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  防災情報公開ネットとして朝山コミニュティセン
ターのホームページに掲示しています。（準備中） 
asayamacc@local.city.izumo.shimane.jp 
 

※「防災情報公開ネット」は、災害時要支援者ネットから要支援者 

  等の個人情報関係を除外したものです。 



①朝山地区の概要 

②平成１８年災害時の状況 

③朝山地区民児協の対応 

④その後の動き 

⑤朝山地区災害時要支援者ネット 

⑥朝山地区防災情報公開ネット 

⑦ネット周知・訓練・拡充活動 
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《①朝山地区の概要》 

• 世帯数     ５６１戸 

• 人口     １,９１７人 

         高齢化率 ３２．５５％ 

• 面積   ２６．７８ km2 

• 地区構成     

   ６自治会   馬木（北）町・朝山町 

               所原町下・所原町中・所原町上 

               見々久町 

   ２８町内（常会単位）＝28名の福祉委員 

   ３消防団 朝山１部・朝山２部・朝山３部 
                （馬木・朝山）  （所原）  （見々久）  

※Ｈ2５.3.31現在 
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4 出雲市防災ハザードマップ(１２朝山)をバックに自治会の所在地 

馬木(北)町 

朝山町 

所原町下 

所原町中 

所原町上 

見々久町 

Ｈ１８年 

浸水区域 
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《②平成１８年災害時の様子》 

本書Ｐ．５～Ｐ．８及びＰ．１０の出典：『平成１８年７月豪雨災害』写真集／朝山地区自治協会発行 



6 みどりの郷 

朝山地区の全貌 
豪雨災害[平成１８年７月１９日] 
被害状況    床上浸水９１戸（住宅８０戸 事業所・公共施設１１戸） 
          床下浸水３７戸（住宅３０戸 事業所・公共施設７戸）  
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ヘリコプター 
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炎天下に地区内外から1,300人強のボ
ランティアの支援で、家屋の土砂取り除
き、ゴミ出し作業等をしていただき、２週
間余りかけて驚くほど片付きました。 



民生委員として 
何をするべきか？ 

被災家庭訪問 

《③朝山民児協の対応》 
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○何から手をつけてよいのかわからない 

○家庭薬が水害で使えなくなった 

○こどもや高齢者の居場所がない 

○水がでないので食事が作れない 

○トイレや風呂が使えない 

    ・ 
    ・ 
    ・ 
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出雲市全体での 
災害時要支援者への取り組み開始 

        ２００６（H18）年１０月 
   （手あげ方式で要支援者リスト作成） 

民生委員の役割の一つとして 
『災害時ひとりも見逃さない運動』 
災害時要支援者マップの作成 

《④その後の動き》 
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項   目  ０５月   ０６月  ０７月  ０８月  ０９月  １０月  １１月  １２月  

打合せ・協議                                  

地域情報等収集                                  

情報管理システム企画検討                                  

〃操作方法勉強会等                                  

基盤地図整備                                  

朝山地区要支援者ネット整備                                  

要支援者ネット図示（レイヤ作成）                                  

要支援者ネット関連挿入情報整理                                  

関連情報組込（ｊｐｅｇ形式採用作成）                                  

試運転・調整                                  

説明会等・本格運用                                    

■経過                                        ※マップのＧＩＳ化による適時適切な情報更新 
 ○２０１０(平成２２)年５月１０日  
  システム共同研究契約（県中山間地域研究センター・朝山地区自治協会） 
 ○２０１０年９月２４日、１０月８日・２５日、１２月２０日 
   朝山地区民生児童委員協議会審議 
 ○２０１０年１２月２１日  
   『朝山地区災害時要支援者ネット』運用開始                 
 ○２０１１年～２０１３年                             
   島根県ＧＩＳモデル事業認定（ネットワーク拡充のため） 
■業務工程（２０１０年） 

朝山地区災害時要支援者ネット構築 
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《⑤朝山地区
災害時 
要支援者 
ネット》 
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協力：島根県中山間地域研究センター 
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朝山地区要支援者等総計表 （2013.5.1 現在） 



要支援者避難ネット説明図 ③所原下 
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朝山コミセン 

 要支援者及び支援者の自宅は、民児
協、コミセン、防災関係者（一部）の特
定範囲で情報共有するので、本説明図
では表示をしていません。 

 なお、避難手順は次の拡大図をご覧
下さい。 

※本図にＰ２２の防災情報を重ね合わ
せて「災害時要支援者ネット」になる。 



要支援者避難経路（拡大）説明図 
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朝山コミセン 

 避難手順説明のために、要支援者
（郵便局）、１次支援者（駐在所）、２
次支援者（知谷集会所）に仮想設定
する。 

 避難勧告が発令されたら、支援者
は要支援者宅へ駆けつけ一緒に避
難所（コミセン）へ避難する。 

 この際、避難ルートや避難場所の
良否は要支援者と支援者で災害の
状況に応じて決断する。 



《⑥朝山地区
防災情報 
公開ネット》 
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協力：島根県中山間地域研究センター 



 朝山地区防災情報公開ネット説明図 ③所原下 
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朝山コミセン 



『朝山地区災害時要支援者ネット』凡例  ２０１３．５．１現在   
⊿要支援者避難関係 
（民生児童委員協議会、コミニュティーセンター、社会福祉協議会・防災関係者の特定範囲で情報共有） 
 ・● 要支援者：ひとり暮らし  ・▲ 要支援者：障がい者   ・■ 要支援者：高齢者のみ 
 ・● １次支援者記号は要支援者と同   ・▲ １次支援者記号は要支援者と同   ・■ １次支援者記号は要支援者と同 
 ・● ２次支援者記号は要支援者と同   ・▲ ２次支援者記号は要支援者と同   ・■ ２次支援者記号は要支援者と同 
 ・  避難動線：１次支援者→要支援者 → 一時又は指定避難所  
 ・  避難動線：２次支援者→要支援者 → 一時又は指定避難所 
 ・  避難活動動線：民生委員 
 ・  避難活動動線：民生委員必要時のみ 
 ・   待避所移動：一時避難所→指定避難所 
 ・（白色表示） 区域界（×は変化点）：民生委員担当区域 
⊿避難援護者関係 
（民生児童委員協議会、コミニュティーセンター、社会福祉協議会・防災関係者の特定範囲で情報共有）  
 ・青歩行者印 民生委員  ・青歩行者白抜き印  主任児童委員     ・黒◎印 自治（協会）会長  
 ・黒○印 自治委員  ・赤消火器印 消防団部（班）長 ・紫ﾊｰﾄ福印  福祉委員（社福） 
⊿防災情報関係〔朝山地区防災情報公開ネット〕 
〈避難行動移行〉 
  ・黒拡声器印  サイレン   ・黒拡声器枠なし印 スピーカー   
 ・緑避難印   指定避難所           ・緑避難白抜き印  一時避難所   
 ・橙救急印  救急支援対応公共施設(準ずる施設を含む) 
〈防災知識：風水害・地震津波・火災・原発事故・地域の危険箇所〉  
 ・青斜線  朝山地区河川氾濫実績区域（Ｓ１８・Ｓ３９・Ｈ１８災のうちの最大氾濫エリア） 
  ・（土砂災害） 別刷朝山地区土砂災害警戒区域（レッド及びイエローゾーン）・・・コミセン保存版又は出雲市防災ハザードマップ参照のこと 
  ・青船印  海抜（津波の目安）       ・赤水丸印  消火栓及び防火水槽     ・紫発電所印  原発との距離 
  ・地域の危険な箇所 「ベース資料：2012年朝山小学校調べ」・・・下記の分類で黒丸囲に×印 
  危 ：危険な場所（クマ・サル出没、桝・穴蓋破損等） 
  注 ：注意する場所（横断歩道、凍結、低地浸水、工事中） 
  混 ：交通量の多い場所 
  狭 ：狭い道路で注意する場所（歩道・橋を含む） 
  暗 ：昼夜とも暗い場所、防犯灯がない場所 
  寂 ：人家がなく、人通りの少ない寂しい場所 
  落 ：落石や山崩れ・倒木の危険がある場所 
  柵 ：転落防護柵（ガードレール等）が必要な場所 
  車  ：スピードを出している車が多い場所 
   ×  ：見通しが悪い場所（交差点、障害物、カーブ） 
  

⊿関係資料 

 ・朝山地区災害時要支援者避難等の情報伝達手段一覧表   
 ・朝山地区災害対策本部体制及び連絡網 
 ・朝山地区避難所一覧表 
 ・朝山地区災害時要支援者ネットの要支援者及び支援者一覧表（取扱注意）  
 ・朝山地区民生委員主任児童委員名簿（取扱注意）  
 ・朝山地区福祉委員名簿（取扱注意）     
 ・朝山地区自治（協会）会長名簿（取扱注意） 
 ・朝山地区自治委員名簿（取扱注意） 
 ・朝山地区消防団部（班）長名簿（取扱注意） 
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朝山地区災害時要支援者避難等の情報伝達手段一覧表                       （２０１３．５．１現在） 
⊿電話（又は訪問）による情報伝達 

 ●電話（又は訪問）の伝達手順  

  ・指示等：朝山地区災害対策本部長 → 朝山地区民生児童委員協議会長 → 各民生委員（又は福祉委員） → 

         →支援者  → 要支援者 → 一緒に避難開始 

  ・報告等：避難完了 → 支援者 → 各民生委員（又は福祉委員） → 朝山地区災害対策本部長（又は朝山民生児童委員協議会会長） 
 ●避難等 

  ・避難所の選定にあたっては、災害の種類により要支援者と支援者が相談のうえ、安全な最寄りの避難所を選定 

⊿屋外サイレン及びデジタル式防災行政無線による情報伝達  

   ●屋外サイレン及び屋外スピーカー・戸別屋内受信機（防災行政無線）の伝達手順 

  ・下記の吹鳴及び屋内外の放送により、支援者、要支援者は行動開始→ 一緒に避難開始 

  ・報告等：避難完了 → 支援者 → 各民生委員（又は福祉委員） → 朝山地区災害対策本部長（又は朝山民生児童委員協議会会長） 
   ●屋外スピーカー・戸別屋内受信機（防災行政無線）について 

  ・２０１３（平成２５）年４月１日運用開始  いざという時のために、災害・防災情報を一斉に伝達できる情報伝達機器を屋内外に設置。 

   占用電波を使用しているため、混信もなく停電夜 間でも確実な情報伝達が可能。防災情報・行政情報や地域情報なども放送 

 ●避難等 

  ・支援者は民生委員等からの情報伝達がなくても、要支援者の 避難活動を開始（避難所の選定は上述と同じ）   
 ☆サイレンの吹鳴                                    

  ・避難準備 ：「３０秒サイレン吹鳴→６秒休止」の繰り返し５分以上  ・避難勧告 ：「１５秒サイレン吹鳴→６秒休止」の繰り返し５分以上 

  ・避難指示 ：「３秒サイレン吹鳴→２秒休止」の繰り返し５分以上     ・火事    ：「３秒サイレン吹鳴→２秒休止」の繰り返し 

  ・正午   ：「３０秒」１回限り              

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 ☆朝山地区サイレン・スピーカー一覧表 

種別 サイレン等所在地 対象区域 
11 サイレン 馬木吊り橋南詰 馬木町・馬木北町 

12 スピーカー 馬木水位観測所（斐伊川放水路関係） 馬木町・馬木北町  

13 スピーカー 馬木地区水防倉庫（馬木上集会所） 馬木町・馬木北町 
21 サイレン 朝山町下水処理場 朝山町 

22 スピーカー 朝山町下水処理場 朝山町 
31 サイレン 朝山小学校 所原町下 
32 スピーカー 朝山コミセン 所原町下  
41 サイレン 第２部消防コミセン 所原町下・中 
42 サイレン 殿森大山山頂 所原町中 
43 スピーカー 第２部消防コミセン 所原町中・上 
51 サイレン 須原口 所原町上 
61 サイレン 第３部消防コミセン 見々久町  
62 スピーカー 山頂携帯電話局（ＫＤＤＩ・ソフトバンク） 見々久町 24 



 出雲市災害対策本部 

    情報・要請 指令・協議   

 
 

 
 

 
 

 
      朝山地区災害対策本部   

  電話４８－０２０１ ＦＡＸ４８－０２４４  

本部長   朝山地区自治協会会長   

副本部長   朝山地区自治協会副会長   

      朝山地区自治協会副会長   

      朝山地区土木委員会委員長   

      朝山消防団団長   

      朝山コミュニティセンター長    

本部委員   出雲市対策本部地区担当職員（派遣） 

  総務担当   朝山コミセンチーフマネジャー   
  土木・農林担当 朝山地区土木委員会副委員長（２名） 

  河川・人身・家屋担当 朝山消防団副分団長   

  交通避難担当 朝山交通安全対策協議会会長   

  緊急援護担当 朝山地区民生児童委員協議会会長 

  福祉担当 朝山地区社会福祉協議会会長   

  ボランティア担当 朝山ボランティアセンター会長   

  

 
 

 
 

  

   情報・要請 指令・協議   

    

 
 

 
 

現 地 

  各自治（協）会長（６名） 

  自治委員(２８名）  

  土木委員（１８名） 

  消防委員（２８名） 

＜各機関の事務分掌＞ 

機関名 事務分掌 

朝山地区自治協会 

➀避難所の確認に関すること 

➁避難勧告・避難指示(命令)の伝達に関するこ
と 

➂町内会からの情報収集及び町内会への情報伝
達に関すること 

➃その他 緊急対応 

朝山地区土木委員会 

➀被災状況調査に関すること 

➁応急対策に関すること 

➂土木、農林災害緊急対策に関すること 

朝山交通安全対策協議会 ➀道路交通緊急対策に関すること 

朝山地区社会福祉協議会 
朝山地区民生児童委員協
議会 

➀要援護者の避難支援に関すること 

➁避難所における要援護者の支援に関すること 

朝山ボランティアセン
ター 

①災害ボランティアの現地派遣に関すること 

②緊急物資、炊き出しの収受配付に関すること 

朝山消防団 

➀災害の防止に関すること 

➁地域内の危険箇所（河川、崖地等）の監視に
関すること 

➂避難者の誘導に関すること 

朝山コミュニティセン
ター 

➀総合的な情報収集に関すること 

➁指揮命令の伝達に関すること 

➂広報に関すること 

➃関係機関との連絡調整に関すること 

出雲市災害対策本部地区
担当職員（派遣） 

➀出雲市災害対策本部の連絡調整に関すること 

朝山地区災害対策本部体制及び連絡網 その１ 
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〈連絡網〉 自治協会会長   土木委員長   土木副委員長     土木委員（1.2.3）       

    （対策本部長）   （副本部長）                 

            土木副委員長     土木委員（4.5.6）          
                          

        センター長   自治協会副会長     社協会長     副会長、福祉委員 

        （副本部長）   （（副本部長）             

                  ボランティアＣ会長       
                          

                  交対協会長     副会長、事務局長 
                          

            自治協会副会長     馬木町自治協会長       

            （副本部長）             

                  朝山町自治会長       
                          

                  所原町下自治協会長     自治委員 
                          

            チーフマネジャー     所原町中自治協会長       
                          

                  所原町上自治協会長       
                          

                  見々久町自治協会長       
                          

        消防分団長   消防副団長             
        （副本部長）                 
        民児協会長   民生児童委員             
                          

            主任児童委員             
    〈消防各部の電話〉 

    出雲市対策本部                    ２１－２２１１ 

    出雲市消防本部                    ２１－２１１９ 

    朝山１部 消防コミュニティセンター（馬木中）  ４８－０１１９ 

    朝山２部 消防コミュニティセンター（安谷）    ４８－００６２ 

    朝山３部 消防コミュニティセンター（見々久）  ４８－００８６ 
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朝山地区災害対策本部体制及び連絡網 その２ 



朝山地区避難所一覧表（指定避難所及び一時避難所） （２０１３．５．１現在） 

図面
Ｎo 

指・一別 避難所施設名称 所在地及び電話番号 収容人員 対象区域 備考 

11 指定 馬木町集会所 馬木町６７４ 30 馬木町・馬木北町 地震：適用性不充分 

 15 指定 （兼）出雲工業高等学校（体育館） 上塩冶町４２０ 1,170 馬木町・馬木北町   

12 一時 馬木上町内集会所     馬木上   

13 一時 馬木下町内集会所     馬木下・馬木西   

14 一時 馬木北会館     馬木北   

21 指定 南中学校（体育館） 朝山町９７８ 598 朝山町   

22 一時 朝山上老人集会所（鞍掛荘） ４８－０６６０   朝山上   

23 一時 朝山町公会堂 ４８－０２７４   朝山中、西田上、西田下、祝廻   

24 一時 朝山下ふれあい会館     朝山下、朝山下の上   

31 指定 朝山小学校（体育館） 所原町１８５ 305 所原町下 地震：適用性不充分 

32 指定 朝山コミュニティーセンター 所原町１８５ 145 朝山地区全域   

33 一時 ＪＡ所原店 ４８－０２０４   木村、（安谷）   

41 指定 南部福祉センター（交流センター） 所原町２７１５－１ 109 所原町中   

42 一時 安谷（故近藤重信）造成地     安谷、（木村）   

43 一時 岩蔵寺     殿森上、殿森中   

44 一時 殿森集会所     殿森下、殿森中、殿森上   

45 一時 大月集会所 ４８－１０７２   大月   

51 指定 須原生活改善センター 所原町４０７５ 30 所原町上 土砂災害：適用性不充分 

52 一時 堂原公会堂     堂原   

61 指定 御方公会堂 見々久町１１８８ 17 見々久町 地震：適用性不充分 

62 指定 畑公会堂 見々久町９３１－２ 16 見々久町 地震・土砂災害：適用性不充分 

63 指定 段組公会堂 見々久町段 19 見々久町 地震：適用性不充分 

64 一時 見々久中央公会堂     見々久全域   27 



別刷 朝山地区土砂災害警戒区域（レッドゾーン＆イエローゾーン） 

28 

朝山コミニュティセンター 

  朝山コミュニティセンターにお

いて、朝山地区のマップが詳細
にご覧できます。 

  自宅や周辺の土砂災害警戒

区域を今一度確認しておいて下
さい。 



朝山地区防災研修会
（周知活動） 

地域の課題 

○防災周知・ＰＲ・訓練の実施 

○地区全体で災害対策確認 

  （防災関係者の相互連携） 
○避難所の点検見直し 

○避難後の対応と役割の明確化 

29 



30 

ネットの課題 

○避難支援の手順を確認把握しておくこと 

○避難対応には一次に加えて、二次 支援 

  者を配置し複数にすること 

○有事に役立つために、実際に避難を行う 

  訓練も必要である 

○障がい者は避難勧告の前に準備のため 

  の情報発令が不可欠である 

○潜在的な要支援者の対策が必要で ある 

朝山地区防災情報伝達訓練（訓練活動） 



       わがとこネット（関連事業） 
  ～災害時のみならず、さりげない日常の見守り活動～ 

31 
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特に 

避難には携行品を忘れずに！！ 

朝山地区災害時要支援者ネット（マップの作成）によるメリット 

○災害時要支援者一覧表が、マップによって所在地が正確に明示できる 

○マップの拡大・縮小操作が可能で、入り組んだ集落もはっきり明示できる 

○情報更新作業が容易で、常に防災関係者へ最新情報が提供できる 

○地域の身近な防災情報も組み込み、避難する経路がしっかり判断できる 

○個人情報に配慮し防災公開情報として、集会所等掲示やネットにより把握できる 


