広報
(1) 広報紙、掲示板、パンフレット、ハザードマップ等の作成及び配布
(2) 住民に対する巡回指導
(3) 防災訓練等の実施
２ 災害時における広報
(1) 広報車による周知
(2) 避難誘導員による現地広報
(3) 自治会等自主防災組織を通した広報
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第１３項 被災者支援
「和木町被災者支援業務システム及び被災者生活再建支援施策業務区分マニュアル」に基づ
き、住家被害認定調査、り災証明書の発行に関する業務は、主管課により対応するが、大規模
災害等による当該主管課による業務の停滞が予想される場合は、関係部署からの職員派遣、業
務支援等により、り災証明書の早期発行による被災者の生活再建支援体制の整備を図る。
第１４項 土砂災害警戒区域の指定
１ 土砂災害警戒区域ごとに、次の事項について定めるものとする。
(1) 土砂災害に関する情報の収集及び伝達並びに予報又は警報の伝達に関する事項は、「避難
勧告等の発令・伝達マニュアル」第２編「土砂災害」のとおりとする。
(2) 土砂災害警戒区域内に、社会福祉施設、学校、医療施設その他、特に配慮を要する者が利
用する施設が有る場合には、施設の円滑な警戒避難のための土砂災害に関する情報、予報及
び警報の伝達方法については、
「和木町要配慮者支援マニュアル」に定めるとおりとする。
(3) 災害対策基本法第 48 条第 1 項に基づき、町が実施する土砂災害避難訓練については、第
２編第３章第１項に基づく他、要配慮者に対しては、
「和木町要配慮者支援マニュアル」に定
める通り実施するものとする。
(4) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成 12 年法律第 57
号）第８条（警戒避難体制の整備）第４項に該当する、社会福祉施設、学校、医療施設その
他、主として配慮を要する者が利用する施設については、別紙「要配慮者施設、避難場所等
一覧」３「警戒区域に所在する要配慮者施設」に示すとおりとする。
(5) 救助に関する事項については、第２編第８章第１項に基づき、実施する。
２ 町地域防災計画に基づき、土砂災害に関する情報の伝達方法、急傾斜地の崩壊等のおそれ
がある場合における避難施設、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
その他警戒区域における円滑な警戒避難を確保する上で必要な事項を住民に周知するため、
これらの事項を記載したハザードマップ（土砂災害）の町内全戸配布、公共施設、町ＨＰへ
の掲示等、の措置を実施する。
３ 町は、国土交通省令で定めるところにより、土砂災害に関する情報の伝達方法、急傾斜地
の崩壊等が発生するおそれがある場合における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その他警戒区域における円滑な警戒避難を確保する上で必要な事項
を住民等に周知するものとする。
第１５項 浸水想定区域の指定
１ 浸水想定区域ごとに、次の事項について定めるものとする。
(1) 浸水想定区域ごとに洪水予報及び氾濫危険水位（特別警戒水位）の伝達方法、避難、救助
その他人的被害を防止するために必要な警戒体制に関する事項は、
「避難勧告等の発令・伝達
マニュアル」第１編「水害」、第３編「高潮災害」、第４編「津波災害」のとおりとする。
(2) 浸水想定区域内に、社会福祉施設、学校、医療施設その他、特に配慮を要する者が利用す
る施設が有る場合には、施設の円滑な警戒避難のための土砂災害に関する情報、予報及び警
報の伝達方法については、
「和木町要配慮者支援マニュアル」に定めるとおりとする。
(3) 災害対策基本法第 48 条第 1 項に基づき、町が実施する浸水災害からの避難訓練について
は、第２編第３章第１項に基づく他、要配慮者に対しては、
「和木町要配慮者支援マニュアル」
に定める通り実施するものとする。
(4) 水防法（昭和 24 年法律第 193 号）第１５条（浸水相当区域における円滑かつ迅速な避難
の確保及び浸水防止のための措置）第４項に該当する、社会福祉施設、学校、医療施設その
他、主として配慮を要する者が利用する施設については、別紙「要配慮者施設、避難場所等
一覧」３「警戒区域に所在する報配慮者施設」に示すとおりとする。
２ 国（国交省）
、県より提供される浸水想定区域等に基づき、「避難勧告等の発令・伝達マニ
ュアル」により、洪水に関する情報の伝達方法、浸水の恐れがある場合における避難施設そ
の他の避難場所及びその他の避難経路に関する事項その他警戒区域における円滑な警戒避難
を確保する上で必要な事項を住民に周知するため、これらの事項を記載したハザードマップ

２－７－６

（洪水）の町内全戸配布、公共施設、町ＨＰへの掲示等、の措置を実施する。
第２節

学校その他防災上重要な施設の避難計画

町は、別紙「要配慮者施設、避難場所一覧」第３「警戒区域に所在する要配慮者施設」に示
す要配慮者施設は、次の事項に留意し、関係機関と協議の上、当該施設毎に避難計画の作成を
指導し、関係職員等に周知徹底するとともに、訓練等を実施するなど、避難について万全を期
するものする。
１ 学校等教育施設
それぞれの地域の特性等を考慮した避難場所、経路、時期及び誘導並びにその指示伝達の
方法、収容施設の確保、保健衛生等に関する事項
２ 病院
患者を他の医療機関又は安全な場所へ避難させる場合の収容施設の確保、移送の方法、保
健衛生等に関する事項
３ 福祉関係施設
入所者に対する避難の指示伝達、職員の分担、移送、介護等に関する事項
４ その他防災上重要な施設
避難場所、経路、誘導責任者及び指示伝達方法に関する事項
第３節

応急仮設住宅の建設及び住宅の提供

町は、被災者に対して、応急仮設住宅等の住宅が迅速に提供されるよう、あらかじめ必要な
体制を整備しておくものとする。
１ 建設可能な用地の把握
あらかじめ応急仮設住宅の建設可能な用地を把握するなど、供給体制の整備をしておく。
２ 建設機材の供給可能量の把握・供給体制の整備
応急仮設住宅の建設に必要な資機材に関し、供給可能量の把握及び調達・供給体制をあら
かじめ整備しておく。
３ 公営住宅等の空屋状況の把握
公営住宅、民間等の空家状況を常に把握し、災害時には被災者に迅速に情報提供する。

２－７－７

