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第１５章 火災予防対策 

 

基本的な考え方 

火災は、町民に最も身近な災害で、いったん発生すると貴重な人命と財産を一瞬のうちに失い、

また延焼拡大した場合は地域全体を焼失させ、甚大な被害を発生させるおそれがある。 

火災の発生を未然に防止し、火災による被害の軽減を図るため、町、県及び消防機関等は必要

な予防対策を推進する。 
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第１節 一般火災予防計画 

 

第１項 火災予防対策の推進  

１ 火災予防思想の普及啓発 

火災予防思想の普及啓発については従来から積極的に取り組んできているが、なお一層の徹

底を図るため町及び消防組合は、関係団体等と協力して地域に密着した効果的な防火思想の普

及啓発活動を推進する。 

特に春季・秋季の全国火災予防運動期間中には、講習会の開催、広報車の巡回広報、広報誌

の配布、防災行政無線（同報系）、新聞・ラジオ等報道機関の利用等あらゆる機会をとらえ、

火を出さないための運動を展開する。 

(1) 地域に密着した防火、防災思想の普及啓発 

ア 防火思想普及の徹底を図るため、広報用素材の充実、広報メディアの拡充、広報素材の有

効活用等を図り、関係機関並びに団体と協力して防火対策の必要性を明確に伝える親しみや

すい広報活動を展開する。 

(ｱ) 街頭広報や報道機関を活用した啓発活動 

(ｲ) イベント、集会等を利用した啓発活動 

(ｳ) 巡回による啓発広報活動 

(ｴ) 家庭訪問による防火指導 

(ｵ) 学校、職場等における防火指導 

(ｶ) 自主防災組織による啓発広報活動 

イ 外国人に対する火災予防広報の実施 

近年、町内に在住する外国人が増加していることから、町に滞在するこれらの外国人に

対する火気の管理、避難等必要な広報活動を行う。 

２ 災害に強いまちの形成 

(1) 町は、避難路、避難地、延焼遮断帯、防災活動拠点ともなる幹線道路、都市公園、河川な

ど骨格的な都市基盤施設及び防災安全街区の整備、老朽木造住宅密集市街地の解消等を図るた

めの土地区画整理事業、市街地再開発事業等による市街地の面的な整備、建築物や公共施設の

耐震・不燃化、水面・緑地の計画的確保、耐震性貯水槽や備蓄倉庫、河川水・下水処理水等を

消防水利として活用するための施設の整備等を図るとともに、防火地域及び準防火地域の的確

な指定による防災に配慮した土地利用への誘導等により、災害に強い都市構造の形成を図るも

のとする。 

(2) 町及び事業者等は、火災時に消防活動が制約される可能性のある建築物、緊急時に速やか

な傷病者の搬送、収容等が必要とされる医療用建築物等について、ヘリコプターの屋上緊急離

発着場又は緊急救助用のスペースの設置を促進するよう努めるものとする。  

３ 火を使用する設備・器具等の防火安全性の確保 

日常生活で用いる火を使用する設備・器具等からの出火を防止するため、これらの設備・器

具等の設置及び取扱いの注意について、啓発を行う。 

(1) 炉、ふろがま等の火を使用する設備の位置、構造及び管理 

(2) 調理器具、ストーブ等の火を使用する器具の取扱い 

(3) 指定数量未満の危険物及び危険物に準ずる可燃性物品（指定可燃物）等の貯蔵又は取扱い 

４ 住宅防火対策の推進 

住宅の火災による死者は、火災の死者の大半を占めていることから、将来にわたり在宅火災

による死者の大幅な低減を図るため、町及び消防組合は、効果的な住宅防火対策を推進する。 

(1) 防火意識の高揚 

住宅の防火意識の高揚を図るため、住宅防火の現状、住宅防火対策の必要性等の周知徹底を

図る。 

ア 住宅防火対策の必要性を明確に訴える親しみやすい広報活動を展開する。 

イ 地域のミニコミ誌、ＣＡＴＶ等の活用を図り、地域に密着した効果的な広報活動を推進す

る。 

ウ 町及び消防組合等の共催による住宅防火講習会及び住宅防火フェア等を開催する。 
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(2) 住宅防火訪問の実施 

消防機関等で実施している住宅防火訪問について、訪問対象者に理解しやすい診断に努める

とともに、各種イベント、展示会等を活用するなどして、診断対象の拡大を図る。 

(3) 住宅防火設計の普及の推進 

住宅設計の専門技術者のみならず、住宅を建設しようとしている建築主等の住宅設計に当た

っての防火、避難上の留意事項等の理解を深めるため、住宅防火講習会の開催等を行う。 

(4) 住宅防災機器等の普及 

ア 住宅用火災警報器、住宅用自動消火装置、防炎寝衣類等の性能、効果等の認識を深めるた

め、これらの住宅用防災機器等展示コーナーの設置促進等を図る。 

イ 住宅用火災警報器、住宅用自動消火装置等の設置を支援する住宅金融公庫の割増し融資制

度の周知を図るなどして、住宅用防災機器等の設置を促進する。 

(5) 住宅防火モデル事業の推進 

平成７年度から国において推進している住宅防火モデル事業の指定地域の拡大に努める。 

５ 地域における防火安全体制の充実 

(1) 自主防災組織の整備充実 

火災等の災害から地域を守るには、町民一人一人の自覚と、近隣居住者相互の協力が不可欠

となる。 

このため、地域の実情に応じた、自治会、管内事業者、女性・高齢者・社会活動団体等によ

る自主防災組織の育成を図るとともに既存の防火クラブ（和木こども園幼年消防クラブ）の活

性化等についても一層推進する。 

また、地域住民、自主防災組織等が火災等災害発生時において初期消火、救助救出活動が迅

速に取り組めるように必要資機材の整備を推進する。 

(2) 防火（防災）教育の充実 

企業の自衛消防隊員、一般町民等を積極的に消防学校に受け入れ、県全体としての防火防災

知識・技術の向上に努める。 

また、消防学校に入校困難な消防団員、町職員、住民等に対しては、移動消防学校の充実を

図るなどして必要な知識・技能の習得の支援を行う。 

(3) 消防訓練の実施 

防火に関する技能の習得、啓発を図るため、消防組合、事業所等は消防訓練を定期的に行う。 

訓練は夜間等様々な条件に配慮し、居住地、職場、学校等において、きめ細かく実施又は行

うよう指導し、町民の火災発生時の避難行動、基本的な防災用資機材の操作方法等の習熟を図

るものとする。 

また、訓練は形式的なものとならないよう、訓練実施者は具体的な訓練目標を定め効果的な

訓練の実施に努める。 

 

第２項 要配慮者の防火安全性の確保 

高齢者、障害者等の要配慮者に対し火災等の災害のない生活の場を確保するため、県、消防機

関及び関係団体等は以下の対策を推進する。 

１ 住宅防火対策（高齢者等の防火安全対策）の推進 

住宅の火災による死者は、火災の死者の大半を占め、しかも６５歳以上の高齢者や障害者が

被災する場合が多いことから、町及び消防組合等は高齢者・障害者住宅防火対策の効果的推進

を図る。 

(1) 防火意識の高揚 

(2) 住宅防災用機器の普及 

(3) 住宅防火診断の実施 

２ 避難協力体制の確立 

一人暮しの高齢者、障害者等が適切に避難できるよう消防団、自治会（自主防災組織）、事

業所等を含めた地域が一体となった避難協力体制の確立に努める。 

３ その他の安全確保対策の推進 

(1) 火災通報や救急通報等が迅速かつ効率的に行われるための自動通報（緊急通報システム）
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の普及促進を図る。 

(2) 高齢者、障害者等が入所している施設においては、的確に情報伝達や避難誘導が可能とな

る各種設備（閃光型警報装置、点滅型誘導灯等）の設置促進に努める。 

 

第３項 建築物防火対策の推進 

建築物の防火安全性を確保するため、町及び消防組合は、建築基準法、消防法等で定める防火

に関する規制の適切な執行と必要な指導を行う。 

１ 関係者への指導の強化 

(1) 建築基準法に係る防火規制の徹底 

建築物の防火性能を確保するため、建築基準法に基づく建築物の許認可等により、防火規

制の徹底及び適切な指導を推進する。 

また、多数の人が利用する既存の特殊建築物等については、適正に維持管理され、防火性

能が確保されるように、建築物の所有者・管理者に対し、建築基準法に基づく建築物の維持

保全に関する計画書の作成、定期的な調査の実施及び保守状況の報告の指導を推進する。 

(2) 消防同意制度の適切な運用 

建築物の許認可に係る消防機関の同意制度は、建築規制と消防規制との調和を図りつつ建

築物の防火を推進しようとするもので、消防機関はこの制度の効果的な運用により、建築物

の防火安全性の確保を図る。 

(3) 重点的・効果的な予防査察の実施 

町及び消防組合は、消防法に定める予防査察の実施に当たっては、防火対象物定期点検結

果報告、消防用設備等点検結果報告等の防火対象物関係者からの報告、届出等の結果あるい

は、過去の指導状況等を踏まえ、法令遵守の状況が優良でない防火対象物及び火災予防状の

必要性が高い防火対象物を重点的に行うとともに、立入検査の実施項目の選択による効果的

な予防査察を行い、火災の発生及び拡大の危険性の排除等火災予防上必要な措置について指

導する。 

２ 消防用設備等の設置、維持の適正化 

(1) 消防組合は、消防法に定める防火対象物の消防用設備等の設置について、防火対象物の実

態を踏まえ、基準に適合しかつ効果的な設備の設置指導を行い、建築物の防火安全性の確保を

図る。 

(2) 消防組合は、防火対象物の関係者に対し、消防法に定める消防用設備等の点検・報告制度

の重要性を認識させ、定期点検及び点検結果報告を徹底させ、消防用設備等の適正な機能の維

持を図る。 

３ 防火管理の徹底 

消防法に定める防火管理制度では、対象物に対する人的な規制で、収容人員が一定以上の対

象物には一定の資格を有する者を防火管理者として選任し、防火管理業務を行わせることとし

ている。 

消防組合は、防火対象物の所有者等に対して防火管理者の選任、さらに、防火管理者に対し

て消防計画の作成、消防訓練の実施、火気管理等の防火管理上必要な業務を適切に実施するよ

う指導し、建築物の防火安全性の確保を図る。 

 

第４項 特定防火対象物等における防火安全対策の徹底  

不特定多数の者が出入りする商店、病院・社会福祉施設等の特定防火対象物については、火災

により大きな被害が発生するおそれがあることから、前項の対策に加え次の事項を推進し、これ

らの特定防火対象物の防火安全性の確保を図る。 

１ 防火管理体制の充実 

(1) 消防組合は、実態に応じた初期消火、通報及び避難等の訓練の実施についてきめ細かな指

導及び検証を行う。 

(2) 特に高齢者、身体障害者に対する火災情報の覚知、伝達に配慮した避難誘導体制の確立に

ついて指導を行う。 

(3) 病院・社会福祉施設等で、自力避難が困難な者を多数収容している施設にあっては、近隣
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住民や、ボランティア組織の応援、協力体制の確立を推進する。 

(4) 消防組合は、用途別に国が定めた次の「防火管理体制指導マニュアル」に基づき、用途別

に適切な指導を行う。 

ア 物品販売店舗等における防火管理体制指導マニュアル 

イ 社会福祉施設及び病院における夜間の防火管理体制指導マニュアル 

２ 防火対象物定期点検報告制度の適正な運用 

消防機関は、消防法に定める「防火対象物定期点検報告制度」の対象となる防火対象物の防

火管理等の状況について、点検報告により把握するとともに、その不備事項について早期改善

を指導する。 

３ 避難施設・防火設備等の維持管理の徹底 

(1) 火災発生時の避難路となる通路、階段等の適正な管理がなされるよう指導を徹底する。 

(2) 火災発生時において、煙の拡散及び延焼の拡大の防止に重要な役割を果たす防火戸、防火

シャッター等の維持管理の徹底を図る。 

(3) 防火対象物の関係者自らが、自主的に適正な維持管理をチェックする体制の整備を推進す

る。 

４ 特定違反対象物に対する是正措置の徹底 

消防組合は、消防法令の違反により火災が発生した場合、人命危険が大であると予測される

特定違反対象物については、指示、警告、措置命令、告発・公表等の適切な違反処理により、

法令違反の是正を図る。 

５ 工場、倉庫等の防火安全対策の推進 

工場、倉庫等の防火対象物においては、建築構造、収容物等の状況から、一旦火災が発生す

ると延焼速度が速いため大規模火災となる危険性が高く、甚大な人的、物的被害を生ずるおそ

れがある。 

このため、これらの防火対象物については、消防用設備等の適正な維持管理等防火安全体制

の徹底が図られるよう指導を行う。 

 

第５項 火災災害予防のための情報の充実  

気象台は、大規模な火災災害防止のため、気象の実況の把握に努め、災害防止のための情報の

充実と適時・的確な情報発表に努めるものとする。 

 

第６項 消防力の充実・強化  

火災の発生防止、被害の軽減を図るためには、町における消防力の充実・強化が求められるこ

とから、町は国が定めた「消防力の整備指針」に基づく消防力（資機材、要員）の確保に努める。 

１ 町消防計画の整備 

(1) 町は、国が定める基準に従い消防計画を策定する。 

(2) 町は、策定した消防計画（大綱は次のとおり）に基づき、計画的な火災予防対策の推進を

図り、必要な組織の確立、消防資機材の整備、地域の実態を反映した警戒・防ぎょ活動の実施

に努める。 

ア 消防組織に関すること。 

イ 消防力の整備に関すること。 

ウ 防災のための調査に関すること。 

エ 防災教育訓練に関すること。 

オ 災害の予防、警戒及び防ぎょに関すること。 

カ 災害時の避難、救助及び救急に関すること。 

キ その他災害対策に関すること。 

２ 消防組織の充実 

(1) 消防組合は、予防要員、警防要員の確保に努め、予防業務、警防業務の万全を期する。 

(2) 消防の広域化の推進 

  住宅や防火対象物等の火災予防や火災原因の調査、立ち入り検査等を行う予防要員等の専門

職員の増強を図るため、消防の広域化を推進する。 
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(3) 広域消防応援体制の整備 

県内の市町、組合消防本部が締結した県内消防相互応援協定、隣市の広島県大竹市との消防

相互応援協定の円滑な対応が図れるよう、町等は必要な運用体制の確立に努める。 

(4) 消防団の活性化の推進 

消防活動（防災活動）等において消防団が担う役割の重要さに鑑み、町は消防団員の確保、

活性化に必要な対策を計画的に推進する。 

(5) 自主防災組織の育成 

第１項５参照 

(6) 消防組織の連携強化 

平常時から消防組合、消防団および自主防災組織等の連携強化を図るものとする。 

３ 消防教育・訓練の充実 

複雑多様化する消防事象に対応できる消防職員、団員の育成を図るため、県消防学校は、教

育カリキュラムの充実を図るなど教育環境の整備充実に努め、町及び消防組合は、消防団員、

消防職員が、容易に教育を受けることができる環境の整備に努める。 

４ 消防施設等の充実・強化 

(1) 消防施設等の整備 

ア 町は、「消防力の整備指針」及び「消防水利の基準」に適合するよう、消防機械器具、消

防水利施設、火災通報施設及び消防通信施設等の整備について、年次計画を立て、その充実

強化を図る。 

イ 消防水利については、火災の延焼拡大の危険が高い地域や、消防活動が困難な地域等を中

心に耐震性貯水槽の整備を促進するとともに、河川やプールの活用等により消防水利の確保

を図る。 

ウ 消防水利の不足又は道路事情により消防活動が困難な地域については、消防水利の増設及

び可搬式動力ポンプ等の整備を推進する。 

エ 自治会等自主防災組織による初期消火活動が円滑になされるよう軽可搬ポンプ等の消火

機材の整備充実を図る。 

(2) 空中消火資機材・化学消火剤の備蓄 

ア 県は、林野火災消火活動の迅速な対応を図るため、林野火災用空中消火資機材を整備し、

自衛隊、消防本部等に預託してきているが、今後も計画的に整備を推進する。 

イ 化学消火薬剤については、関係者（消防本部、県、海上保安部・署等）において備蓄して

きているが、今後も整備充実に努める。 

 

第７項 文化財防火対策の推進 

文化財構造物の多くが木造の大規模な建築物であるとともに、その利用形態、建築物の構造等

が多種多様であり、文化財の特性に応じた防火管理体制、消防用設備等の設置の推進を図る。 

１ 建造物文化財・防火施設の現況 

町の指定文化財としては、安禅寺の仏像三軀、扁額「大瀧山」一面等がある。又、県の指定

文化財として瀬田八幡宮本殿がある。 

２ 予防対策実施責任者 

(1) 予防対策 ············ 所有者又は管理団体 

(2) 予防対策指導 ········ 町教育委員会、岩国地区消防組合、県教育委員会（社会教育・文化

財課） 

３ 防火管理・予防対策の推進 

(1) 防火設備の整備充実 

ア 消火設備の整備 

消火設備等を建造物の延面積に応じた能力の設備に整備する。 

イ 警報設備の拡充 

自動火災報知設備、漏電火災警報器等の整備拡充を図る。 

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。 
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(2) 予防対策指導の推進 

ア 利用の形態、建築物の構造等を踏まえ、次の事項を内容とする予防計画を策定する。 

(ｱ) 防火管理体制 

(ｲ) 災害通報体制 

(ｳ) 災害の起こり易い箇所の点検、確認、組織等の確立 

(ｴ) 自衛消防組織の確立 

(ｵ) その他、注意札、火気の使用禁止、浮浪者の侵入防止等 

(3) 防火思想の普及啓発 

ア １月２６日の文化財防火デーでは、関係者の協力を得て防災思想の普及啓発、防火訓練を

実施するなどして文化財建造物の防火について広く町民の意識の高揚を図る。 

(ｱ) 防災思想の普及（新聞、ラジオ、テレビ、町広報紙、展示会、講演会、映画等による。） 

(ｲ) 防火訓練の実施（通報、消火、重要物件の搬出、避難等総合的にかつ地元消防の協力・

指導のもとに行う。） 

イ 消防実技講習会等を実施して消防技術の向上を図る。 

 

第８項 災害復旧の備え  

公共土木施設管理者は、円滑な災害復旧を図るため、あらかじめ重要な所管施設の構造図等の

資料を整備しておくとともに、資料の被災を回避するため、複製を別途保存するよう努める。 

 

第２節 林野火災予防計画 

 

町土の約６０％を占める林野は、古くより木材その他の林産物の供給、町土の保全、水資源の

確保、自然景観、健康保養の場として町民生活に大きく貢献している。 

林野火災が一旦発生すると、これらの役割を担う森林資源を短時間のうちに焼失し、その回復

には長い年月と多大の労力を費やし、社会的損失が極めて大きなものとなる恐れがある。 

このため、国、県、町及び森林関係者は、林野火災発生防止について必要な予防対策を推進す

る。 

 

第１項 出火防止対策の推進  

林野火災は２月から５月までの乾燥した季節に多く発生し、その原因としては、たばこ、たき

火等人為による失火が大部分である。 

林野は、広大に広がり、そこには不特定多数の者が自由に出入りすることが出来ること及び林

野の管理経営状態が多様であり、日常の防火管理が必ずしも十分でないこと等を踏まえ、国、県、

町、消防組合等は、林野火災に対する予防思想の普及啓発に努めるとともに、林野の巡視の強化

及び施設の整備等防火対策を推進し、林野火災の未然防止と被害の軽減を図る。 

１ 林野火災予防対策の推進 

(1) 防火思想の啓発 

国、県、町及び関係者は協力して町民の林野火災防止に対する認識のより一層の向上を図る

ため、防火思想の普及啓発に必要な対策を推進する。 

ア 広報活動の推進 

林野火災対策においては、その出火原因が人為によるものが大部分であること、また一

旦発生するとその消火活動は困難を極める場合が多いこと等から出火防止の徹底が特に重

要となる。 

そのため、国、県、町、消防組合及び林野の所有者等が相互に密接な連携を図り、広報

の時期、地域、対象者、媒体等について関連的に検討を行い、有効かつ強力な広報宣伝活

動を実施する。 

また林野火災は、空気が乾燥する２月から５月までが多発時期であるため、この期間を

林野火災防止強調期間として予防施策を推進し、特に３月を林野火災予防月間と定め強力

に啓発運動を展開する。 

(ｱ) テレビ、ラジオ、有線放送、オフトーク通信等による啓発 
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(ｲ) 広報車による巡回広報 

(ｳ) ポスター、チラシ等の配布 

(ｴ) 新聞その他広報紙による啓発 

(ｵ) 学校等を通じての広報（児童生徒の防災思想の高揚） 

(ｶ) 林野火災予防標識板及び立看板等による啓発 

(ｷ) 森林保全巡視員による巡回指導 

イ 協議会等の開催 

各関係機関、団体等による協議会、研修会、講習会等を通じて火災予防の徹底を図る。 

(2) 発生原因別対策 

ア 一般入山者対策 

登山、ハイキング、山菜採取、渓流魚釣等の一般入山者に対して次の事項を推進する。 

(ｱ) たばこ、たき火による失火については、十分な防火思想の啓発を図る。 

(ｲ) 山林内、休憩所、駐車場等に火災防止標識板を設置するなどして啓発を図る。 

(ｳ) 山林内でのタバコのポイ捨てを防止するため、簡易吸殻入れの携帯運動を推進する。 

イ 山林内事業者（作業者）対策 

山林内において事業を営む者又は造林、伐採等の作業を実施する者は、次の体制をとる

ものとする。 

(ｱ) 火気責任者を定め、事業区域内に巡視員を配置するものとする。 

(ｲ) 火気責任者は、あらかじめ事業所（作業箇所）内の連絡系統を定め、関係機関との連絡

に万全を期すものとする。 

(ｳ) 事業所に火気責任者の指定する喫煙所並びにたき火、ゴミ焼き箇所を設けるとともに、

標識及び消火設備を完備するものとする。 

(ｴ) 道路整備等山林内で事業を行う者は、事業区域内から失火することのないよう森林所有

者と協議し、万全の予防措置を講じるものとする。 

ウ 道路、鉄道沿線等における火災対策 

ＪＲ西日本及び県内バス等運送業者は、道路の利用者、乗客、乗員等による沿線火災防

止のための予防対策を樹立し、路線火災の防止に努めるとともに、次の事項について協力

するものとする。 

(ｱ) 危険地帯の可燃物の除去 

(ｲ) 路線の巡視 

(ｳ) 車両通過中における火災発見の際の連絡系統及び周知方法の確立 

(ｴ) 消火活動の際の路線通行の便宜 

(ｵ) 緊急時における専用電話利用の便宜 

エ 森林所有者対策 

森林所有者は自己の所有する林野から放火、失火が生じないよう次の事項を実施するも

のとする。 

(ｱ) 一般住民に対する防火意識の啓発 

(ｲ) 無許可入山者の排除 

(ｳ) 火入れに対する安全対策の徹底 

(3) 巡視・監視の強化 

ア 警戒活動の強化 

町等は、林野火災の多発期間及び気象状況が火災の予防上危険であると判断されるとき

は、山林の巡視及び監視等の警戒活動を強化する。 

イ 森林保全巡視指導員の設置 

林野火災の多発地帯、保安林、森林レクリェーション地帯等に森林保全巡視指導員を配

置し、入山者に対する巡回指導、火入れに対する指導のほか、次のことを行い森林の保全

を図る。 

(ｱ) 災害の早期発見に関すること。 

(ｲ) 無許可伐採等に対する指導 

(ｳ) 森林の産物の盗掘、案内板等の棄損等の防止に関すること。 
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(4) 関係団体との協力体制 

ア 町、県及び消防組合は、地域住民による自主防災組織との間の協力体制の充実を図る。 

イ 町及び消防組合は、地域住民による自主防災組織の育成に努める。 

 

第２項 林野消防対策の推進  

町及び消防組合は、林野火災に即応する体制の強化及び消防資機材の整備を図るため次の対策

を講じる。 

１ 火災気象通報・警報の収集伝達体制の確立 

(1) 下関地方気象台及び県は、林野火災の未然防止、被害の軽減を図るため、町に対し迅速、

的確な乾燥注意報、火災気象通報等の気象情報の伝達を行う。 

(2) 町及び消防組合は、火災気象通報が発せられた場合に遅滞なく住民、関係者に周知するた

めの体制の充実を図る。 

(3) 町長は、気象台及び県からの火災気象通報を受けたとき又は気象の状況が火災の予防上危

険であると認めるときは、適切に火災警報を発令することができるよう必要な体制の確保に努

めるとともに、住民、関係者に伝達するための体制の整備を図る。 

２ 活動体制の整備 

(1) 消防体制の確立 

町及び消防組合は、林野火災に的確に対処するため、林野火災多発時期における体制、火災

警報発令時における警戒体制、火災発生を考慮した消防隊の編成など林野火災に即応できる組

織を確立し、適切な運営を図るよう努める。 

(2) 相互応援体制の確立 

町は、林野の分布等を考慮して、林野火災を対象とする広域的な相互応援体制を整備するも

のとする。 

平成２４年４月、県内全市町及び全消防本一部事務組合を対象として県内広域消防相互応援

協定を締結しており、今後はこれの円滑な対応が出来るよう体制の整備に努める。 

(3) 総合的消防体制 

ア 町、国及び県は、林野及び消防の行政窓口を中核として、自衛隊、警察、その他の関係機

関の密接な協力を得て、総合的な消防体制の確立を図る。 

イ 町は、県が地理的、地形的条件等から消防活動に大きな制約を受ける林野火災への対応と

して、従来から航空機による消火活動体制の整備に努めてきているが、今後とも体制の充実

に努める。 

(4) 林野火災被害報告の迅速化 

林野火災発生の場合は、消火活動に必要な消防力の配置、延焼拡大防止のため、航空機の必

要性の判断等に必要な情報の早期把握が求められる。 

このため、町は迅速な火災発生速報が行えるようあらかじめ必要な体制を確立しておくもの

とする。 

３ 林野火災消火訓練の充実 

町及び消防組合は関係者の協力を得て林野火災消火活動の特殊性を考慮した実戦的な消火

訓練を実施するものとする。 

 

第３項 林野火災に強い地域づくり  

１ 事業計画の作成 

林野火災の発生又は拡大の危険性の高い地域において、地域の特性に配慮しつつ、関係市町

による林野火災対策に係る総合的な事業計画を作成し、その推進を図る。 

２ 防火林道等の整備 

町は、防火林道、防火森林の整備等を実施する。 

町は、林野火災により、流域が荒廃した地域の下流部における土砂災害危険箇所の危険度を

応急的に判定する技術者の養成、並びに事前登録など活用のための施策等を実施する。 
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第４項 林野火災消防施設・資機材の整備  

地理的、物理的条件等から消火活動に大きな制約、負担を伴う林野火災の消火活動を円滑に実

施するため、町及び消防組合は、必要な施設及び資機材の整備を計画的に推進する。 

１ 林野火災消防施設の整備 

(1) 町は、林野火災危険地域に対して、防火管理道等の整備を図る。 

(2) 町及び消防組合は、林野火災用消防水利（耐震性貯水槽、自然水利）の確保に努める。 

(3) 町は、消火活動又は防火線としての役割を具備するよう林道の整備を計画的に推進する。 

(4) 林野火災危険地域については、国、県及び町有林はもとより、一般民有林についても、防

火線の設置及び防火樹帯の造成を指導する。 

２ 消火資機材の整備 

林野火災消火活動に必要な資機材の整備についてはこれまでも計画的に整備を進めてきて

いるが、今後も必要な資機材について町及び消防組合はその充実に努める。 

３ 空中消火資機材の整備 

(1) 町及び消防組合消防本部は、航空機による消火活動が円滑に実施できるよう、管内の地形、

林相等を踏まえ日常から臨時ヘリポート、水利地点等の確保に努めるとともに、必要な体制の

確保を図る。 

 

第５項 林野火災特別地域対策事業の推進  

町は、当該地域の林野火災の発生又は拡大の危険度の高い地域を有しており、当該地域の林野

火災の防止、被害の軽減を図るため、その地域の実態に即した林野火災対策事業を集中的かつ計

画的に実施することを目的とした林野火災特別地域対策事業計画を策定するとともに、この事業

計画に定める各種予防対策を積極的に推進する。 

 

第６項 二次災害の防止活動  

町は、林野火災により、流域が荒廃した地域の下流部における土砂災害危険箇所の危険度を応

急的に判定する技術者の養成、並びに事前登録など活用のための施策等を実施する。 

 


