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第１９章 公共施設等の応急復旧計画 

 

基本的な考え方 

道路、河川、海岸、橋梁、港湾、鉄道等の公共土木施設は、物資・人の輸送等を通して、社会

経済、町民の日常生活に大きくかかわっている。 

また、病院、社会福祉施設、学校、社会教育施設等の公共施設も町民の日常生活に大きくかか

わっており、これらの施設が災害により被害を受けた場合は、町民生活に大きな支障を及ぼすば

かりか、被災者の救助・救援活動に重大な支障をきたす。 

このため、これら公共施設が被災した場合には、速やかな応急復旧対策が必要となる。 
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第１節 公共土木施設 

 

災害が発生した場合、各公共土木施設等の管理者は、速やかに被害状況の把握に努め、施設の

機能回復に必要な応急復旧措置を講じるものとする。 

 

第１項 実施機関、応急措置及び応急復旧対策 

１ 道路・橋梁 

災害が発生した場合、各道路管理者等は、所管する道路、橋梁について、被害状況を速やか

に把握し、道路交通の確保を図るために、交通規制等の措置、あるいは、迂回路の選定など通

行車両の安全対策を講じるとともに、道路状況等について、パトロールカー、報道機関等の協

力を得て適時適切な広報を実施するほか、被災箇所については応急措置及び応急復旧工事を

実施する。 

第８章 緊急輸送計画 第２節 「緊急道路啓開」関連 

(1) 災害時の応急措置 

被害状況の把握及び応急措置の実施は、緊急輸送路を優先して実施するものとし、各機関の

とるべき対応については、次のとおりとする。 

(2) 応急復旧対策 

実施機関名 応急措置 

町 

ア 県がとる応急措置に準じ町（復旧対応班（都市建設課））必要な措置を

講じる。 

イ 消防機関は、速やかに火災の状況を把握するとともに、迅速に消火活

動を行うものとする。 

ウ 危険物の流出が認められた場合、直ちに防除活動を行うとともに、避

難誘導活動を行うものとする。 

警察 

ア 発災後の交通の混乱を防止するとともに、車両の安全を確保するた

め、速やかな情報活動を実施する。 

イ 各道路管理者と協議又は自らの判断で、必要に応じ被災地域一帯を対

象に、あるいは指定された緊急輸送路線確保のための交通規制を実施す

る。 

ウ 必要がある場合は、他県の公安委員会に交通規制を要請する。 

エ 危険物の流出が認められた場合、直ちに防除活動を行うとともに、避

難誘導活動を行うものとする。 

オ 災害発生後直ちに被災現場及び周辺地域並びにその他の地域において

交通安全施設の緊急点検をするなど必要な措置を講じるものとする。 

中国地方整備局 

（山口河川国道

事務所） 

ア 所管する道路及び橋梁の被害状況を速やかに把握する。 

イ 県の防災計画に指定されている緊急輸送道路の交通の確保に全力をあ

げ、被災箇所の応急復旧、障害物の除去に努める。 

実施機関名 応急措置 

町 

（復旧対応班

（都市建設課）） 

ア 応急復旧作業は、建設業界に委託して実施し、緊急輸送道路の道路啓

開を最優先に行う。 

イ その後、一般道路のうち応急復旧活動、町民生活に必要となる道路

で、二次災害を誘引する被災箇所（陥没、決壊等）の応急復旧工事を実

施する。 

ウ 応急工事は、被害の状況の応じて必要な仮工事を実施する。 

エ 上下水道、電気、ガス、電話線等道路占用施設の被害が併せ発生した

場合は、当該施設の管理者と相互に連絡し、適切な応急措置を講じるも

のとする。 
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２ 河川、ダム及び内水排除施設 

暴風、高潮等により堤防、護岸、ダム等が破壊、決壊等の被害を受けた場合には、施設の応

急復旧及び浸水の排除に必要な措置を講じる。 

３ 港湾施設 

港湾施設は、道路等の陸上輸送と合わせ、物資の流通に大きな役割を担っている。特に、大

規模災害が発生し陸上輸送路が途絶したときには、海上による輸送の必要が生じる。 

暴風、高潮により、港湾等の繋留施設、荷揚げ施設等が被災した場合には、応急措置及び応

急復旧対策を実施する。 

緊急時で、そのいとまがないときは、直ちに応急措置を講じるが、事

後関係者に連絡するものとする。 

中国地方整備局 

（山口河川国道

事務所） 

被害を受けた道路について、緊急輸送道路その他の道路の順に応急復

旧工事を行い道路機能の確保に努める。 

実施機関名 応急復旧措置 

町 

(1) 水防活動とは移行して町の管理する施設、特に工事中の箇所及び危

険個所を重点的に巡視する。 

(2) 被害個所については、直ちに報告するとともに、必要な応急措置を

講じるものとする。 

(3) 排水場施設に被害が生じた場合は、直ちに県に報告し、移動排水ポ

ンプの派遣を求めるなどして内水による浸水被害の拡大を防止する。 

(4) 下水ポンプ場の排水施設に被害を受けた場合は、特に汚水の氾濫に

よる被害防止に重点を置き、速やかに施設の応急復旧に努める。 

中国地方整備局 

（山口河川国道

事務所） 

（太田川河川事

務所） 

（弥栄ダム管理

所） 

(1) 災害が発生した場合、直ちに所管する河川・ダムの管理施設及び付

属設備の点検を実施する。 

(2) 堤防、護岸等への被害が発生した場合には、特に氾濫水による被害

の拡大防止に重点を置き、速やかに応急復旧に努める。 

実施機関名 応急措置 

町 

ア 港湾施設 

陸海から、港湾施設の被災の調査点検を行い、被害状況を把握し、関

係機関（海上保安部・船舶輸送関係業者等）に連絡するとともに、県

（港湾課）に報告する。 

イ 海上輸送基地として指定された港湾については、機能の確保が早期

に図られるよう応急復旧工事に着手する。 

ウ 港湾にかかる応急工事 

(ｱ) 後背地に対する防護 

高潮、高波による防潮堤の破堤又は決壊のおそれがある場合には、

補強工事を行い、破堤又は決壊した場合は、潮止工事、拡大防止応急

工事を施工する。 

(ｲ) 航路、泊地の防護 

土砂、がれき等の流入により航路、泊地が埋そくし使用不能となっ

た場合は、応急措置として浚渫を行う。 

(ｳ) 繋留施設 

岸壁、荷揚げ場等の決壊に対する応急措置は、決壊部分の応急補強

工事を行い、破壊拡大を防止する。 
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４ 海岸保全施設 

実施機関名 応急措置 

町 

(1) 気象情報（津波、高潮）等により、災害発生のおそれが事前に予想

されるときは、水門、樋門の閉鎖等必要な措置を行う。 

(2) 管理する施設が暴風、高潮等により被害を受けたときは、被害状況

を速やかに調査し、県に報告するとともに、応急復旧工事を実施する。

特に、町民の安全確保上緊急に復旧を行う必要のある対象は、次のとお

りである。 

ア 堤防 

イ 護岸、胸壁、水門・排水機場の全壊又は決壊で、これを放置すれば

著しい被害を生じるおそれがあるもの。 

５ 砂防、地すべり防止施設及び急傾斜地崩壊防止施設 

砂防設備、地すべり防止施設及び急傾斜地崩壊防止施設が災害により被害を受けた場合

は、住民の生活に特に大きな支障を及ぼすため、被害状況を速やかに調査し、二次災害から

住民を守るため必要な措置を講じるとともに、応急復旧対策を実施する。 

実施機関名 応急措置 

町 

（復旧対応班

（都市建設

課）） 

(1) 砂防設備 

ア 砂防えん堤 

砂防えん堤が決壊した場合は、仮土留めや仮水路の設置、土石の

排除等、通水断面確保のための応急対策工事を実施する。 

また状況に応じて、市町や住民に対して警戒避難情報を提供する

ため、雨量計や土石流センサーを設置する。 

イ 渓流保全工 

渓流保全工が決壊した場合は、大型土のうを設置する等により応

急対策工事を実施する。 

(2) 地すべり防止施設 

  地すべりが発生した変状範囲の確認、移動量、偏移量等の計測を行

うとともに、地表水排除工、排土工、抑え盛土等の応急対策を行う。 

(3) 急傾斜地崩壊防止施設 

崩壊土砂が流出するのを防止するための防護柵の設置や崩壊斜面へ

の雨水浸入対策等の応急対策工事を行う。 

海上保安部・署 

災害発生と同時に海上船舶交通の安全確保のため、次の応急措置を実

施する。 

ア 被災区域の交通規制の実施 

イ 被災区域内の交通整理 

ウ 航路障害物の除去 

エ その他の防災上の措置 

(ｱ) 気象情報の収集伝達 

(ｲ) 船舶在泊状況の把握 

(ｳ) 港内巡回による避難の勧告、避泊地への誘導等の臨船指導 

(ｴ) 危険物荷役の中止勧告 

(ｵ) 港内整理及び避泊錨地の推薦 

(ｶ) 必要に応じ、繋留施設の使用制限又は禁止 

(ｷ) 必要に応じ、移動命令及び航行制限 

(ｸ) 乗組員不在船舶に対する保安要員の配置指導並びに在泊船舶全般

に対する荒天準備の指導 

(ｹ) 海上における流出油等の防除 

(ｺ) 船舶火災、海上火災の消火活動 

(ｻ) 必要に応じ、自衛隊の災害派遣の要請 
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６ 治山・林道施設 

治山・林道施設は、その所在する地理的条件から、様々な災害現象による被害を受けやすい。

災害により被害を受けた場合は、被害状況を速やかに調査し、必要な応急復旧工事を実施する。 

実施機関名 応急措置 

町 

（復旧対応班

（都市建設

課）） 

(1) 治山施設 

えん堤、谷止、床固、防潮堤、護岸又は山腹工事、地すべり防止工事

等について、その被害状況を調査するとともに、必要な応急対策を実施

する。 

(2) 林道施設 

ア 林道は、生活道路としても利用されていることから、被害状況の

早期把握に努める。 

イ 応急復旧は、次のような状況にあるとき実施する。 

(ｱ) 林道沿線住民の生計の維持に支障を及ぼすと判断されるとき。 

(ｲ) 復旧資材、農産物（生鮮食料の搬出）及び林産物の搬出に著しい

影響がある場合。 

(ｳ) 孤立地帯の迂回路等として活用する必要がある場合。 

 

第２項 応急工事施工の体制 

１ 要員・資材の確保 

中国地方整備局、町及び県（以下「応急措置等実施機関」という。）は、災害発生時におけ

る応急措置、応急復旧工事を迅速に実施するため、要員の確保、動員の体制及び所要資材の緊

急調達、輸送の措置を定めておくものとする。 

(1) 技術者の現況把握及び動員 

応急措置等実施機関は、応急工事の施工に必要な技術者、技能者の現況を把握し、職種別、

地域別人員等の資料を整備するなどしておき、緊急時において適切な動員措置を講じるもの

とする。 

(2) 建設業者の現況把握及び動員 

応急措置等実施機関は、地元建設業者の施工能力を常に把握し、災害時においては、緊急動

員できるよう適切な措置を講じるものとする。 

(3) 建設機械、応急復旧用資材の確保 

応急措置、応急復旧工事を迅速に施工するため、応急措置等実施機関は、大型建設機械及び

土のう用袋、かます、杭等の応急用資材及びスコップ、掛矢、足場等の応急用器具の調達先を

把握しておき、緊急確保の措置を講じるものとする。 

輸送体制についても、あらかじめ輸送方法、輸送経路等を定め、緊急時に混乱を起こさない

ようにしておくものとする。 

２ 関係機関に対する応援要請 

大規模災害が発生した場合において、町単独で対応できない場合には、県及び隣接市町等に

必要な資機材の提供及び職員の派遣等を要請し、応急復旧に努める。 

なお、自衛隊の派遣要請も併せ実施し、対応するものとする。 

３ 建設機械等の緊急使用計画 

(1) 現況把握 

公共土木施設復旧に係る建設機械の現況把握については、県（土木建築部）が地域別（土木

（建築）事務所管地域）に主要建設業者等の現況を調査して、機械等種類別に所有者、数量、

能力等を明らかにした台帳を作成しておくものとする。 

この台帳は、年１回以上検討を加え、現況整理を行うものとする。 

(2) 緊急使用のための調達 

激甚な災害又は広域に及ぶ災害のため、各対策部では建設機械等の調達が不可能であると

き、若しくは建設機械が不足するときは、県土木建築対策部に対して、調達要請を行う。県は、

県域全般の調達計画の樹立及び調整、運用等の措置を担当する。 
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イ 調達要請事項 

建設機械の確保、調達の要請は、次の事項を明らかにして行うものとする。 

(ｱ) 使用場所及び使用期間 

(ｲ) 使用目的（作業内容） 

(ｳ) 機械の種類及び必要台数 

(ｴ) その他必要な事項 

(3) 中国地方整備局に対する応援要請 

中国地方整備局における応援派遣に対する措置は、「中国地方における災害時の支援に関す

る申し合わせ 平成２０．８．２０ 各県土木関係部長、広島市道路交通局長及び中国地方整

備局企画部長間」に基づき行うものとし、その概要は次のとおりである。 

町又は県が大規模災害時に中国地方整備局長に対し、応援を求めた場合、中国地方整備局長

は当該地方公共団体に対し、中国地方整備局所管の災害対策用機械を派遣することができる。 

(4) 調達方法 

緊急時における建設機械等の調達について、町は、調達順位、調整手段、費用負担等につい

て、応急措置等実施機関並びに建設業者とあらかじめ協議しておくものとする。 

 

第２節 公共施設 

 

町立小中学校、社会福祉施設等の公共施設は、災害発生時の応急救護所、避難所等として重要

な役割を担うことになる。 

このため、文教施設は復旧対応班（教育委員会事務局）、福祉関連施設は避難住民対応班（保

健福祉課）により、これらの施設が被災した場合における迅速な応急復旧措置を実施し、被災

住民の民心安定を図る。 

 

第１項 応急対策 

町は、所管する各施設管理者に対し、災害時における施設の機能の確保及び利用者等の安全確

保を図ることを目的に、災害後の応急措置、応急復旧に必要な措置について指導を行う。 

１ 応急対策計画の策定 

公共施設等の各施設管理者は、災害時における応急対策を円滑に実施するため、応急対策計

画を定めておく。応急対策については、それぞれの施設の管理者が定めるものであるが、計画

すべき対策の要点は次のとおりである。 

町 

復旧対応班（都市建設課） 

調達予定先 

（建設業者等） 

各対策部出先機関 

（応急措置・応急

復旧実施機関） 

岩国土木建築事

務 所 

土木建築対策部 

（土木総務班） 

各 対 策 部 

県 災 害 対 策 本 部 

調達要請 

斡旋連絡 

斡旋連絡 

調達

要請 
調達

要請 

斡旋要請手

配完了連絡 

要請した旨の連絡報告 

協議調整 

協力要請 

回答 
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(1) 災害情報等の施設利用者等への伝達 

(2) 避難誘導等利用者の安全確保措置 

(3) 応急対策を実施する組織体制の確立 

(4) 火災予防等の事前措置 

(5) 応急救護措置 

(6) 施設設備の点検 

２ 災害時の応急措置 

各施設管理者は、あらかじめ定めた応急対策計画により、迅速かつ適切な応急措置を実施す

る。 

(1) 緊急避難の指示 

管理者は、災害状況に応じ適切な避難誘導を実施し、入所者等の安全確保に努める。 

(2) 被災状況の把握 

管理者は、災害の規模、利用者・入所者、職員、施設設備等の被災状況の把握に努める。 

(3) 応急対策の実施 

ア 被災当日及びその後における施設の運営 

イ 施設管理に必要な職員を確保し、施設設備の保全措置 

ウ 利用者・入所者の家族への連絡措置 

(4) 報告・応援要請 

管理者は、被災状況について各施設所管課に報告するとともに、必要な応援要請を行う。 

 

第２項 復旧対策 

各施設管理者は、各施設所管課と協議の上、災害施設設備の応急復旧を実施する。 

 

第３節 鉄道施設 

 

【西日本旅客鉄道㈱・日本貨物鉄道㈱】 

公共輸送機関として多数の旅客、物資の輸送をしている鉄道は、災害等により被害が発生した

場合、町民生活に重大な支障を与え、また、利用者の人命に直接かかわるおそれがある。 

このため、災害が発生した場合、旅客及び施設の安全確保と物資の緊急輸送の実施に必要な応

急措置を実施する。 
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第１項 災害時の活動体制 

１ 災害、運転事故対策本部の設置 

２ 警戒体制 

災害の発生が予想される場合は、おおむね次の警戒体制をとる。 

 

 

 

機関名 内          容 

西日本旅客 

鉄道株式会社 

(1) 災害が発生した場合、鉄道災害の未然防止、併発事故及び被害の拡

大防止並びに早期復旧を図るため、支社に事故対策本部（以下「対策本

部」という。）を、また被災現場に事故復旧本部（以下「復旧本部」と

いう）を設置する。 

(2) 復旧本部を開設するに至らない程度の事故が発生したときは、必要

に応じ復旧責任者を置く。 

(3) 事故が発生した場合、復旧担当箇所の長は、復旧責任者が到達する

までの間、暫定復旧責任者として任務を遂行し、復旧責任者が到達した

ときはその任務を引継ぐものとする。 

(4) 事故発生時における対策本部等の防災組織は、第１章第３節の組織

による。 

(5) 対策本部及び復旧本部の業務は、おおむねつぎのとおりである。 

ア 対策本部 

(ｱ) 運転事故、防災及び災害の情報に関すること。 

(ｲ) 併発事故、災害の未然防止に関すること。 

(ｳ) 被害の拡大防止に関すること。 

(ｴ) 運転事故、災害の復旧に関すること。 

(ｵ) 応急輸送に関すること。 

イ 復旧本部 

(ｱ) 運転事故並びに災害の復旧及び負傷者等の救護に関すること。 

(ｲ) 運転事故及び災害の情報に関すること。 

(ｳ) 被害の拡大防止に関すること。 

(ｴ) 応急輸送に関すること。 

日本貨物鉄道 

株式会社 

災害が発生した場合、西日本旅客鉄道㈱の対策本部及び復旧本部に加

わり、各種情報交換を行うとともに、西日本旅客鉄道㈱と同様の対策本部

及び復旧本部を設置して同様の業務を行う。 

機関名 内容 

西日本旅客 

鉄道株式会社 

 

日本貨物鉄道 

株式会社 

(1) 支社又は支店の関係各課は、それぞれの現業機関の警戒体制を把握

するとともに必要な指示を行う。 

特に台風、洪水等については、関係地方気象台と直接電話等により

情報の入手に努める。 

(2) 鉄道部長は、災害等のため、業務に支障を及ぼす事態が発生するお

それがあるときは、現地に急行し、関係現業機関の長を指揮督励して、

災害の未然防止及び被害の拡大防止に努める。 

(3) 天候不良時の警戒については、関係地方気象台からの鉄道気象電報

等及びその地区の気象状況等により線路等の警戒を行うとともに、関

係地方気象台との連絡及びラジオその他による気象情報に注意し、気

象の推移、台風の進路等の予測に努める。 

(4) 強風、豪雨発生時には、それぞれの基準により、列車の運転休止又

は運転速度の制限を行う。 
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３ 通信連絡体制 

 

機関名 内容 

西日本旅客 

鉄道株式会社 

(1) 災害情報及び応急措置の連絡及び指示並びに被害状況の収集

等の通信連絡は、列車無線、指令電話、鉄道電話等で行う。 

(2) 通報経路 

日本貨物鉄道 

株式会社 
通報経路 


