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Ｒ２．３ 現 行 Ｒ３．〇 修 正 摘要 

第１編 総則 第１編 総則 

 第１章 計画の概要  第１章 計画の概要 

   第１ 計画の目的    第１ 計画の目的 

   第２ 計画の性格等    第２ 計画の性格等 

 第２章 島根県の防災の基本理念及び施策の概要  第２章 島根県の防災の基本理念及び施策の概要 

   第１ 防災の基本理念及び施策の概要    第１ 防災の基本理念及び施策の概要 

   第２ 予防、応急対応、復旧・復興の各段階における基本理念及び施策の概要    第２ 予防、応急対応、復旧・復興の各段階における基本理念及び施策の概要 
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ア～ウ （略）

エ 発災時の災害応急対策、その後の災害復旧・復興を迅速かつ円滑に行うため、災害応急活動 体制、
総合防災情報システム・漁業無線等による情報収集・伝達体制の整備、施設・設備・資 機材等の整
備・充実を図るとともに、必要とされる食料・飲料水及び生活必需品等を備蓄し、 交通確保体制、輸
送体制の整備により供給体制の確保を図る。また、関係機関が連携した実践的な防災訓練や計画的か
つ継続的な研修を実施する。  

ア～ウ （略）

エ 発災時の災害応急対策、その後の災害復旧・復興を迅速かつ円滑に行うため、災害応急活動 体制、
総合防災情報システム・漁業無線等による情報収集・伝達体制の整備、施設・設備・資 機材等の整
備・充実を図るとともに、必要とされる食料・飲料水及び生活必需品等を備蓄し、 交通確保体制、輸
送体制の整備により供給体制の確保を図る。また、関係機関が連携し、過去の災害対応の教訓の共有
を図るなど、実践的な防災訓練や計画的かつ継続的な研修を実施する。  

防災基本計
画の反映 

 第３章 地域防災計画において重点を置くべき事項  第３章 地域防災計画において重点を置くべき事項 

   第１ 大規模広域災害への即応力の強化に関する事項    第１ 大規模広域災害への即応力の強化に関する事項 

   第２ 被災地への物資の円滑な供給に関する事項    第２ 被災地への物資の円滑な供給に関する事項 

   第３ 住民等の円滑かつ安全な避難に関する事項    第３ 住民等の円滑かつ安全な避難に関する事項 

   第４ 被災者の避難生活や生活再建に対するきめ細やかな支援に関する事項    第４ 被災者の避難生活や生活再建に対するきめ細やかな支援に関する事項 

   第５ 事業者や住民等との連携に関する事項    第５ 事業者や住民等との連携に関する事項 

   第６ 大規模災害からの円滑かつ迅速な復興に関する事項    第６ 大規模災害からの円滑かつ迅速な復興に関する事項 

   第７ 津波災害対策の充実に関する事項    第７ 津波災害対策の充実に関する事項 

 第４章 島根県の地震防災環境  第４章 島根県の地震防災環境 

   第１ 自然環境の特性    第１ 自然環境の特性 

   第２ 防災対策推進上の留意点    第２ 防災対策推進上の留意点 
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 (新設) ５ 感染症対策の観点を取り入れた防災対策

令和２年における新型コロナウイルス感染症の発生を踏まえ、避難所における避難者の過密抑制な

ど感染症対策の観点を取り入れた防災対策を推進する必要がある。

防災基本計
画の反映 

   第３ 災害履歴    第３ 災害履歴 

 第５章 地震被害想定  第５章 地震被害想定 

   第１ 地震被害想定調査の概要    第１ 地震被害想定調査の概要 

   第２ 想定地震    第２ 想定地震 

   第３ 想定される被害の概要    第３ 想定される被害の概要 

 第６章 減災目標  第６章 減災目標 

   第１ 策定の趣旨    第１ 策定の趣旨 

   第２ 計画期間    第２ 計画期間 

   第３ 減災目標    第３ 減災目標 

   第４ 主要項目    第４ 主要項目 

 第７章 関係機関等の処理すべき防災事務又は業務の大綱  第７章 関係機関等の処理すべき防災事務又は業務の大綱 
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Ｒ２．３ 現 行 Ｒ３．〇 修 正 摘要 

   第１ 関係機関等の処理すべき防災事務又は業務の大綱    第１ 関係機関等の処理すべき防災事務又は業務の大綱 
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（一覧表中：指定地方行政機関） 

中国経済産業局 (1) 所掌事務に係る災害情報の収集及び伝達 

(2) 電気、ガスの供給の確保に必要な指導 

(3) 被災地域において必要とされる災害対応物資生活必需品、災害復

旧資材等の適正価格による円滑な供給を確保するため必要な指導

(4) 被災中小企業者の事業再建に必要な資金融通の円滑化等の措置 

P34 

（一覧表中：指定公共機関） 

日本赤十字社 (1) 医療、助産等救助保護の実施 

(2) 災害救助等の協力奉仕者の連絡調整 

(3) 義援金品の募集及び配分

P35 
（一覧表中：指定公共機関） 

中国電力株式会社 (1) ダム施設等の防災管理及び災害復旧 

(2) 電力供給の確保 

（一覧表中：指定地方行政機関） 

中国経済産業局 (1) 所掌事務に係る災害情報の収集及び伝達 

(2) 電気、ガスの供給の確保に必要な指導 

(3) 被災地域において必要とされる災害対応物資生活必需品、災害復旧

資材等の適正価格による円滑な供給を確保するため必要な指導等

(4) 被災中小企業者の事業再建に必要な資金融通の円滑化等の措置 

（一覧表中：指定地方行政機関） 

日本赤十字社 (1) 医療、助産等救助保護の実施 

(2) 避難所等における救援物資配布、こころのケア等の避難所運営支援

(3) 災害救助等の協力奉仕者の連絡調整 

(4) 義援金品の募集及び配分 

（一覧表中：指定公共機関） 

中国電力株式会社 

中国電力ﾈｯﾄﾜｰｸ株式会社

(1) ダム施設等の防災管理及び災害復旧 

(2) 電力供給の確保 

文言修正 

項目整理 

時点修正 

   第２ 国、県、市町村、指定公共機関・指定地方公共機関、県民及び事業所の責務     第２ 国、県、市町村、指定公共機関・指定地方公共機関、県民及び事業所の責務  
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１～４ (略) 

５ 県民及び事業所の責務 

  (1) (略) 
  (2) 事業所の責務 
   ア (略) 

イ 事業所の事業者（管理者）は、事業の実施に当たり、従業員や顧客の安全を守りながら、経済
活動の維持、地域への貢献等の役割を果たすなど、その社会的責務を自覚し、災害を防止する
ため最大限の努力を払わなくてはならない。

１～４ (略) 

５ 県民及び事業所の責務 

  (1) (略) 
  (2) 事業所の責務 
   ア (略) 

イ 事業所の事業者（管理者）は、事業の実施に当たり、従業員や顧客の安全を守りながら、経済

活動の維持、地域への貢献等の役割を果たすなど、その社会的責務を自覚し、災害を防止するた

め最大限の努力を払わなくてはならない。また、事業者は、豪雨や暴風などで屋外移動が危険な

状況であるときに従業員等が屋外を移動することのないよう、テレワークの実施、時差出勤、計

画的休業など不要不急の外出を控えさせるための適切な措置を講ずるよう努めるものとする。

防災基本計
画の反映 

 第８章 計画の運用等  第８章 計画の運用等 

   第１ 平常時の運用    第１ 平常時の運用 

   第２ 災害時の運用    第２ 災害時の運用 

第３ 島根県防災危機管理課の役割 第３ 島根県防災危機管理課の役割

第２編 地震災害対策計画 第２編 地震災害対策計画 

 第１章 地震災害予防計画  第１章 地震災害予防計画 

   第１ 地震、津波災害に強い県土づくり    第１ 地震、津波災害に強い県土づくり 
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Ｒ２．３ 現 行 Ｒ３．〇 修 正 摘要 

   第２ 地震災害応急対策活動に備えるための事前の活動体制等の整備    第２ 地震災害応急対策活動に備えるための事前の活動体制等の整備 

   第３ 防災教育の推進    第３ 防災教育の推進 

  第１節 地盤災害の予防   第１節 地盤災害の予防 

   第１ 基本的な考え方    第１ 基本的な考え方 

   第２ 崩壊危険地域の予防対策    第２ 崩壊危険地域の予防対策 

   第３ 液状化危険地域の予防対策    第３ 液状化危険地域の予防対策 

   第４ 造成地の予防対策    第４ 造成地の予防対策 

   第５ 土地利用の適正化    第５ 土地利用の適正化 

  第２節 建築物・公共土木施設災害の予防   第２節 建築物・公共土木施設災害の予防 

   第１ 基本的な考え方    第１ 基本的な考え方 

   第２ 建築物の災害予防    第２ 建築物の災害予防 
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１ 建築物の防災体系の整備

   (略) 

２ 建築物の耐震化の推進

表「２．多数の人の受け入れが可能な建物」中 「浜山公園野球場ﾊﾞｯｸｽﾀﾝﾄﾞ 出雲 RC.1」 

１ 建築物の防災体系の整備

   (略) 

２ 建築物の耐震化の推進

表「２．多数の人の受け入れが可能な建物」中 「浜山公園野球場ﾒｲﾝｽﾀﾝﾄﾞ 出雲 RC.3」 

文言修正 

   第３ まちの不燃化    第３ まちの不燃化 

P53 

２ 道路・公園等の整備 

  (2) 公園・緑地・空地等のオープンスペースの整備・確保 

都市公園等箇所数 総 面 積 備       考

410 箇所 1,103㏊ H30.3.31 現在、県・市・町総計

３ 市街地整備事業による整備 

(1) 市街地再開発事業の推進 

市街地再開発事業が４地区実施済である（平成 31年 4月 1 日現在）。 

    以下、(略) 

(2) 土地区画整理事業の推進 

近年の都市への人口及び産業の集中により、都市の既成市街地の中には、道路・公園等の都市基

盤施設の整備の立ち遅れや、公共施設が未整備なまま小規模な宅地開発等が行われてスプロール化

が進行している箇所がある。また、老朽化した建築物の多い木造密集市街地については、出火によ

る被害が予想される。

土地区画整理事業の実施状況は、93 地区 1,225.0㏊が実施済である（平成 31 年 4 月 1 日現在）。

    以下、(略)

２ 道路・公園等の整備 

  (2) 公園・緑地・空地等のオープンスペースの整備・確保 

都市公園等箇所数 総 面 積 備       考

413 箇所 1,104㏊ H31.3.31 現在、県・市・町総計

３ 市街地整備事業による整備 

(1) 市街地再開発事業の推進 

市街地再開発事業が４地区実施済である（令和 2年 4月 1日現在）。 

    以下、(略) 

(2) 土地区画整理事業の推進 

近年の都市への人口及び産業の集中により、都市の既成市街地の中には、道路・公園等の都市基

盤施設の整備の立ち遅れや、公共施設が未整備なまま小規模な宅地開発等が行われてスプロール化

が進行している箇所がある。また、老朽化した建築物の多い木造密集市街地については、出火によ

る被害が予想される。

土地区画整理事業の実施状況は、94 地区 1,227.0㏊が実施済である（令和 2年 4 月 1 日現在）。

    以下、(略) 

時点修正 

   第４ ライフライン施設の安全化    第４ ライフライン施設の安全化 
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１ 電気施設の安全性の確保 

   ◆実施機関１ 県（企業局施設課） 

１ 電気施設の安全性の確保 

   ◆実施機関１ 県（企業局施設課） 

時点修正 
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Ｒ２．３ 現 行 Ｒ３．〇 修 正 摘要 

(1) 発電所等の現況 

企業局は、県内に 19 か所の発電所及び２か所の利水ダム（砂防との共同施設）を管理しており、

発生した電気を中国電力株式会社に供給している。

発電所及びダムの概要は、次表のとおりである。

ア 発電所 
所管事務所名 東部事務所 

発電所 
所在地 
使用河川 
最大出力[kW] 
最大使用水量[m3/s]

三成発電所 
仁多郡奥出雲町三成1394-3 
斐伊川水系斐伊川 

3,150 
6.00 

飯梨川第一発電所 
安来市広瀬町布部458 
斐伊川水系飯梨川 

3,000
3.70

飯梨川第二発電所 
安来市広瀬町菅原695-7 
斐伊川水系飯梨川 

1,400
3.70

所管事務所名 東部事務所 
発電所 
所在地 
使用河川 
最大出力[kW] 
最大使用水量[m3/s]

飯梨川第三発電所 
安来市広瀬町布部2000
斐伊川水系飯梨川 

250
0.80

志津見発電所 
飯石郡飯南町角井1895-3 
斐伊川水系神戸川 

1,700
5.00

所管事務所名 東部事務所 
発電所 
所在地 
使用河川 
最大出力[kW] 
最大使用水量[m3/s]

隠岐大峯山風力発電所 
隠岐郡隠岐の島町西村大峯902 
－ 

1,200（600kW×2基）
－ 

田井発電所 
雲南市吉田町曽木520-4 
斐伊川水系深野川・矢入川 

100
0.595  

所管事務所名 西部事務所 
発電所 
所在地 
使用河川 
最大出力[kW] 
最大使用水量[m3/s]

八戸川第一発電所 
江津市桜江町江尾104-2 
江の川水系八戸川 

6,300 
12.00 

八戸川第二発電所 
江津市桜江町八戸1661-7
江の川水系八戸川 

2,500 
10.00 

三隅川発電所 
浜田市三隅町下古和1040-2 
三隅川水系三隅川 

7,400 
4.70 

所管事務所名 西部事務所 
発電所 
所在地 
使用河川 
最大出力[kW] 
最大使用水量[m3/s]

矢原川発電所 
益田市美都町宇津川ハ1400-1
三隅川水系矢原川 

100  
0.50  

御部発電所 
浜田市三隅町上古和913-13 
三隅川水系三隅川 

460 
2.00 

所管事務所名 西部事務所 
発電所 
所在地 
使用河川 
最大出力[kW] 
最大使用水量[m3/s]

勝地発電所 
江津市桜江町八戸1216-4 
江の川水系八戸川 

770 
3.00 

八戸川第三発電所 
江津市桜江町八戸1661-9
江の川水系八戸川 

240 
0.60 

江津高野山風力発電所 
江津市二宮町、敬川町、千田町 
－ 

20,700（2,300kW×9基）
－

所管事務所名 西部事務所 
発電所 
所在地 
使用河川 
最大出力[kW] 
最大使用水量[m3/s]

江津浄水場太陽光発電所 
江津市松川町上河戸703 
－ 

430
－

江津地域拠点工業団地太陽光発電所 
江津市松川町上河戸390-17 
－ 

1,200
－

所管事務所名 西部事務所 
発電所 
所在地 
使用河川 
最大出力[kW] 
最大使用水量[m3/s]

三隅港臨海工業団地太陽光発電所 
浜田市三隅町岡見6323-2,7,9,10 
－ 

1,800
－ 

石見空港太陽光発電所 
益田市市原町、内田町、高津町、飯田町 
－ 

3,490
－
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実施機関２ 中国電力

(1) 電気設備の現況 

  （平成 31 年 3 月 31 日現在） 

(1) 発電所等の現況 

企業局は、県内に 20 か所の発電所及び２か所の利水ダム（砂防との共同施設）を管理しており、

発生した電気を中国電力株式会社及び中国電力ネットワーク株式会社に供給している。

発電所及びダムの概要は、次表のとおりである。

ア 発電所 
所管事務所名 東部事務所 

発電所 
所在地 
使用河川 
最大出力[kW] 
最大使用水量[m3/s]

三成発電所 
仁多郡奥出雲町三成1394-3 
斐伊川水系斐伊川 

3,150 
6.00 

飯梨川第一発電所 
安来市広瀬町布部458 
斐伊川水系飯梨川 

3,000
3.70

飯梨川第二発電所 
安来市広瀬町菅原695-7 
斐伊川水系飯梨川 

1,400
3.70

所管事務所名 東部事務所 
発電所 
所在地 
使用河川 
最大出力[kW] 
最大使用水量[m3/s]

飯梨川第三発電所 
安来市広瀬町布部2012
斐伊川水系飯梨川 

250
0.80

志津見発電所 
飯石郡飯南町角井1895-3 
斐伊川水系神戸川 

1,700
5.00

所管事務所名 東部事務所 
発電所 
所在地 
使用河川 
最大出力[kW] 
最大使用水量[m3/s]

田井発電所 
雲南市吉田町曽木520-4 
斐伊川水系深野川・矢入川 

110
0.595  

山佐発電所 
安来市広瀬町上山佐3034-4 
斐伊川水系山佐川 

199  
0.82

所管事務所名 西部事務所 
発電所 
所在地 
使用河川 
最大出力[kW] 
最大使用水量[m3/s]

八戸川第一発電所 
江津市桜江町江尾104-2 
江の川水系八戸川 

6,300 
12.00 

八戸川第二発電所 
江津市桜江町八戸1661-34
江の川水系八戸川 

2,500 
10.00 

三隅川発電所 
浜田市三隅町下古和1040-2 
三隅川水系三隅川 

7,400 
4.70 

所管事務所名 西部事務所 
発電所 
所在地 
使用河川 
最大出力[kW] 
最大使用水量[m3/s]

矢原川発電所 
益田市美都町宇津川ハ1407-5
三隅川水系矢原川 

100 
0.50 

御部発電所 
浜田市三隅町上古和913-13
三隅川水系三隅川 

460 
2.00 

大長見発電所 
浜田市長見町934-14 
周布川水系周布川 

199 
0.78

所管事務所名 西部事務所 
発電所 
所在地 
使用河川 
最大出力[kW] 
最大使用水量[m3/s]

勝地発電所 
江津市桜江町八戸1216-4 
江の川水系八戸川 

770 
3.00 

八戸川第三発電所 
江津市桜江町八戸1661-35
江の川水系八戸川 

240 
0.60 

江津高野山風力発電所 
江津市二宮町、敬川町、千田町 
－ 

20,700（2,300kW×9基）
－

所管事務所名 西部事務所 
発電所 
所在地 
使用河川 
最大出力[kW] 
最大使用水量[m3/s]

江津浄水場太陽光発電所 
江津市松川町上河戸703 
－ 

430
－

江津地域拠点工業団地太陽光発電所 
江津市松川町上河戸390-17 
－ 

1,200
－

所管事務所名 西部事務所 
発電所 
所在地 
使用河川 
最大出力[kW] 
最大使用水量[m3/s]

三隅港臨海工業団地太陽光発電所 
浜田市三隅町岡見6323-2,7,9,10 
－ 

1,800
－ 

石見空港太陽光発電所 
益田市市原町、内田町、高津町、飯田町 
－ 

3,490
－

実施機関２ 中国電力、中国電力ネットワーク

(1) 電気設備の現況 

  （令和 2 年 3 月 31 日現在） 

項目整理 
時点修正 



島根県地域防災計画（震災編） 新旧対照表 

6 

Ｒ２．３ 現 行 Ｒ３．〇 修 正 摘要 

種            別 数   量

発 電 所

水  力
箇 所 数 20 
最大出力(kW) 137,840

火  力

汽力
箇 所 数 1 
最大出力(kW) 1,000,000 

内燃力
箇 所 数 2 
最大出力(kW) 33,900

原 子 力
箇 所 数 1 
最大出力(kW) 820,000

合  計
箇 所 数 24
最大出力(kW) 1,991,740

送電線路

支持物数 （基） 7,294

長さ（亘長）
（㎞）地中 44
（㎞）架空 1,235

変 電 所
箇 所 数 箇所 43 
出  力 （kVA） 7,509,500

配電線路

支持物数 （基） 259,467

長さ（亘長）
（㎞）地中 273
（㎞）架空 12,890

配電塔（22kV） ※
箇所数 11
容量（kVA） 50,000

柱上変圧器
台数 97,784
容量（kVA） 1,678,060

※変電所扱いでない22kV柱上変圧器方式のものも含む

P56 

中国電力株式会社は、次の方法により、災害に伴う電力施設被害防止のための予防措置を講じる。 

P58 

２ ガス施設の安全性の確保

実施機関２ 県（防災部消防総務課）、県ＬＰガス協会、ＬＰガス販売業者

(1) ＬＰガス施設の現況 

平成31年４月１日現在、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に基づく販売

事業者は106社148店ある。 

県及び県ＬＰガス協会はＬＰガス販売業者に対し、災害予防のため、ＬＰガス施設の安全性の向

上、防災訓練の実施等の予防対策の推進を指導し、また情報提供を行う。 

消費者に対しては、風水害等による二次災害を防止するため、災害時の際に取るべき対応につい

て啓発を行う。 

(2) 自主保安体制の構築 

種            別 数   量

発 電 所

水  力
箇 所 数 19
最大出力(kW) 137,170

火  力

汽力
箇 所 数 1 
最大出力(kW) 1,000,000 

内燃力
箇 所 数 2 
最大出力(kW) 33,900

原 子 力
箇 所 数 1 
最大出力(kW) 820,000

合  計
箇 所 数 23
最大出力(kW) 1,991,070

送電線路

支持物数 （基） 7,529

長さ（亘長）
（㎞）地中 62
（㎞）架空 1,257

変 電 所
箇 所 数 箇所 44
出  力 （kVA） 7,534,500

配電線路

支持物数 （基） 260,094

長さ（亘長）
（㎞）地中 275
（㎞）架空 12,896

配電塔（22kV） ※
箇所数 12
容量（kVA） 52,500

柱上変圧器
台数 98,472
容量（kVA） 1,698,040

※変電所扱いでない22kV柱上変圧器方式のものも含む

中国電力株式会社・中国電力ネットワーク株式会社は、次の方法により、災害に伴う電力施設被害

防止のための予防措置を講じる。 

２ ガス施設の安全性の確保

実施機関２ 県（防災部消防総務課）、県ＬＰガス協会、ＬＰガス販売事業者

(1) ＬＰガス施設の現況 

令和2年４月１日現在、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に基づく販売事

業者は104社146店ある。 

及び県ＬＰガス協会はＬＰガス販売事業者に対し、災害予防のため、ＬＰガス施設の安全性の向

上、防災訓練の実施等の予防対策の推進を指導し、また情報提供を行う。 

消費者に対しては、風水害等による二次災害を防止するため、災害時の際に取るべき対応につい

て啓発を行う。 

(2) 自主保安体制の構築 

時点修正 

文言修正 
時点修正 
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Ｒ２．３ 現 行 Ｒ３．〇 修 正 摘要 

ＬＰガス販売業者は、次の事項の整備を図る。 
ア 新規工事施工時及び定期の調査・点検等の際、次の事項の整備を行い、安全化に努める。 
（ア）ＬＰガス設備全般について、埋設導管をポリエチレン管への切り替えを進めるなど安全性が確

保できるよう整備を進める。 
（イ）容器は、災害時に転倒しないように堅固で水平な基礎の上に設置し、転倒防止用のチェーンに

より固定する。 

(3) （略） 

P59 
３ 上水道施設の安全性の確保 

(1) 県管理の上水道施設の現況

企業局は、水道用水供給事業として次の３系統で各市町村等に水道用水の供給を行っており、風

水害等による被害としては、水源の損壊、水源水の濁度上昇、水質異常等が想定される。 

（平成30年4月1日現在）

飯梨川水道      (52,000㎥/日)････松江市、安来市 

 斐伊川水道   (35,400㎥/日)････松江市、出雲市、雲南市、斐川宍道水道企業団 

 江の川水道      (27,000㎥/日)････江津市、大田市 

P60 

４ 下水道施設の安全性の確保

(1) 下水道施設の現況

資料                東 部 処 理 区

（平成 30年 4月 1日現在）

東
部
浄
化
セ
ン
タ
ー

処 理 場 全体計画 事業計画 現有能力

増設計画

(H32年度

末)
備   考

松江市

竹矢町

1444 

敷地面積

18.8㏊

98,040
㎥/日最大

処理区域

5,590.0
㏊

処理人口

167,800
人

79,960
㎥/日最大

処理区域

5,414.1
㏊

処理人口

170,100
人

72,000
(高度処理)㎥/日最大

土木施設

72,000
㎥/日最大

機械施設

72,000
㎥/日最大

81,000
(高度処理)㎥/日最大

土木施設

81,000
㎥/日最大

機械施設

81,000
㎥/日最大

S56年 4月 処理開始

S56年 4月 松 江 市 通水

S58年 7月 東出雲町 通水

S61年 4月 玉 湯 町 通水

S63年 4月 安 来 市 通水

H12年 5月 八 雲 村 通水

H13年 4月 広 瀬 町 通水

現在流入量 54,296
(H30年3月末) ㎥/日平均

流
域
幹
線
管
渠

全体計画

（ｍ）

事業計画

（ｍ）

進捗状況

H29年度末

(m) 
備 考 ポ

ン

プ

場

なし

東  部

１号幹線
12,470 12,470 12,470 制水ゲート４カ所

・飯梨川（左岸）

ＬＰガス販売事業者は、次の事項の整備を図る。 
ア 新規工事施工時及び定期の調査・点検等の際、次の事項の整備を行い、安全化に努める。 
（ア）ＬＰガス設備全般について、埋設導管をポリエチレン管への切り替えを進めるなど安全性が確

保できるよう整備を進める。 
（イ）容器は、災害時に転倒しないように堅固で水平な基礎の上に設置し、転倒防止用のチェーンに

より固定する。 

(3) （略） 

３ 上水道施設の安全性の確保 

(1) 県管理の上水道施設の現況

企業局は、水道用水供給事業として次の３系統で各市町村等に水道用水の供給を行っており、風

水害等による被害としては、水源の損壊、水源水の濁度上昇、水質異常等が想定される。 

（平成31年4月1日現在）

飯梨川水道      (52,000㎥/日)････松江市、安来市 

 斐伊川水道   (35,400㎥/日)････松江市、出雲市、雲南市、斐川宍道水道企業団 

 江の川水道      (27,000㎥/日)････江津市、大田市 

４ 下水道施設の安全性の確保

(1) 下水道施設の現況

資料                東 部 処 理 区

（平成 31年 4月 1日現在）

東
部
浄
化
セ
ン
タ
ー

処 理 場 全体計画 事業計画 現有能力

増設計画

(H32年度

末)
備   考

松江市

竹矢町

1444 

敷地面積

18.8㏊

108,000
㎥/日最大

処理区域

5,590.0
㏊

処理人口

167,800
人

81,000
㎥/日最大

処理区域

5,414.1
㏊

処理人口

170,100
人

72,000
(高度処理)㎥/日最大

土木施設

72,000
㎥/日最大

機械施設

72,000
㎥/日最大

81,000
(高度処理)㎥/日最大

土木施設

81,000
㎥/日最大

機械施設

81,000
㎥/日最大

S56年 4月 処理開始

S56年 4月 松 江 市 通水

S58年 7月 東出雲町 通水

S61年 4月 玉 湯 町 通水

S63年 4月 安 来 市 通水

H12年 5月 八 雲 村 通水

H13年 4月 広 瀬 町 通水

現在流入量 54,385
(H31年3月末) ㎥/日平均

流
域
幹
線
管
渠

全体計画

（ｍ）

事業計画

（ｍ）

敷設延長

H30年度末

(m) 
備 考

ポ

ン

プ

場

なし

東  部

１号幹線
12,470 12,470 12,460 制水ゲート４カ所

・飯梨川（左岸）

時点修正 

時点修正 
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東  部

２号幹線
12,148 12,170 12,170 ・飯梨川（右岸）

・吉田川（左岸）

・伯太川（右岸）

マンホールポンプ

2カ所

・八雲

・風土記の丘

東  部

３号幹線
5,225 4,230 4,230

東  部

４号幹線
9,236 9,230 9,230

合  計 39,079 39,100 38,100

西 部 処 理 区

（平成 30年 4月 1日現在）

西
部
浄
化
セ
ン
タ
ー

処 理 場 全体計画 事業計画 現有能力

増設計画

(H33年度

末)
備   考

出雲市

大社町

中荒木

2391 

敷地面積

15.1㏊

59,200
㎥/日最大

処理区域

4,839.3
㏊

処理人口

106,360
人

51,270
㎥/日最大

処理区域

4,130.4
㏊

処理人口

88,460
人

36,000
(高度処理)㎥/日最大

土木施設

36,000
㎥/日最大

機械施設

36,000
㎥/日最大

土木施設

54,000
㎥/日最大

機械施設

54,000
㎥/日最大

H元年 1月 処理開始

H元年 1月 出 雲 市 通水

H 2年 4月 平田市･斐川町 通水

H 3年 4月 宍道町･大社町 通水

H 4年 4月 湖 陵 町 通水

現在流入量 26,199
(H30年3月末) ㎥/日平均

流
域
幹
線
管
渠

全体計画

（ｍ）

事業計画

（ｍ）

進捗状況

H29年度末

(m) 
備 考

ポ

ン

プ

場

斐川中継ﾎﾟﾝﾌﾟ場

西代橋中継ﾎﾟﾝﾌﾟ場

宍道中継ﾎﾟﾝﾌﾟ場

境橋中継ﾎﾟﾝﾌﾟ場

湖陵中継ﾎﾟﾝﾌﾟ場

西  部

１号幹線
23,512 23,510 23,510 制水ゲート６カ所

・斐伊川神立橋

 （左･右岸）

・斐伊川西代橋

 （左･右岸）

・神戸川境橋

 （左･右岸）

西  部

２号幹線
10,693 8,950 8,950

西  部

３号幹線
3,261 3,260 3,260

合  計 37,466 35,720 35,720

以下、(略) 

P64 

５ 電気通信施設の安全性の確保

(3) 防災教育・訓練の充実

災害予防措置及び災害応急対策措置等を円滑、迅速に実施できるよう平素から災害対策諸施策を

積極的に推進するとともに、次に掲げる訓練を定期的又は随時に実施する。 

東  部

２号幹線
12,148 12,170 12,166 ・飯梨川（右岸）

・吉田川（左岸）

・伯太川（右岸）

マンホールポンプ

2カ所

・八雲

・風土記の丘

東  部

３号幹線
5,225 5,230 5,197

東  部

４号幹線
9,236 9,230 9,186

合  計 39,079 39,100 39,009

西 部 処 理 区

（平成 31年 4月 1日現在）

西
部
浄
化
セ
ン
タ
ー

処 理 場 全体計画 事業計画 現有能力

増設計画

(H33年度

末)
備   考

出雲市

大社町

中荒木

2391 

敷地面積

15.1㏊

63,000
㎥/日最大

処理区域

4,839.3
㏊

処理人口

106,360
人

54,000
㎥/日最大

処理区域

4,130.4
㏊

処理人口

88,460
人

36,000
(高度処理)㎥/日最大

土木施設

36,000
㎥/日最大

機械施設

36,000
㎥/日最大

54,000
㎥/日最大

土木施設

54,000
㎥/日最大

機械施設

54,000
㎥/日最大

H元年 1月 処理開始

H元年 1月 出 雲 市 通水

H 2年 4月 平田市･斐川町 通水

H 3年 4月 宍道町･大社町 通水

H 4年 4月 湖 陵 町 通水

現在流入量 26,860
(H31年3月末) ㎥/日平均

流
域
幹
線
管
渠

全体計画

（ｍ）

事業計画

（ｍ）

敷設延長

H30年度末

(m) 
備 考

ポ

ン

プ

場

斐川中継ﾎﾟﾝﾌﾟ場

西代橋中継ﾎﾟﾝﾌﾟ場

宍道中継ﾎﾟﾝﾌﾟ場

境橋中継ﾎﾟﾝﾌﾟ場

湖陵中継ﾎﾟﾝﾌﾟ場

西  部

１号幹線
23,512 23,510 23,512 制水ゲート６カ所

・斐伊川神立橋

 （左･右岸）

・斐伊川西代橋

 （左･右岸）

・神戸川境橋

 （左･右岸）

西  部

２号幹線
8,951 8,950 8,945

西  部

３号幹線
3,261 3,260 3,261

合  計 35,724 35,720 35,718

以下、(略) 

５ 電気通信施設の安全性の確保

(3) 防災教育・訓練の充実

災害予防措置及び災害応急対策措置等を円滑、迅速に実施できるよう平素から災害対策諸施策を

積極的に推進するとともに、次に掲げる訓練を定期的又は随時に実施する。 

文言修正 
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Ｒ２．３ 現 行 Ｒ３．〇 修 正 摘要 

なお、行政、地方公共団体、警察、消防など外部の防災機関の防災訓練にも積極的に参加する。 

ア 非常召集の訓練 

イ 災害予報及び警報等の伝達訓練 

ウ 災害時における通信疎通確保の訓練 

エ 電気通信設備等の災害応急復旧訓練 

オ 消防及び水防の訓練 

カ iモード災害用伝言板サービスの運営 

  以下、(略) 

P66 

７ 災害発生時の応急体制の整備

◆実施機関 県（防災部消防総務課、健康福祉部薬事衛生課、土木部下水道推進課、企業局）、市

町村、施設管理者 

(1) 基本的事項

ライフライン等施設に災害が発生したとき、又は発生するおそれがあるときに、効果的な応急

対策を実施できるよう、県、市町村及び防災関係機関は、防災体制を整備し、関係機関との相互

連携体制を確立する。 

(2) 防災組織の整備

ア 防災組織の整備 

ライフライン施設等災害時の配備体制、登庁までの協議体制、災害対策本部室設営要領等を

整備しておく。 

イ 応急活動マニュアルの整備 

関係課及び各ライフライン等施設管理者は、それぞれの機関の実状を踏まえ、災害発生時に

講ずべき対策等を体系的に整理した応急活動マニュアルを作成し、職員に周知するとともに、

定期的に訓練を行い、活動手順、使用する資機材や装備の使用方法等の習熟、他の職員、機関

等との連携等について徹底を図る。 

なお、行政、地方公共団体、警察、消防など外部の防災機関の防災訓練にも積極的に参加する。 

ア 非常召集の訓練 

イ 災害予報及び警報等の伝達訓練 

ウ 災害時における通信疎通確保の訓練 

エ 電気通信設備等の災害応急復旧訓練 

オ 消防及び水防の訓練 

カ 災害用伝言板サービスの運営 

以下、(略) 

７ 災害発生時の応急体制の整備

◆実施機関 県（防災部消防総務課、健康福祉部薬事衛生課、土木部下水道推進課、企業局）、市

町村、施設管理者 

(1) 基本的事項

ライフライン等施設に災害が発生したとき、又は発生するおそれがあるときに、効果的な応急

対策を実施できるよう、県、市町村及び防災関係機関は、防災体制を整備し、関係機関との相互

連携体制を確立する。 

(2) 防災組織の整備

ア 防災組織の整備 

ライフライン施設等災害時の配備体制、登庁までの協議体制、災害対策本部室設営要領等を

整備しておく。 

イ 応急活動マニュアル等の整備 

関係課及び各ライフライン等施設管理者は、それぞれの機関の実状を踏まえ、災害発生時に
講ずべき対策等を体系的に整理した応急活動マニュアルを作成し、職員に周知するとともに、
定期的に訓練を行い、活動手順、使用する資機材や装備の使用方法等の習熟、他の職員、機関
等との連携等について徹底を図る。 

また、県及び市町村は、男女共同参画の視点から、男女共同参画担当部局が災害対応について
庁内及び避難所等における連絡調整を行い、平常時及び災害時における男女共同参画担当部及び
男女共同参画センターの役割について、防災担当部局と男女共同参画担当部局が連携し明確化し
ておくよう努めるものとする。 

防災基本計
画の反映 

   第５ 交通施設の安全化    第５ 交通施設の安全化 

P68 

１ 道路施設

(1) 現況

各道路管理者の管理する道路の現況は次のとおりである。

（平成 30年 4月 1日現在）

道路種別 路線数 延長(㎞) 改良率(ｗ＝5.5ｍ以上)
備   考

延長(㎞) 率(％)
高速自動車国道 4 130.2 130.2 100

一般国道 13 965.5 904.1 93.6
指定区間 3 401.1 401.1 100 
指定区間外 11 564.3 502.9 89.1

１ 道路施設

(1) 現況

各道路管理者の管理する道路の現況は次のとおりである。

（平成 31年 4月 1日現在）

道路種別 路線数 延長(㎞) 改良率(ｗ＝5.5ｍ以上)
備   考

延長(㎞) 率(％)
高速自動車国道 4 130.2 130.2 100

一般国道 13 974.4 913.7 93.8
指定区間 3 410.1 410.1 100 
指定区間外 11 564.3 503.6 89.3

時点修正 
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Ｒ２．３ 現 行 Ｒ３．〇 修 正 摘要 

県  道 236 2,498.3 1,489.5 59.6
主要地方道 51 1,125.3 839.2 74.6
一般県道 185 1,373.0 650.3 47.4
市町村道 35,187 14,686.2 2,040.4 13.9
小  計 35,440 18,280.2 4,564.2 25.0
農  道 1,916 741 449 60.6 全幅員４ｍ以上

林  道 43 283 35 12 〃

小  計 1,959 1,024 484 72.6
合  計 37,399 19,304.2 5,048.2 26.2

                   （注）自転車道を除く。

                   （注）農道は農林水産部農地整備課集計による。

  以下、(略) 

P70 

３ 港湾施設

(1) 現況  (略) 

(2) 対策

各港湾において必要に応じて防災点検及び補強工事等を施工する。 

また、県は大規模な災害により被害が発生したときに救援物資や災害復旧の建設機械、又は資材

の受入れ、管理、仕分け、搬出及び積み替え等を行う海上輸送基地として浜田港、河下港及び西郷

港など防災拠点の港湾において岸壁を整備する。 

また、避難・救助活動及び物資輸送に対応するため、浜田港及び河下港では防災緑地の整備を、

西郷港では岸壁前出しによるふ頭用地の拡大整備を行った。 

４ 漁港施設

(1) 現況

県内には、28港の県管理漁港と55港の市町村管理漁港の計83漁港がある。 

古くから港湾施設の設計基準を準用していたが、昭和45年に技術指針として「漁港構造物標準設

計法」が示されて以来、その時々の技術水準の推移に合わせ数回の改定が行われ、現在は「漁港・

漁場の施設の設計参考図書」により地震力も考慮した施設設計を行っている。 

しかし、一部古い施設も現存しており、必ずしも現在の基準を満たしていないおそれもある。 

(2) 対策

平成８年度以降整備する漁港施設については、新たな技術基準に基づき地震力を考慮して整備を

図っている。  

各漁港の既存の施設においては、必要に応じ耐震性を点検し、補強工事等の対策を実施する。 

また、避難、救助活動の拠点となる第１次防災拠点港（浜田港、西郷港、河下港等）に連携する

漁港を第２次拠点漁港（恵曇漁港、和江漁港等）として位置づけている。新たに浦郷漁港を盛り込

み、耐震強化岸壁の整備を進める計画としている。 

和江漁港については平成13年度に耐震強化岸壁が完成した。 

県  道 236 2,503.7 1,505.3 60.1
主要地方道 51 1,125.8 842.6 74.8
一般県道 185 1,377.9 662.7 48.1
市町村道 35,227 14,688.7 2,048.2 13.9
小  計 35,480 18,297.0 4,597.4 25.1
農  道 1,916 741 449 60.6 全幅員４ｍ以上

林  道 43 283 35 12 〃

小  計 1,959 1,024 484 72.6
合  計 37,439 19,321 5,081.4 26.3

                   （注）自転車道を除く。 

                   （注）農道は農林水産部農地整備課集計による。

以下、(略) 

３ 港湾施設

(1) 現況  (略) 

(2) 対策

各港湾において必要に応じて防災点検及び補強工事等を施工する。 

また、県は大規模な災害により被害が発生したときに救援物資や災害復旧の建設機械、又は資材

の受入れ、管理、仕分け、搬出及び積み替え等を行う海上輸送基地として浜田港、河下港及び西郷

港など防災拠点の港湾において岸壁を整備する。 

また、避難・救助活動及び物資輸送に対応するため、浜田港及び河下港では防災緑地の整備を、

西郷港では岸壁前出しによるふ頭用地の拡大整備及び臨港道路の予防保全対策を行った。 

４ 漁港施設

(1) 現況

県内には、28港の県管理漁港と55港の市町村管理漁港の計83漁港がある。 

古くから港湾施設の設計基準を準用していたが、昭和45年に技術指針として「漁港構造物標準設

計法」が示されて以来、その時々の技術水準の推移に合わせ数回の改定が行われ、現在は「漁港・

漁場の施設の設計参考図書」により地震力も考慮した施設設計を行っている。 

しかし、一部古い施設も現存しており、必ずしも現在の基準を満たしていないおそれがある。 

(2) 対策

防災拠点となっている漁港の主要施設において、耐震性を点検し、必要に応じ補強工事等の

対策を実施する。 

また、避難、救助活動、緊急物資輸送の拠点となる第1次防災拠点港（浜田港、西郷港、河下

港等）に連携する漁港を第2次防災拠点港（恵曇漁港、和江漁港、浦郷漁港等）として位置づけ

ている。この中で浦郷漁港については、耐震強化岸壁の整備を進めており、完成後は第1次防災

拠点港として扱うこととしている。 

時点修正 

時点修正 

   第６ 河川、砂防、治山等施設の耐震化    第６ 河川、砂防、治山等施設の耐震化 
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Ｒ２．３ 現 行 Ｒ３．〇 修 正 摘要 

P72 

２ 砂防等施設

(1)～(4)  （略） 

(5) 治山施設

山腹崩壊地、荒廃渓流、山地災害危険地区の治山施設の整備により、山腹崩壊、土石流から被害

の防止を図る。一定規模以上の治山ダムにおいては地震過重を考慮する。既設の治山施設について

は、定期点検、緊急点検を実施し、亀裂や洗掘を発見した場合には、早急に補修する。

３ ダム

(1) (略) 

(2) 保守管理

県が所管しているダム施設については、河川法及び河川法施行令に基づいて定めたダム操作規

則・規程等により施設の点検を行う。地震が発生したときは、「地震発生後のダム臨時点検結果の報

告について（平成 24 年国水流第 4 号）（国土交通省水管理・国土保全局河川環境課長）」に基づいて

県内のダムの点検を行う。

農林水産部所管のダムについては「地震後の農業用ダム臨時点検要領（案）」（平成 21 年 3 月 31
日 20 中整 1532 号(砂)）に基づく点検を行う。企業局所管のダムについては上記点検のほか、電気

事業法に基づく点検も行う。

地震の観測については、ダム堤体に設置した地震計により地震の情報を収集し、地震計を設置し

てないダムについては、順次地震計を設置して地震時の観測体制の強化、充実を図っていく。

P73 

４ ため池

(1)  （略）

(2) 対策

農業用ため池は、決壊した場合下流に与える影響が大きいため、「地震後の農業用ため池緊急点検

マニュアル」を参考に、適正な管理を市町村、ため池管理者に対し指導する。老朽化し、安全性に

不安のある農業用ため池については、耐震化や統廃合など、抜本的な改修や減災対策への支援を行

う。

 なお、決壊した場合の浸水区域に家屋や公共施設等が存在し、人的被害を与えるおそれのあるた

め池は、防災重点ため池として特に監視点検に取り組む必要がある。また、ハザードマップ等を作

成し、市町村を通じて地域住民等に周知する。

２ 砂防等施設

(1)～(4)  （略） 

(5) 治山施設

山腹崩壊地、荒廃渓流、山地災害危険地区の治山施設の整備により、山腹崩壊、土石流から被害

の防止を図る。一定規模以上の治山ダムにおいては地震荷重を考慮する。既設の治山施設について

は、定期点検、緊急点検を実施し、亀裂や洗掘を発見した場合には、早急に補修する。

３ ダム

(1) (略) 

(2) 保守管理

県が所管しているダム施設については、河川法及び河川法施行令に基づいて定めたダム操作規

則・規程等により施設の点検を行う。地震が発生したときは、「地震発生後のダム臨時点検結果の報

告について（平成 24 年国水流第 4 号）（国土交通省水管理・国土保全局河川環境課長）」に基づいて

県内のダムの点検を行う。

農林水産部所管のダムについては「地震後の農業用ダム臨時点検要領」（令和元年 9 月 6 日 元農

振第1341号）に基づく点検を行う。企業局所管のダムについては上記点検のほか、電気事業法に基

づく点検も行う。

地震の観測については、ダム堤体に設置した地震計により地震の情報を収集し、地震計を設置し

てないダムについては、順次地震計を設置して地震時の観測体制の強化、充実を図っていく。

４ ため池

(1)  （略）

(2) 対策

農業用ため池は、決壊した場合下流に与える影響が大きいため、「地震後の農業用ため池等緊急点

検要領」及び「ため池管理マニュアル」を参考に、適正な管理を市町村、ため池管理者に対し指導

する。老朽化し、安全性に不安のある農業用ため池については、耐震化や統廃合など、抜本的な改

修や減災対策への支援を行う。

 なお、決壊した場合の浸水区域に家屋や公共施設等が存在し、人的被害を与えるおそれのあるた

め池は、防災重点ため池として特に監視点検に取り組む必要がある。また、ハザードマップ等を作

成し、市町村を通じて地域住民等に周知する。

文言修正 

時点修正 

時点修正 

  第３節 危険物施設等の安全対策   第３節 危険物施設等の安全対策 

   第１ 基本的な考え方    第１ 基本的な考え方 

   第２ 消防法に定める危険物施設の予防対策    第２ 消防法に定める危険物施設の予防対策 

   第３ 高圧ガス施設の予防対策    第３ 高圧ガス施設の予防対策 

P75 

１ 施設の現況

平成31年3月31日現在高圧ガス保安法に基づく高圧ガス施設は、製造所458事業所、貯蔵所108事業

所、特定高圧ガス消費者50事業所である。 

１ 施設の現況

令和2年4月1日現在高圧ガス保安法に基づく高圧ガス施設は、製造所479事業所、貯蔵所100事業

所、特定高圧ガス消費者50事業所である。 

時点修正 
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Ｒ２．３ 現 行 Ｒ３．〇 修 正 摘要 

   第４ 火薬類施設の予防対策    第４ 火薬類施設の予防対策 

P75 

１ 施設の現況

平成31年3月31日現在の火薬施設類の現況は、１級火薬庫31棟、３級火薬庫５棟、煙火火薬庫７棟

である。 

１ 施設の現況

令和2年4月1日現在の火薬施設類の現況は、１級火薬庫28棟、３級火薬庫５棟、煙火火薬庫６棟で

ある。 

時点修正 

   第５ 毒劇物取扱施設の予防対策    第５ 毒劇物取扱施設の予防対策 

  第４節 地震防災緊急事業五箇年計画の推進   第４節 地震防災緊急事業五箇年計画の推進 

  第５節 防災活動体制の整備   第５節 防災活動体制の整備 

   第１ 基本的な考え方    第１ 基本的な考え方 

P78 

３ 留意点 

(1)(2) (略) 

(3) 発災後の円滑な応急対応、復旧・復興のため、退職者の活用や、民間の人材の任期付き雇用等の

人材確保方策をあらかじめ整えるように努める。 

３ 留意点 

  (1)(2) (略) 

(3) 発災後の円滑な応急対応、復旧・復興のため、災害対応経験者をリスト化するなど、災害時に活

用できる人材を確保し、即応できる体制の整備に努めるものとする。また、退職者の活用や、民間

の人材の任期付き雇用等の人材確保方策をあらかじめ整えるように努める。 

防災基本計
画の反映 

   第２ 災害対策本部体制の整備    第２ 災害対策本部体制の整備 

P79 
◆実施機関 県（防災部防災危機管理課）、市町村、防災関係機関 

１ 趣旨  (略) 

２ 初動（警戒）体制の整備 

(1) ～(3)  (略)

(4)応急活動マニュアル等の整備

県、市町村及び防災関係機関は、それぞれの機関の実情を踏まえ、災害発生時に講ずべき対策等

を体系的に整理した応急活動マニュアルを作成し、職員に周知するとともに定期的に訓練を行い、

活動手順、使用する資機材や装備の使用方法等の習熟、他の職員、機関等との連携等について徹底

を図る。 

◆実施機関 県（防災部防災危機管理課）、市町村、防災関係機関 

１ 趣旨  (略) 

２ 初動（警戒）体制の整備 

(1) ～(3)  (略)

(4)応急活動マニュアル等の整備

県、市町村及び防災関係機関は、それぞれの機関の実情を踏まえ、災害発生時に講ずべき対策等

を体系的に整理した応急活動マニュアルを作成し、職員に周知するとともに定期的に訓練を行い、

活動手順、使用する資機材や装備の使用方法等の習熟、他の職員、機関等との連携等について徹底

を図る。 

また、県及び市町村は、男女共同参画の視点から、男女共同参画担当部局が災害対応について庁
内及び避難所等における連絡調整を行い、平常時及び災害時における男女共同参画担当部及び男女
共同参画センターの役割について、防災担当部局と男女共同参画担当部局が連携し明確化しておく
よう努めるものとする。 

防災基本計
画の反映 

   第３ 防災中枢機能等の確保・充実    第３ 防災中枢機能等の確保・充実 

P80 

１ 趣旨

県、市町村、防災関係機関及び災害応急対策に係る機関は、それぞれの機関の防災中枢機能を果た

す施設、設備の充実及び災害に対する安全性の確保、整備に努めるとともに、保有する施設、設備に

ついて、非常時の電源確保のために自家発電設備、ＬＰガス災害用バルク、燃料貯蔵設備等の整備を

図り、十分な期間の発電が可能となるような燃料の備蓄等を行い、平常時から点検、訓練等に努め

る。また、県及び市町村は緊急輸送のための拠点整備を行う。 

さらに、県及び市町村は、災害情報を一元的に把握し、共有することができる体制の整備を図り、
災害対策本部の機能の充実・強化に努める。 

１ 趣旨

県、市町村、防災関係機関及び災害応急対策に係る機関は、それぞれの機関の防災中枢機能を果た

す施設、設備の充実及び災害に対する安全性の確保、整備に努めるとともに、保有する施設、設備に

ついて、非常時の電源確保のために自家発電設備、ＬＰガス災害用バルク、燃料貯蔵設備等の整備を

図り、十分な期間の発電が可能となるような燃料の備蓄等を行い、平常時から点検、訓練等に努め

る。また、県及び市町村は緊急輸送のための拠点整備を行う。 

さらに、県及び市町村は、災害情報を一元的に把握し、共有することができる体制の整備を図り、

防災基本計
画の反映 
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２ 防災中枢機能の整備

防災中枢機能を果たす施設、設備等の整備に当たっては、施設等の整備に加え、地震及び津波災害

に伴う耐震化、耐浪化及び停電対策を施すとともに、物資の供給が困難となる場合を想定した防災要

員用の食料、飲料水、燃料等の適切な備蓄・調達・輸送体制の整備や、通信途絶時に備えた衛星携帯

電話等の非常用通信手段の確保を図る。 

P81 

３ 防災輸送拠点の整備

「島根県緊急輸送道路ネットワーク計画」（平成9年3月策定、平成25年度改訂）により、緊急輸送

のための防災拠点を整備する。 

災害対策本部の機能の充実・強化に努める。あわせて、県は、広域行政主体として、地域社会の迅速

な復旧を図るため、多様なライフライン事業者を一堂に会して災害時の連絡体制の確認等を行うなど

相互協力体制を構築しておくよう努めるものとする。

２ 防災中枢機能の整備

防災中枢機能を果たす施設、設備等の整備に当たっては、施設等の整備に加え、地震及び津波災害

に伴う耐震化、耐浪化及び停電対策を施すとともに、物資の供給が困難となる場合を想定した防災要

員用の食料、飲料水、燃料等の適切な備蓄・調達・輸送体制の整備や、通信途絶時に備えた衛星通信

等の非常用通信手段の確保を図る。

３ 防災輸送拠点の整備

「島根県緊急輸送道路ネットワーク計画」（平成9年3月策定、令和元年度改訂）により、緊急輸送

のための防災拠点を整備する。 

   第４ 広域応援協力体制の整備    第４ 広域応援協力体制の整備 

P82 

６ 防災関係機関の連携体制の整備

(1) 共通

災害発生時には、防災関係機関相互の連携体制が重要であり、県、市町村及び防災関係機関は機関

相互の応援が円滑に行えるよう、警察・消防・自衛隊等の部隊の展開及び宿営の拠点、ヘリポート、

物資搬送設備等の救援活動拠点、緊急輸送ルート等の確保及び活動拠点に係る関係機関との情報の共

有に努めるとともに、応急対策活動及び復旧活動に関し、各関係機関において相互応援の協定を締結

する等平常時より連携を強化しておく。相互応援協定の締結に当たっては、近隣の地方公共団体に加

えて、大規模な災害等による同時被災を避ける観点から、遠方に所在する地方公共団体との間の協定

締結も考慮する。 

また、県及び市町村等は、食料、飲料水、生活必需品、医薬品、血液製剤、燃料及び所要の資器材
の調達並びに広域的な避難に必要となる施設等の相互利用等に関する応援体制の充実に努める。 

(2)以下、(略) 

P83 

７ 応援計画及び受援計画の整備 

県、市町村及び防災関係機関は、災害の規模や被災地のニーズに応じて円滑に他の地方公共団体及

び防災関係機関から応援を受けることができるよう、地域防災計画等に応援計画や受援計画をそれぞ

れ位置付けるよう努め、応援先・受援先の指定、応援・受援に関する連絡・要請の手順、災害対策本

部との役割分担・連絡調整体制、応援機関の活動拠点、応援要員の集合・配備体制や資機材等の収

集・輸送体制等について必要な準備を整える。 

６ 防災関係機関の連携体制の整備

(1) 共通

災害発生時には、防災関係機関相互の連携体制が重要であり、県、市町村及び防災関係機関は機

関相互の応援が円滑に行えるよう、警察・消防・自衛隊等の部隊の展開及び宿営の拠点、ヘリポー

ト、物資搬送設備等の救援活動拠点、緊急輸送ルート等の確保及び活動拠点に係る関係機関との情

報の共有に努めるとともに、応急対策活動及び復旧活動に関し、各関係機関において相互応援の協

定を締結する等平常時より連携を強化しておく。県、市町村は、災害時に自らのみでは迅速かつ十

分な対応が困難な場合に、他の地方公共団体からの物資の提供、人員の派遣、廃棄物処理等、相互

に連携・協力し速やかに災害対応を実施できるよう、相互応援協定の締結に当たっては、近隣の地

方公共団体に加えて、大規模な災害等による同時被災を避ける観点から、遠方に所在する地方公共

団体との間の協定締結も考慮する。

また、県及び市町村等は、食料、飲料水、生活必需品、医薬品、血液製剤、燃料及び所要の資器

材の調達並びに広域的な避難に必要となる施設等の相互利用等に関する応援体制の充実に努める。

(2)以下、(略) 

７ 応援計画及び受援計画の整備 

県、市町村及び防災関係機関は、災害の規模や被災地のニーズに応じて円滑に他の地方公共団体及

び防災関係機関から応援を受けることができるよう、地域防災計画等に応援計画や受援計画をそれぞ

れ位置付けるよう努め、応援先・受援先の指定、応援・受援に関する連絡・要請の手順、災害対策本

部との役割分担・連絡調整体制、応援機関の活動拠点、応援要員の集合・配備体制や資機材等の集

積・輸送体制等について必要な準備を整える。 

県、市町村は、国や他の地方公共団体等からの応援職員等を迅速・的確に受け入れて情報共有や各

種調整等を行うための受援体制の整備に努めるものとする。特に、庁内全体及び各業務担当部署にお

ける受援担当者の選定や応援職員等の執務スペースの確保を行うものとする。 

防災基本計
画の反映 
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   第５ 災害救助法等の運用体制の整備    第５ 災害救助法等の運用体制の整備 

   第６ 公的機関等の業務継続性の確保    第６ 公的機関等の業務継続性の確保 

   第７ 複合災害体制の整備    第７ 複合災害体制の整備 

   第８ 罹災証明書の発行体制の整備    第８ 罹災証明書の発行体制の整備 

  第６節 情報管理体制の整備   第６節 情報管理体制の整備

   第１ 基本的な考え方    第１ 基本的な考え方

   第２ 情報通信設備の整備    第２ 情報通信設備の整備 

   第３ 震度・潮位観測情報等伝達体制の整備    第３ 震度・潮位観測情報等伝達体制の整備 

   第４ 防災センター室の運用    第４ 防災センター室の運用

   第５ 総合防災情報システムの運用    第５ 総合防災情報システムの運用 

  第７節 広報体制の整備   第７節 広報体制の整備

   第１ 基本的な考え方    第１ 基本的な考え方

   第２ 県民への的確な情報伝達体制の整備    第２ 県民への的確な情報伝達体制の整備 

P90 

実施機関 県（広報部広報室、防災部消防総務課、地域振興部情報政策課、農林水産部水産課)、市町

村、西日本電信電話株式会社、防災関係機関

(1) (略) 

(2) 放送事業者、通信事業者及びライフライン関係機関等は、発災後の経過に応じて被災者等に提供す
べき情報について整理しておく。 

(3)(4) (略) 

(5) 県、市町村及びライフライン関係機関等は、災害に関する情報及び被災者に対する救援情報等を的

確に広報できるよう、広報体制及び施設、設備の整備を図る。 

(6)～(12) (略) 

(13) 県は、災害が発生した場合ＪＦしまねと協力しながら沖合に出漁している等に対し迅速な情報伝達
を行うため、ＪＦしまね漁業無線局の通信の充実を図る。 

実施機関 県（政策企画局広聴広報課、防災部消防総務課、地域振興部情報政策課、農林水産部水産

課)、市町村、西日本電信電話株式会社、防災関係機関

(1) (略) 

(2) 放送事業者、通信事業者及びライフライン関係機関等は、発災後の経過に応じて被災者等に提供す
べき情報について整理しておく。また、通信事業者は、災害時における通信量の増加を抑制するた
め、災害時の不要不急な通信は控えるよう周知に努める。

(3)(4) (略) 

(5) 県、市町村及びライフライン関係機関等は、災害に関する情報及び被災者に対する救援情報等を大

規模停電時も含め常に的確に広報できるよう、広報体制及び施設、設備の整備を図る。 

(6)～(12) (略) 

(13) 県は、災害が発生した場合ＪＦしまねと協力しながら沖合に出漁している漁船等に対し迅速な情報
伝達を行うため、漁業・指導無線局の通信の充実を図る。 

時点修正 

防災基本計
画の反映 

文言修正 

文言修正 

   第３ 報道機関と連携体制の整備    第３ 報道機関と連携体制の整備 

P91 
実施機関 県（広報部広報室）、市町村、防災関係機関 実施機関 県（政策企画局広聴広報課）、市町村、防災関係機関

時点修正 

   第４ 災害用伝言サービス活用体制の整備    第４ 災害用伝言サービス活用体制の整備 

P91 
実施機関 県（広報部広報室、地域振興部情報政策課）、市町村、西日本電信電話株式会社、携帯電話

各社）
実施機関 県（政策企画局広聴広報課、地域振興部情報政策課）、市町村、西日本電信電話株式会社、

携帯電話各社）

時点修正 

  第８節 避難予防対策   第８節 避難予防対策

   第１ 基本的な考え方    第１ 基本的な考え方

   第２ 避難体制の整備    第２ 避難体制の整備 

P94 

１ 避難計画の策定

市町村は、次の事項に留意して避難計画を作成するとともに、自治会等を通じて、避難組織の確

１ 避難計画の策定

市町村は、次の事項に留意して避難計画を作成するとともに、自治会等を通じて、避難組織の確

防災基本計
画の反映 
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立に努める。 

なお、指定避難所の運営に当たっては運営マニュアルを作成するなど具体的な体制の整備に努め

る。 

P95 

１ 避難計画の策定

 (3) 学校等の防災計画等

実施機関 県（総務部総務課、健康福祉部青少年家庭課、教育庁)、市町村

県及び市町村は、災害後所管する学校等がとるべき行動を防災計画に明記するよう指導を行うと

ともに、連絡方法・連絡様式の整備を行い、迅速な応急対策が行えるよう事前準備を推進する。災

害後は、通信手段の途絶が予想されるので、複数の通信手段を準備し、児童等の安全な避難を支援

できるように努める。

学校等は、多数の児童等を混乱なく安全に避難させ、身体及び生命の安全を確保するために、学

校等の実態に即した適切な避難対策を立てる。

ア 防災体制の確立

（ア）防災計画

地震災害が発生した場合に児童等の生命の安全を確保するため、毎年度防災計画を作成す

る。計画作成に当たっては、授業中、休憩時間、校外活動、放課後、登下校時などを想定した

地震発生時における教職員の参集体制、初動体制（児童等の安全確認、校内外との連絡体制、

施設の安全確認等）、指定避難所の運営に係る体制などについて、具体的に作成しておく必要が

ある。

また、地震発生時、児童等が自らの判断で一次避難ができるように防災教育を充実させると

ともに、二次避難に当たっての連絡体制の整備等には、特に留意する。沿岸部にある学校等

は、津波災害を想定した対応策も計画に加えておく必要がある。

なお、災害後は電話などの連絡手段が途絶することが予想されるため、災害発生時の児童等

の引き渡し方法等、学校の防災計画についてＰＴＡ総会等の場や、学校の広報紙等を利用し、

あらかじめ保護者の理解を得ておく必要がある。

（イ）防災組織

学校等は、様々な場面を想定した教職員の参集体制・地震発生直後の初動体制・応急教育の

立案・実施、指定避難所の運営などについて、教職員個人の役割分担を明確にしておく必要が

ある。また、校長等が不在の場合も想定し、指揮系統を作成しておくことが重要である。

（ウ）施設及び設備の管理

学校等の管理は、人的側面及び物理的側面から、その本来の機能を十分発揮するよう適切に

行う。特に、施設及び設備の管理は以下の事項に留意する。

① 日常点検の実施

敷地・施設内を日常点検し、危険箇所の把握に努めるとともに、避難経路の障害物を撤去

するなどの対策を講じておくこと。

② 安全点検日

毎学期一回以上「安全点検日」を定めて、防災の視点からすべての施設及び設備を各担当

者がチェックする。

立に努める。 

なお、指定避難所の運営に当たっては運営マニュアルを作成するなど具体的な体制の整備に努め

る。 

また、市町村は、指定緊急避難場所や指定避難所に避難したホームレスについて、住民票の有無

等に関わらず適切に受け入れられるよう、地域の実情や他の避難者の心情等について勘案しなが

ら、あらかじめ受け入れる方策について定めるよう努めるものとする。 

１ 避難計画の策定

 (3) 学校等の防災計画等

実施機関 県（総務部総務課、健康福祉部青少年家庭課、子ども・子育て支援課、教育庁)、市町村

県及び市町村は、災害後所管する学校等がとるべき行動を防災計画に明記するよう指導を行うと

ともに、連絡方法・連絡様式の整備を行い、迅速な応急対策が行えるよう事前準備を推進する。災

害後は、通信手段の途絶が予想されるので、複数の通信手段を準備し、児童等の安全な避難を支援

できるように努める。

学校等は、多数の児童等を混乱なく安全に避難させ、身体及び生命の安全を確保するために、学

校等の実態に即した適切な避難対策を立てる。

ア 防災体制の確立

（ア）防災計画

地震災害が発生した場合に児童等の生命の安全を確保するため、毎年度防災計画を作成す

る。計画作成に当たっては、授業中、休憩時間、校外活動、放課後、登下校時などを想定した

地震発生時における教職員の参集体制、初動体制（児童等の安全確認、校内外との連絡体制、

施設の安全確認等）、指定避難所の運営に係る体制などについて、具体的に作成しておく必要が

ある。

また、地震発生時、児童等が自らの判断で一次避難ができるように防災教育を充実させると

ともに、二次避難に当たっての連絡体制の整備等には、特に留意する。沿岸部にある学校等

は、津波災害を想定した対応策も計画に加えておく必要がある。

なお、災害後は電話などの連絡手段が途絶することが予想されるため、災害発生時の児童等

の引き渡し方法等、学校の防災計画についてＰＴＡ総会等の場や、学校の広報紙等を利用し、

あらかじめ保護者の理解を得ておく必要がある。

（イ）防災組織

学校等は、様々な場面を想定した教職員の参集体制・地震発生直後の初動体制・応急教育の

立案・実施、指定避難所の運営などについて、教職員個人の役割分担を明確にしておく必要が

ある。また、校長等が不在の場合も想定し、指揮系統を作成しておくことが重要である。

（ウ）施設及び設備の管理

学校等の管理は、人的側面及び物理的側面から、その本来の機能を十分発揮するよう適切に

行う。特に、施設及び設備の管理は以下の事項に留意する。

① 日常点検の実施

敷地・施設内を日常点検し、危険箇所の把握に努めるとともに、避難経路の障害物を撤去

するなどの対策を講じておくこと。

② 安全点検日

毎学期一回以上「安全点検日」を定めて、防災の視点からすべての施設及び設備を各担当

者がチェックする。

時点修正 
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（エ）防火管理

地震災害での二次災害を防止するため、ガス器具類やストーブ等の防火管理に万全を期する。

イ 避難誘導

学校等は、授業中、休憩時間、放課後、登下校時・校外活動時など災害の発生時間帯別におけ

る児童等行動パターンを想定し、状況に即応した的確な判断のもとに統一のとれた行動がとれる

ように、児童等に避難方法、避難先及び避難路を周知徹底するとともに、それぞれの場面での教

職員の役割分担を明らかにしておく。

ウ 小学校就学前の乳幼児等の避難誘導

市町村は、小学校就学前の子どもたちの安全で確実な避難のため、災害発生時における幼稚

園・保育所・認定こども園等の施設と市町村間、施設間の連絡・連携体制の構築に努める。

エ その他

私立学校は、この対策に準じて自主的に対策を立てるよう指導する。

（エ）防火管理

地震災害での二次災害を防止するため、ガス器具類やストーブ等の防火管理に万全を期する。

イ 避難誘導

学校等は、授業中、休憩時間、放課後、登下校時・校外活動時など災害の発生時間帯別におけ

る児童等行動パターンを想定し、状況に即応した的確な判断のもとに統一のとれた行動がとれる

ように、児童等に避難方法、避難先及び避難路を周知徹底するとともに、それぞれの場面での教

職員の役割分担を明らかにしておく。

ウ 小学校就学前の乳幼児等の避難誘導

市町村は、小学校就学前の子どもたちの安全で確実な避難のため、災害発生時における幼稚

園・保育所・認定こども園等の施設と市町村間、施設間の連絡・連携体制の構築に努める。

エ その他

私立学校は、この対策に準じて自主的に対策を立てるよう指導する。

   第３ 指定緊急避難場所･指定避難所及び避難路の整備・周知    第３ 指定緊急避難場所･指定避難所及び避難路の整備・周知

P99 

１ 指定緊急避難場所及び指定避難所の指定等

(略) 

(2) 指定避難所の指定及び整備 

   ア （略） 

イ 指定避難所の整備 

市町村は、指定避難所となる施設については、必要に応じ、良好な生活環境を確保するため

に、給食施設、換気、冷暖房、照明等の設備の整備に努める。 

また、指定避難所において、救護施設、貯水槽、井戸、仮設トイレ、マンホールトイレ、マッ

ト、簡易ベッド、非常用電源、衛星携帯電話・無線ＬＡＮ等の通信機器等のほか、空調、洋式ト

イレなど、要配慮者にも配慮した施設・設備の整備に努めるとともに、被災者による災害情報の

入手に資するテレビ、ラジオ等の機器の整備を図る。 

ウ 指定避難所における備蓄等の推進 

市町村は、指定避難所又はその近傍で地域完結型の備蓄施設を確保し、食料、飲料水、非常用

電源、常備薬、炊き出し用具、毛布等避難生活に必要な物資等の備蓄に努める。 

なお、市町村は、指定避難所となる施設に、あらかじめ、必要な機能を整理し、備蓄場所の確

保、通信設備の整備等を進める。 

また、孤立予想地区の指定避難所は、特に、一週間程度の避難生活を想定し、必要な物資の備

蓄に努める。 

エ （略） 

１ 指定緊急避難場所及び指定避難所の指定等

(略) 

(2) 指定避難所の指定及び整備 

   ア （略） 

イ 指定避難所の整備 

市町村は、指定避難所となる施設については、必要に応じ、良好な生活環境を確保するため

に、給食施設、換気、冷暖房、照明等の設備の整備に努める。新型コロナウイルス感染症を含む

感染症対策について、感染症患者が発生した場合の対応を含め、平常時から防災担当部局と保健

福祉担当部局が連携して、必要な場合には、ホテルや旅館等の活用等を含めて検討するよう努め

るものとする。 

また、指定避難所において、救護施設、貯水槽、井戸、仮設トイレ、マンホールトイレ、マッ

ト、簡易ベッド、非常用電源、衛星携帯電話・無線ＬＡＮ等の通信機器等のほか、空調、洋式ト

イレなど、要配慮者にも配慮した施設・設備の整備に努めるとともに、被災者による災害情報の

入手に資するテレビ、ラジオ等の機器の整備を図る。 

ウ 指定避難所における備蓄等の推進 

市町村は、指定避難所又はその近傍で地域完結型の備蓄施設を確保し、食料、飲料水、非常用

電源、常備薬、マスク、消毒液、体温計、炊き出し用具、毛布等避難生活に必要な物資等の備蓄

に努める。 

なお、市町村は、指定避難所となる施設に、あらかじめ、必要な機能を整理し、備蓄場所の確

保、通信設備の整備等を進める。必要に応じ指定避難所の電力容量の拡大に努める。

また、孤立予想地区の指定避難所は、特に、一週間程度の避難生活を想定し、必要な物資の備

蓄に努める。 

エ （略） 

防災基本計
画の反映 

   第４ 応急仮設住宅の確保体制の整備

  第９節 火災予防   第９節 火災予防

   第１ 基本的な考え方    第１ 基本的な考え方

   第２ 出火防止    第２ 出火防止 

   第３ 初期消火    第３ 初期消火 
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   第４ 消防力の強化    第４ 消防力の強化 

  第10節 救急・救助体制の整備   第10節 救急・救助体制の整備

   第１ 基本的な考え方    第１ 基本的な考え方

   第２ 救急・救助体制の整備    第２ 救急・救助体制の整備 

   第３ 救急・救助用資機材等の整備    第３ 救急・救助用資機材等の整備 

  第11節 医療体制の整備   第11節 医療体制の整備

   第１ 基本的な考え方    第１ 基本的な考え方

   第２ 情報収集管理体制の整備    第２ 情報収集管理体制の整備 

   第３ 医療救護体制の整備    第３ 医療救護体制の整備 

   第４ 防災訓練    第４ 防災訓練 

  第12節 交通確保・規制体制の整備   第12節 交通確保・規制体制の整備

   第１ 基本的な考え方    第１ 基本的な考え方

   第２ 交通規制の実施責任者    第２ 交通規制の実施責任者 

   第３ 交通規制の実施体制の整備    第３ 交通規制の実施体制の整備 

   第４ 緊急通行車両等の事前届出・確認    第４ 緊急通行車両等の事前届出・確認 

  第13節 輸送体制の整備   第13節 輸送体制の整備

   第１ 基本的な考え方    第１ 基本的な考え方

P115 
 １、２ (略) 

３ 留意点

島根県地域防災計画（震災編）別添資料「島根県緊急輸送道路ネットワーク計画」（平成9年3月策

定、平成25年度改訂）を基本に輸送体制の整備を図る。 

 １、２ (略) 

３ 留意点

島根県地域防災計画（震災編）別添資料「島根県緊急輸送道路ネットワーク計画」（平成9年3月策

定、令和元年度改訂）を基本に輸送体制の整備を図る。 

時点修正

   第２ 輸送体制の整備方針    第２ 輸送体制の整備方針 

P116 

２ 関係機関相互の連携の強化

(1)～(3) (略) 

(4) 物資の調達・輸送に必要となる情報項目・単位の整理による発注方法の標準化、物資の輸送拠点

となる民間施設への非常用電源や非常用通信設備の設置に係る支援、緊急通行車両等への優先的な

燃料供給等の環境整備を推進する。 

  (5) (略) 

２ 関係機関相互の連携の強化

(1)～(3) (略) 

(4) 物資の調達・輸送に必要となる情報項目・単位の整理による発注方法の標準化、物資の輸送拠点

となる民間施設への非常用電源、燃料貯蔵設備及び非常用通信設備の設置に係る支援、緊急通行車

両等への優先的な燃料供給等の環境整備を推進する。 

  (5) (略) 

防災基本計
画の反映 

   第３ 輸送手段及び輸送施設・集積拠点等の指定    第３ 輸送手段及び輸送施設・集積拠点等の指定 

P116 

１ 輸送手段の確保及び関係機関相互の協力関係の強化

(1) (略) 

(2) 関係機関相互の協力関係の強化

関係機関相互は、災害時の迅速かつ的確な輸送手段の確保を図るため、応援要請や緊急時の通信

連絡体制等について、協力協定の締結や運用計画を作成するなど、日頃から連携を図っておく。 

平常時から関係機関や企業等との間で協定を締結するなど、連携強化を進めることにより、災害

発生時に各主体が迅速かつ効果的な災害応急対策等が行えるように努めるものとし、協定締結など

の連携強化に当たっては、実効性の確保に留意するものとする。民間事業者に委託可能な災害対策

に係る業務（被災情報の整理、支援物資の管理・輸送等）は、あらかじめ、民間事業者との間で協

１ 輸送手段の確保及び関係機関相互の協力関係の強化

(1) (略) 

(2) 関係機関相互の協力関係の強化

関係機関相互は、災害時の迅速かつ的確な輸送手段の確保を図るため、応援要請や緊急時の通信

連絡体制等について、協力協定の締結や運用計画を作成するなど、日頃から連携を図っておく。 

平常時から関係機関や企業等との間で協定を締結するなど、連携強化を進めることにより、災害

発生時に各主体が迅速かつ効果的な災害応急対策等が行えるように努めるものとし、協定締結など

の連携強化に当たっては、訓練等を通じて、発災時の連絡先、要請手続き等の確認を行うなど、実

効性の確保に留意するものとする。民間事業者に委託可能な災害対策に係る業務（被災情報の整

防災基本計
画の反映 
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定を締結しておく、輸送拠点として活用可能な民間事業者の管理する施設を把握しておくなど協力

体制を構築し、民間事業者のノウハウや能力等を活用する。 

P117 

２ 輸送施設・集積拠点等の指定

(1) 輸送施設の指定

ア 緊急輸送道路の指定 

（指定箇所については、「島根県緊急輸送道路ネットワーク計画」（平成9年3月策定、平成25
年度改訂）参照。） 

イ 港湾・漁港、空港、臨時ヘリポート等の指定 

（指定箇所については、「島根県緊急輸送道路ネットワーク計画」（平成9年3月策定、平成25

年度改訂）参照。） 

(2) 集積拠点の指定

災害時の救援物資や資機材等の集積拠点として、以下のとおり指定しておく。なお、県、市町村

及び関係機関は、緊急時における輸送の重要性にかんがみ、集積拠点の災害時の安全性を配慮しつ

つ、関係機関と協議の上、緊急輸送ネットワークの形成を図るとともに、指定公共機関その他の関

係機関等に対する周知徹底に努める。 

ア 救援物資等の備蓄・集積拠点 

（指定箇所については、「島根県緊急輸送道路ネットワーク計画」（平成9年3月策定、平成25

年度改訂）参照。）

理、支援物資の管理・輸送等）は、あらかじめ、民間事業者との間で協定を締結しておく、輸送拠

点として活用可能な民間事業者の管理する施設を把握しておくなど協力体制を構築し、民間事業者

のノウハウや能力等を活用する。 

２ 輸送施設・集積拠点等の指定

(1) 輸送施設の指定

 (略) 

ア 緊急輸送道路の指定 

（指定箇所については、「島根県緊急輸送道路ネットワーク計画」（平成9年3月策定、令和元
年度改訂）参照。） 

イ 港湾・漁港、空港、臨時ヘリポート等の指定 

（指定箇所については、「島根県緊急輸送道路ネットワーク計画」（平成9年3月策定、令和元

年度改訂）参照。） 

(2) 集積拠点の指定

災害時の救援物資や資機材等の集積拠点として、以下のとおり指定しておく。なお、県、市町村

及び関係機関は、緊急時における輸送の重要性にかんがみ、集積拠点の災害時の安全性を配慮しつ

つ、関係機関と協議の上、緊急輸送ネットワークの形成を図るとともに、指定公共機関その他の関

係機関等に対する周知徹底に努める。 

ア 救援物資等の備蓄・集積拠点 

（指定箇所については、「島根県緊急輸送道路ネットワーク計画」（平成9年3月策定、令和元

年度改訂）参照。） 

時点修正 

第４ 緊急輸送道路啓開体制の整備    第４ 緊急輸送道路啓開体制の整備 

   第５ 緊急輸送のための港湾・漁港啓開体制の整備    第５ 緊急輸送のための港湾・漁港啓開体制の整備 

  第14節 防災施設、装備等の整備   第14節 防災施設、装備等の整備

   第１ 基本的な考え方    第１ 基本的な考え方

   第２ 広域防災拠点（防災活動施設）の管理・運営    第２ 広域防災拠点（防災活動施設）の管理・運営 

   第３ 災害用臨時ヘリポートの整備    第３ 災害用臨時ヘリポートの整備 

   第４ 防災装備等の整備    第４ 防災装備等の整備 

  第15節 食料・飲料水及び生活必需品等確保・供給体制の整備   第15節 食料・飲料水及び生活必需品等確保・供給体制の整備

   第１ 基本的な考え方    第１ 基本的な考え方

P122 
１、２ (略) 

３ 留意点

(1) 想定される災害の種類と対策

備蓄数量の目標値は、県内での被害が最大となる災害及び外部支援の時期を想定し、孤立が想定

されるなど地域の地理的条件等も踏まえて設定する。 

本計画で想定する被害は、第１編第５章「地震被害想定」に示すように、島根半島沖合（F56）断

層の地震による想定被害を最大の被害とみなす。 

また、被害が一部の地域に限られる災害についても、有効に対応できるよう、各地域の備蓄物資

による相互応援が円滑にできるような緊急輸送体制を整備しておくとともに、大規模な地震が発生

した場合には、物資の調達や輸送が平時のようには実施できないという認識に立って初期の対応に

十分な量を備蓄することが必要である。 

１、２ (略) 

３ 留意点

(1) 想定される災害の種類と対策

備蓄数量の目標値は、県内での被害が最大となる災害及び外部支援の時期を想定し、孤立が想定

されるなど地域の地理的条件や過去の災害等を踏まえて設定する。 

本計画で想定する被害は、第１編第５章「地震被害想定」に示すように、島根半島沖合（F56）断

層の地震による想定被害を最大の被害とみなす。 

また、被害が一部の地域に限られる災害についても、有効に対応できるよう、各地域の備蓄物資

による相互応援が円滑にできるような緊急輸送体制を整備しておくとともに、大規模な地震が発生

した場合には、物資の調達や輸送が平時のようには実施できないという認識に立って初期の対応に

十分な量を備蓄することが必要である。 

あわせて、平時から、訓練等を通じて、物資の備蓄状況や運送手段の確認、災害協定を締結した

防災基本計
画の反映
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民間事業者等の発災時の連絡先、要請手続等の確認を行うよう努めるとともに、内閣府の物資調

達・輸送調整等支援システムを活用し、あらかじめ、備蓄物資や物資拠点の登録にも努めるものと

する。 

   第２ 食料及び給食用資機材の備蓄並びに調達体制の整備    第２ 食料及び給食用資機材の備蓄並びに調達体制の整備 

P124 

３ 食料及び給食用資機材の調達体制の整備

実施機関１ 県（農林水産部農産園芸課）

   以下、(略) 

４ 食料及び給食用資機材の輸送体制の整備

実施機関１ 県（地域振興部交通対策課、農林水産部農産園芸課）、日本通運株式会社、福山通運
株式会社、佐川急便株式会社、ヤマト運輸株式会社、西濃運輸株式会社、県トラック協会

以下、(略) 

３ 食料及び給食用資機材の調達体制の整備

実施機関１ 県（農林水産部産地支援課）

   以下、(略) 

４ 食料及び給食用資機材の輸送体制の整備

実施機関１ 県（地域振興部交通対策課、農林水産部産地支援課）、日本通運株式会社、福山通運
株式会社、佐川急便株式会社、ヤマト運輸株式会社、西濃運輸株式会社、県トラック協会

以下、(略) 

時点修正 

   第３ 飲料水及び給水用資器材の備蓄並びに調達体制の整備    第３ 飲料水及び給水用資器材の備蓄並びに調達体制の整備 

第４ 燃料等生活必需品の備蓄並びに調達体制の整備  第４ 燃料等生活必需品の備蓄並びに調達体制の整備 

   第５ 災害救助用物資・資機材の備蓄並びに調達体制の整備    第５ 災害救助用物資・資機材の備蓄並びに調達体制の整備 

P127  

燃料、発電機、建設機械等の応急・復旧活動時に有効な資機材、地域内の備蓄量、公的機関・供給事

業者等の保有量を把握した上で、不足が懸念される場合には、関係機関や民間事業者との連携に努め

る。 

県及び市町村は、災害発生時の迅速かつ円滑な救助の実施体制の構築に向けて、あらかじめ救助に必

要な施設、設備、人員等について意見交換を行うとともに、事務委任制度等の積極的な活用により役割

分担を明確化するなど、調整を行っておくものとする。

以下、(略) 

燃料、発電機、建設機械等の応急・復旧活動時に有効な資機材について、地域内の備蓄量、公的機

関・供給事業者等の保有量を把握した上で、不足が懸念される場合には、関係機関や民間事業者との連

携に努める。 

県及び電気事業者等は、大規模な災害発生のおそれがある場合には、それぞれが所有する電源車、発

電機等の現在時点の配備状況等を確認の上、リスト化するよう努めるものとする。 

また、県及び市町村は、災害発生時の迅速かつ円滑な救助の実施体制の構築に向けて、あらかじめ救

助に必要な施設、設備、人員等について意見交換を行うとともに、事務委任制度等の積極的な活用によ

り役割分担を明確化するなど、調整を行っておくとともに、災害応急対策への協力が期待される建設業

団体等の担い手の確保・育成に取り組むものとする。

電気事業者は、停電時にインターネット等を使用できない被災者に対する被害情報等の伝達に係る体

制の整備に努めるものとする。 

また、電気通信事業者は、通信の仕組みや代替通信手段の提供等について利用者への周知に努めると

ともに、通信障害が発生した場合の被災者に対する情報提供体制の整備を図るものとする。 

以下、(略) 

防災基本計
画の反映 

 第６ 医療救護資器材、医薬品の備蓄並びに調達体制の整備    第６ 医療救護資器材、医薬品の備蓄並びに調達体制の整備 

  第16節 廃棄物等の処理体制の整備   第16節 廃棄物等の処理体制の整備

   第１ 基本的な考え方    第１ 基本的な考え方

   第２ 廃棄物処理体制の整備    第２ 廃棄物処理体制の整備 

   第３ し尿処理体制の整備    第３ し尿処理体制の整備 

   第４ 応援協力体制の整備    第４ 応援協力体制の整備 

  第17節 防疫・保健衛生体制の整備   第17節 防疫・保健衛生体制の整備

   第１ 基本的な考え方    第１ 基本的な考え方

   第２ 防疫・保健衛生体制の整備    第２ 防疫・保健衛生体制の整備 
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P138 

３ 保健衛生体制の整備 

大規模災害時の保健医療活動チームの派遣調整、保健医療活動に関する情報の連携、整理及び分析

等の保健医療活動の総合調整を行うための実施体制の整備に努める。 

 以下、(略) 

３ 保健衛生体制の整備 

大規模災害時の各種保健医療活動チームの派遣調整、保健医療活動に関する情報の連携、整理及び

分析等、保健医療活動の調整を行うため、保健医療調整本部（県庁）及び、地域災害保健医療対策会

議（保健所）を設置し、実施体制の整備を図る。 

 以下、(略) 

文言修正 

   第３ 食品衛生、監視体制の整備    第３ 食品衛生、監視体制の整備 

   第４ 防疫用薬剤及び器具の備蓄    第４ 防疫用薬剤及び器具の備蓄 

   第５ 動物愛護管理体制の整備    第５ 動物愛護管理体制の整備 

  第18節 消防団及び自主防災組織の育成強化   第18節 消防団及び自主防災組織の育成強化

   第１ 基本的な考え方    第１ 基本的な考え方

   第２ 消防団の育成強化    第２ 消防団の育成強化 

   第３ 自主防災組織の育成強化    第３ 自主防災組織の育成強化 

P142 

１ 地域の自主防災組織の育成強化

(1) (略) 

(2) 現況及び短期計画

   ア 自主防災の育成 (略) 
イ 民間防火組織の育成 

県内の民間防火組織の結成状況（平成29年4月1日現在）は次のとおりである。 

（ア）幼年消防クラブ 212団体 13,773人 

（イ）少年消防クラブ  47団体  3,087人 

（ウ）婦人防火クラブ 398団体 13,660人 

１ 地域の自主防災組織の育成強化

(1) (略) 

(2) 現況及び短期計画

   ア 自主防災の育成 (略) 

イ 民間防火組織の育成 

県内の民間防火組織の結成状況（平成31年4月1日現在）は次のとおりである。 

（ア）幼年消防クラブ 207団体 13,333人 

（イ）少年消防クラブ  43団体  2,993人 

（ウ）婦人防火クラブ 365団体 12,002人 

時点修正 

   第４ 住民による地区の防災活動の推進    第４ 住民による地区の防災活動の推進 

  第19節 企業（事業所）における防災の促進   第19節 企業（事業所）における防災の促進

   第１ 基本的な考え方    第１ 基本的な考え方

   第２ 防災体制の整備    第２ 防災体制の整備 

 第３ 事業継続の取組の推進  第３ 事業継続の取組の推進 

   第４ 事業者による地区の防災活動の推進    第４ 事業者による地区の防災活動の推進 

  第20節 災害ボランティアの活動環境の整備   第20節 災害ボランティアの活動環境の整備

   第１ 基本的な考え方    第１ 基本的な考え方

   第２ 災害ボランティアの活動内容    第２ 災害ボランティアの活動内容 

   第３ 災害ボランティアとの連携体制の整備    第３ 災害ボランティアとの連携体制の整備 

   第４ 災害ボランティアの育成    第４ 災害ボランティアの育成 

   第５ 災害ボランティアコーディネーターの育成    第５ 災害ボランティアコーディネーターの育成 

   第６ 災害ボランティアの普及・啓発    第６ 災害ボランティアの普及・啓発 

  第21節 防災教育   第21節 防災教育

   第１ 基本的な考え方    第１ 基本的な考え方

   第２ 県及び市町村職員に対する防災教育    第２ 県及び市町村職員に対する防災教育 

   第３ 県民に対する防災教育    第３ 県民に対する防災教育 

P149 

２ 周知内容
  (1)(2) (略) 

２ 周知内容
  (1)(2) (略) 

防災基本計
画の反映 
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(3) 地震災害に対する平素の心得 
   ア～キ (略) 

ク 非常持出品の確認（貴重品、携帯ラジオ、懐中電灯、乾電池、衣類、応急医薬品、非常食のほ

か、紙おむつや粉ミルクなど家族構成にあわせて準備） 
   ケ～セ (略) 

 (新設) 

(3) 地震災害に対する平素の心得 
   ア～キ (略) 

ク 非常持出品の確認（貴重品、携帯ラジオ、懐中電灯、乾電池、衣類、応急医薬品、非常食、マ

スク、消毒液、体温計のほか、紙おむつや粉ミルクなど家族構成にあわせて準備） 

ケ～ソ (略) 

ソ 自動車へのこまめな満タン給油 

   第４ 学校教育における防災教育    第４ 学校教育における防災教育

   第５ 防災上重要な施設の職員等に対する教育    第５ 防災上重要な施設の職員等に対する教育 

   第６ 事業所における防災の推進    第６ 事業所における防災の推進 

   第７ 災害教訓の伝承    第７ 災害教訓の伝承 

  第22節 防災訓練   第22節 防災訓練

   第１ 基本的な考え方    第１ 基本的な考え方

   第２ 総合防災訓練    第２ 総合防災訓練 

   第３ シミュレーション訓練（図上訓練）    第３ シミュレーション訓練（図上訓練） 

   第４ 個別訓練    第４ 個別訓練 

  第23節 要配慮者等安全確保体制の整備   第23節 要配慮者等安全確保体制の整備

   第１ 基本的な考え方    第１ 基本的な考え方

   第２ 避難行動要支援者等支援体制の構築    第２ 避難行動要支援者等支援体制の構築 

   第３ 地域における要配慮者対策    第３ 地域における要配慮者対策

 第４ 社会福祉施設・病院等における要配慮者対策 第４ 社会福祉施設・病院等における要配慮者対策

P161 

１ 防災設備等の整備

社会福祉施設、保育所、病院等の管理者は、要配慮者に配慮し、電気、水道等の供給停止に備え、
施設入所者等が最低限の生活維持に必要な食料、飲料水、介護用品、医薬品・医療用資器材等の備蓄
を行うとともに、当該施設で予想される災害の種類に応じた防災資機材や非常用自家発電機及び燃料
等の備蓄・整備に努める。

以下、(略) 

１ 防災設備等の整備

社会福祉施設、保育所、病院等の管理者は、要配慮者に配慮し、電気、水道等の供給停止に備え、

施設入所者等が最低限の生活維持に必要な食料、飲料水、介護用品、医薬品・医療用資器材等の備蓄

を行うとともに、当該施設で予想される災害の種類に応じた防災資機材や非常用自家発電機及び燃料

等の備蓄・整備に努める。また、病院、要配慮者に関わる社会福祉施設等の人命に関わる重要施設の

管理者は、発災後７２時間の事業継続が可能となる非常用電源を確保するよう努めるものとする。

以下、(略) 

防災基本計
画の反映 

  第24節 孤立地区対策   第24節 孤立地区対策

   第１ 基本的な考え方    第１ 基本的な考え方

   第２ 通信手段の確保    第２ 通信手段の確保 

   第３ 物資供給・救助体制の確立    第３ 物資供給・救助体制の確立 

   第４ 孤立に強い地区づくり    第４ 孤立に強い地区づくり 

   第５ 道路寸断への対応    第５ 道路寸断への対応 

  第25節 調査研究   第25節 調査研究

   第１ 基本的な考え方    第１ 基本的な考え方

   第２ 震災対策調査研究の推進    第２ 震災対策調査研究の推進 

   第３ 地域危険度調査研究の促進    第３ 地域危険度調査研究の促進 

 第２章 地震災害応急対策計画  第２章 地震災害応急対策計画 

  第１ 活動体制の確立に関する対策   第１ 活動体制の確立に関する対策 

  第２ 被害の拡大を防止するための応急対策の実施   第２ 被害の拡大を防止するための応急対策の実施 

  第３ 被災者の保護と社会秩序の安全を図るための応急対策の実施   第３ 被災者の保護と社会秩序の安全を図るための応急対策の実施 

  第１節 応急活動体制   第１節 応急活動体制 
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   第１ 基本的な考え方    第１ 基本的な考え方 

   第２ 県の応急活動体制    第２ 県の応急活動体制 

P170 
 表「地震災害体制の基準」中 「消防総務及び防災危機管理課」 

P174 

２ 地震災害体制の決定、動員及び本部等の運営

(1)～(3) (略) 

(4) 警戒体制及び地区警戒体制 

ア 体制の基準、決定、設置の手続 

県内の地域で震度３の地震が観測されたとき、本庁は、消防総務課及び防災危機管理課の指定

された職員により災害警戒本部設置前の警戒体制をとる。地方機関は、本体制の配備はとらな

い。 

イ 動員 

県内の地域で震度３の地震が観測されたとき、消防総務課及び防災危機管理課の指定された職

員を自動配備する。あらかじめ指定された関係職員は直ちに登庁し、災害情報の収集等、初期の

災害応急対策に従事する。 

ウ 廃止の基準 

初期の災害応急対策を実施し、特に本体制を要しないと認めたとき、本庁においては、防災危

機管理課長の判断により廃止を決定し、地方機関においては、防災危機管理課長と協議のうえ廃

止を決定する。 

P175 
２ 災害体制の決定、動員及び本部等の運営 
(5) 災害警戒本部及び地区災害警戒本部体制 

警戒本部の構成員 

構       成       員 

防災部長、防災部次長、防災危機管理課長、政策企画監（総務担当）、総務課長、広報室

長、消防総務課長、地域政策課長、交通対策課長、環境生活総務課長、健康福祉総務課

長、農林水産総務課長、農地整備課長、森林整備課長、水産課長、商工政策課長、土木総

務課長、道路維持課長、河川課長、港湾空港課長、砂防課長、建築住宅課長、出納局会計

課長、企業局総務課長、病院局県立病院課長、教育庁総務課長、警察本部警備課長 

P179 
図2.2.1.2 島根県災害災害対策本部（県庁） 
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表「地震災害体制の基準」中 「防災部」 

２ 地震災害体制の決定、動員及び本部等の運営

(1)～(3) (略) 

(4) 警戒体制及び地区警戒体制 

ア 体制の基準、決定、設置の手続 

県内の地域で震度３の地震が観測されたとき、本庁は、防災部の指定された職員により災害警

戒本部設置前の警戒体制をとる。地方機関は、本体制の配備はとらない。 

イ 動員 

県内の地域で震度３の地震が観測されたとき、防災部の指定された職員を自動配備する。あら

かじめ指定された関係職員は直ちに登庁し、災害情報の収集等、初期の災害応急対策に従事す

る。 

ウ 廃止の基準 

初期の災害応急対策を実施し、特に本体制を要しないと認めたとき、本庁においては、防災危

機管理課長の判断により廃止を決定する。 

２ 災害体制の決定、動員及び本部等の運営 
(5) 災害警戒本部及び地区災害警戒本部体制 

警戒本部の構成員 

構       成       員 

防災部長、防災部次長、防災危機管理課長、政策企画監（総務担当）、広聴広報課長、総

務課長、消防総務課長、地域政策課長、交通対策課長、環境生活総務課長、健康福祉総務

課長、農林水産総務課長、農地整備課長、森林整備課長、水産課長、商工政策課長、土木

総務課長、道路維持課長、河川課長、港湾空港課長、砂防課長、建築住宅課長、出納局会

計課長、企業局総務課長、病院局県立病院課長、教育庁総務課長、警察本部警備課長 

図2.2.1.2 島根県災害災害対策本部（県庁） 
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P185 

４ 従事命令、協力命令の実施体制（災害対策基本法第71条） 

(2) 従事命令、協力命令の対象者 

従事命令、協力命令の種別による従事等対象者は、次の表に掲げるとおりとする。

命  令  区  分 従  事  対  象  者 

消 防 作 業 火災の現場付近にある者 

水 防 作 業 区域内にある者又は水防の現場にある者 

災 害 救 助 そ の 他 の 作 業 

（災害救助法及び災害対策基本法 

による知事の従事命令） 

１．医師、歯科医師又は薬剤師 

２．保健師、助産師、看護師、准看護師、診療放射線

技師、臨床検査技師、臨床工学技士、救急救命士又

は歯科衛生士 

３．土木技術者又は建築技術者 

４．大工、左官又はとび職 

５．土木業者又は建築業及びこれらの者の従業者 

６．鉄道事業者及びその従業者 

７．軌道経営者及びその従業者 

８．自動車運送事業者及びその従業者 

９．船舶運送業者及びその従業者 

10．港湾運送業者及びその従業者 

災害救助その他の作業(協力命令) 救助を要する者及びその近隣の者 

災害応急対策全般（災害対策基本

法）による市町村長、警察官、海

上保安官の従事命令 

市町村区域内の住民又は当該応急措置を実施すべき 

現場にある者 

P186 

(6) 損害補償（災害対策基本法第82条、災害救助法第12条、消防法第36条の3、水防法第34条） 

  以下、(略) 

４ 従事命令、協力命令の実施体制（災害対策基本法第71条） 

(2) 従事命令、協力命令の対象者 

従事命令、協力命令の種別による従事等対象者は、次の表に掲げるとおりとする。

命  令  区  分 従  事  対  象  者 

消 防 作 業 火災の現場付近にある者 

水 防 作 業 区域内に居住する者又は水防の現場にある者 

災 害 救 助 そ の 他 の 作 業 

（災害救助法及び災害対策基本法 

による知事の従事命令） 

１．医師、歯科医師又は薬剤師 

２．保健師、助産師、看護師、准看護師、診療放射線

技師、臨床検査技師、臨床工学技士、救急救命士又

は歯科衛生士 

３．土木技術者又は建築技術者 

４．大工、左官又はとび職 

５．土木業者又は建築業及びこれらの者の従業者 

６．鉄道事業者及びその従業者 

７．軌道経営者及びその従業者 

８．自動車運送事業者及びその従業者 

９．船舶運送業者及びその従業者 

10．港湾運送業者及びその従業者 

災害救助その他の作業(協力命令) 救助を要する者及びその近隣の者 

災害応急対策全般（災害対策基本

法）による市町村長、警察官、海

上保安官の従事命令 

市町村区域内の住民又は当該応急措置を実施すべき 

現場にある者 

(6) 損害補償（災害対策基本法第82条、災害救助法第12条、消防法第36条の3、水防法第45条） 

  以下、(略)

文言修正 

文言修正 

   第３ 市町村の応急活動体制の確立    第３ 市町村の応急活動体制の確立 

   第４ 防災関係機関等の応急活動体制の確立    第４ 防災関係機関等の応急活動体制の確立 

  第２節 災害情報の収集・伝達   第２節 災害情報の収集・伝達 

   第１ 基本的な考え方    第１ 基本的な考え方 

   第２ 情報管理体制の確立    第２ 情報管理体制の確立 

P191 
実施機関 県（広報部広報室、防災部消防総務課、地域振興部情報政策課）、市町村、防災関係機関 実施機関 県（政策企画局広聴広報課、防災部消防総務課、地域振興部情報政策課）、市町村、防災関

係機関

時点修正 

   第３ 地震情報の収集・伝達    第３ 地震情報の収集・伝達 
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P195 

１ 地震に関する情報の発表、伝達及び種類

(1)(2) (略)

(3) 種類及び内容

ア 地震に関する情報の種類と内容は次のとおりである。 

地震情報 

の種類 
発表基準 内   容 

震度速報 ・震度３以上 

地震発生約１分半後に、震度３以上を観測した

地域名（全国を約190地域に区分）と地震の揺れ

の発現時刻を速報。 

震源に関する

情報 

・震度３以上 

 （大津波警報、津波警報または津

波注意報を発表した場合は発表し

ない） 

地震の発生場所（震源）やその規模（マグニチ

ュード）を発表。 

「津波の心配がない」または「若干の海面変動

があるかもしれないが被害の心配はない」旨を

付加。 

震源・震度に

関する情報 

以下のいずれかを満たした場合 

・震度３以上 

・大津波警報、津波警報または津波

注意報発表時 

・若干の海面変動が予想される場合 

・緊急地震速報（警報）を発表した

場合 

地震の発生場所（震源）やその規模（マグニチ

ュード）、震度３以上の地域名と市町村名を発

表。 

震度５弱以上と考えられる地域で、震度を入手

していない地点がある場合は、その市町村名を

発表。 

各地の震度に

関する情報 
・震度１以上 

震度１以上を観測した地点のほか、地震の発生

場所（震源）やその規模（マグニチュード）を

発表。 

震度５弱以上と考えられる地域で、震度を入手

していない地点がある場合は、その地点名を発

表。 

その他の情報 
・顕著な地震の震源要素を更新した

場合や地震が多発した場合など 

顕著な地震の震源要素更新のお知らせや地震が

多発した場合の震度１以上を観測した地震回数

情報等を発表。 

推計震度分布

図 
・震度５弱以上 

観測した各地の震度データをもとに、１㎞四方

ごとに推計した震度（震度４以上）を図情報と

して発表。 

遠地地震に関

する情報 

国外で発生した地震について以下の

いずれかを満たした場合等 

・マグニチュード7.0以上 

・都市部など著しい被害が発生する

可能性がある地域で規模の大きな

地震を観測した場合 

地震の発生時刻、発生場所（震源）及びその規

模（マグニチュード）を概ね30分以内に発表。 

日本や国外への津波の影響に関しても記述して

発表。 

イ その他、気象庁の提供資料  

・地震解説資料  

P195 

１ 地震に関する情報の発表、伝達及び種類

(1)(2) (略)

(3) 種類及び内容

ア 地震に関する情報の種類と内容は次のとおりである。 

地震情報 

の種類 
発表基準 内   容 

震度速報 ・震度３以上 

地震発生約１分半後に、震度３以上を観測した

地域名（全国を約190地域に区分）と地震の揺れ

の検知時刻を速報。 

震源に関する

情報 

・震度３以上 

 （大津波警報、津波警報または津

波注意報を発表した場合は発表し

ない） 

地震の発生場所（震源）やその規模（マグニチ

ュード）を発表。 

「津波の心配がない」または「若干の海面変動

があるかもしれないが被害の心配はない」旨を

付加。 

震源・震度に

関する情報 

以下のいずれかを満たした場合 

・震度３以上 

・大津波警報、津波警報または津波

注意報発表時 

・若干の海面変動が予想される場合 

・緊急地震速報（警報）を発表した

場合 

地震の発生場所（震源）やその規模（マグニチ

ュード）、震度３以上の地域名と市町村名を発

表。 

震度５弱以上と考えられる地域で、震度を入手

していない地点がある場合は、その市町村名を

発表。 

各地の震度に

関する情報 
・震度１以上 

震度１以上を観測した地点のほか、地震の発生

場所（震源）やその規模（マグニチュード）を

発表。 

震度５弱以上と考えられる地域で、震度を入手

していない地点がある場合は、その地点名を発

表。 

その他の情報 
・顕著な地震の震源要素を更新した

場合や地震が多発した場合など 

顕著な地震の震源要素更新のお知らせや地震が

多発した場合の震度１以上を観測した地震回数

情報等を発表。 

推計震度分布

図 
・震度５弱以上 

観測した各地の震度データをもとに、１㎞四方

ごとに推計した震度（震度４以上）を図情報と

して発表。 

遠地地震に関

する情報 

国外で発生した地震について以下の

いずれかを満たした場合等 

・マグニチュード7.0以上 

・都市部など著しい被害が発生する

可能性がある地域で規模の大きな

地震を観測した場合 

地震の発生時刻、発生場所（震源）及びその規

模（マグニチュード）を概ね30分以内に発表。 

日本や国外への津波の影響に関しても記述して

発表。 

長周期地震動

に関する観測

情報 

・震度３以上 

高層ビル内での被害の発生可能性等について、

地震の発生場所（震源）やその規模（マグニチ

ュード）、地域ごと及び地点ごとの長周期地震

文言修正 
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発表基準：震度 4 以上の揺れを観測した時等  

内  容：担当区域内の沿岸に対し大津波警報・津波警報・津波注意報が発表された時や担当

区域内で震度4以上の揺れを観測した時等に防災等に係る活動の利用に資するよう緊

急地震速報、大津波警報・津波警報・津波注意報並びに津波に関する情報や関連資

料を編集した資料。 

・管内地震活動図及び週間地震概況
発表基準：定期
内  容：地震及び津波に係る災害予想図の作成その他防災に係る関係者の活動を支援するため

に管区・地方気象台等で月毎または週毎に作成する地震活動状況等に関する資料（管
内地震活動図）。 また、気象庁本庁、管区気象台及び沖縄地方気象台は週毎の資料を
作成する（週間地震概況）。毎週金曜日に発表。

動階級等を発表（地震発生から約 20～30 分後

に気象庁ホームページ上に掲載）。 

イ その他、気象庁の提供資料  

地震活動に関する解説資料等 

地震情報以外に、地震活動の状況等をお知らせするために気象庁本庁及び管区・地方気象台等が

関係地方公共団体、報道機関等に提供している資料。 

解説資料等の種類 発表基準 内容 

地震解説資料（速報版） 以下のいずれかを満たした場合

に、一つの現象に対して一度だ

け発表 

・津波警報・注意報発表時 

・（担当地域で）震度４以上を

観測（ただし、地震が頻発して

いる場合、その都度の発表はし

ない。） 

地震発生後 30 分程度を目途

に、地方公共団体が初動期の判

断のため、状況把握等に活用 

できるように、地震の概要、当

該都道府県の情報等、及び津波

や地震の図情報を取りまとめた

資料。 

地震解説資料（詳細版） 以下のいずれかを満たした場合

に発表するほか、状況に応じて

必要となる続報を適宜発表 

・津波警報・注意報発表時 

・（担当地域で）震度５弱以上

を観測 

・社会的に関心の高い地震が発

生 

地震発生後１～２時間を目途に

第１号を発表し、地震や津波の

特徴を解説するため、地震解説

資料（速報版）の内容に加え

て、防災上の留意事項やその後

の地震活動の見通し、津波や長

周期地震動の観測状況、緊急地

震速報の発表状況、周辺の地域

の過去の地震活動など、より詳

しい状況等を取りまとめた資

料。 

管内地震活動図 ・定期（毎月初旬） 気象庁本庁、管区気象台及び沖

縄気象台が発表する、地震・津

波に係る災害予想図の作成、そ

の他防災に係る活動を支援する

ために、毎月の各地方の地震活

動の状況をとりまとめた地震活

動の傾向等を示す資料。 

島根県の地震 ・定期（毎月） 地震・津波に係る災害予想図の

作成、その他防災に係る活動を

支援するために、毎月の島根県

の地震活動の状況をとりまとめ

た地震活動の傾向等を示す資

料。 

週間地震概況 ・定期（毎週金曜） 気象庁本庁、管区気象台及び沖

縄気象台が発表する、防災に係

る活動を支援するために、週ご

との各地方の地震活動の状況を

とりまとめた資料。 
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P200 

(5) 震度情報ネットワークシステム

島根県内の震度観測地点 一覧表中 

68 隠岐の島町城北町 島根県 隠岐郡隠岐の島町城北町１（隠岐の島町役場） 

(5) 震度情報ネットワークシステム

島根県内の震度観測地点 一覧表中 

68 隠岐の島町下西 島根県 隠岐郡隠岐の島町下西 78番地 2（隠岐の島町役場） 

文言修正 
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   第４ 被害情報等の収集・伝達    第４ 被害情報等の収集・伝達 

P201 

１ 被害情報等の収集・伝達系統

   (略) 

２ 被害情報の収集・把握

   (1)(2) (略) 

(3) ヘリコプター等による情報収集

県は、震度５弱以上の地震を観測した場合、又は大津波警報、津波警報が発表された場合、災

害現場の状況を迅速かつ的確に把握するため、直ちに防災ヘリコプターによる上空からの偵察等

を行い、被災地のヘリテレ映像を県庁及び合同庁舎等に一斉放送する。また、警察用航空機のヘ

リコプターテレビシステム、商用テレビ放送及びビデオカメラ、職員等のデジタルカメラ等によ

る画像情報、自衛隊や海上保安庁の航空機等の上空からの目視情報等と併せて情報収集する。ま

た、衛星車載局により地上からの情報も収集する。 

情報収集で得た航空写真・画像等については、ライフライン施設等の被害状況の早期把握のた

め、ライフライン事業者等の要望に応じて、情報提供に努める。 

   (4) (略)

P206 

４ 災害状況の通報及び被害状況報告

(2) 県及び市町村における通報及び報告 

○県における情報収集要領 

（オ）防災危機管理課長（事務局長）は、各部等の災害情報収集担当課長からの報告を取りまとめ、
知事（本部長）に報告するとともに、広報室と連携し報道関係機関に発表する。ただし、防災危
機管理課長が指示した場合には、各部等の災害情報収集担当課長が報告又は発表できる。

なお、関係機関及び東京事務所等へは、法律その他政令等に定めるもののほか必要に応じ通報

連絡する。 

P210 
（報告様式別報告系統 15～20）

農 業 被 害 速 報

 ④
支庁農林局 

農林振興センター

⑤
農林水産部 
農産園芸課 

⑥
防災危機管理課
(県災対本部)

15 様式第9号の4 市町村    

農作物関係被害

 ④

支庁農林局 
農林振興センター

⑤

農林水産部 
農産園芸課 

⑥

防災危機管理課
(県災対本部)

16
様式第10号の
1 

市町村 

果樹等樹体 
被 害

 ④

支庁農林局 
農林振興センター

⑤

農林水産部 
農産園芸課 

⑥

防災危機管理課
(県災対本部)

17
様式第10号の
2 

市町村 

農業非共同利用
施 設 被 害

 ④
支庁農林局 

農林振興センター

⑤
農林水産部 
農産園芸課 

⑥
防災危機管理課
(県災対本部)18

様式第10号の

3 
市町村 

１ 被害情報等の収集・伝達系統

   (略) 

２ 被害情報の収集・把握

   (1)(2) (略) 

(3) ヘリコプター等による情報収集

県は、震度５弱以上の地震を観測した場合、又は大津波警報、津波警報が発表された場合、災

害現場の状況を迅速かつ的確に把握するため、直ちに防災ヘリコプターによる上空からの偵察等

を行い、被災地のヘリテレ映像を県庁及び合同庁舎等に一斉放送する。また、警察用航空機のヘ

リコプターテレビシステム、商用テレビ放送及びビデオカメラ、職員等のデジタルカメラ等によ

る画像情報、自衛隊や海上保安庁の航空機等の上空からの目視情報等と併せて情報収集する。ま

た、衛星車載局により地上からの情報も収集する。無人航空機を活用した情報収集についても体

制整備を進める。

情報収集で得た航空写真・画像等については、ライフライン施設等の被害状況の早期把握のた

め、ライフライン事業者等の要望に応じて、情報提供に努める。 

   (4) (略)

４ 災害状況の通報及び被害状況報告

(2) 県及び市町村における通報及び報告 

○県における情報収集要領 

（オ）防災危機管理課長（事務局長）は、各部等の災害情報収集担当課長からの報告を取りまとめ、
知事（本部長）に報告するとともに、広聴広報課と連携し報道関係機関に発表する。ただし、防
災危機管理課長が指示した場合には、各部等の災害情報収集担当課長が報告又は発表できる。

なお、関係機関及び東京事務所等へは、法律その他政令等に定めるもののほか必要に応じ通報

連絡する。 

（報告様式別報告系統 15～20）

農 業 被 害 速 報

 ④
支庁農林局 

農林振興センター

⑤
農林水産部 
農畜産課 

⑥
防災危機管理課

(県災対本部)
15 様式第9号の4 市町村    

農作物関係被害

 ④

支庁農林局 

農林振興センター

⑤

農林水産部 

農畜産課 

⑥

防災危機管理課

(県災対本部)
16

様式第10号の

1 
市町村 

果樹等樹体 
被 害

 ④

支庁農林局 
農林振興センター

⑤

農林水産部 
農畜産課 

⑥

防災危機管理課
(県災対本部)

17
様式第10号の
2 

市町村 

農業非共同利用
施 設 被 害

 ④
支庁農林局 

農林振興センター

⑤
農林水産部 
農畜産課 

⑥
防災危機管理課

(県災対本部)18
様式第10号の
3 

市町村 

防災基本計
画の反映 

時点修正 
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畜 産 関 係 被 害

 ④
支庁農林局 

農林振興センター

⑤
農林水産部 

畜産課 

⑥
防災危機管理課

(県災対本部)
19 様式第12号 市町村    

農 業 共 同 利 用

施 設 被 害

 ④
支庁農林局 

農林振興センター

⑤
農林水産部 

農業経営課 

⑥
防災危機管理課

(県災対本部)
20 様式第13号 市町村    

畜 産 関 係 被 害

 ④
支庁農林局 

農林振興センター

⑤
農林水産部 

農畜産課 

⑥
防災危機管理課

(県災対本部)
19 様式第12号 市町村    

農 業 共 同 利 用

施 設 被 害

 ④
支庁農林局 

農林振興センター

⑤
農林水産部 

農畜産課 

⑥
防災危機管理課

(県災対本部)
20 様式第13号 市町村    

  第３節 災害広報   第３節 災害広報 

   第１ 基本的な考え方    第１ 基本的な考え方 

   第２ 県による災害広報の実施    第２ 県による災害広報の実施 

P213 
実施機関 県（広報部広報室、地域振興部情報政策課）

P215 

１ 広報の内容 (略) 

２ 広報の方法

(1) 一般広報

県は、関係各課の保有する以下の広報媒体等を活用するほか、関係各課、関係機関が連携するこ

とにより効果的な広報活動を実施する。その際、視聴覚障がい者、高齢者、外国人等に十分配慮す

る。 

ア 県広報車による広報（広報車保有課。局地的災害の場合） 

イ 県防災ヘリコプターによる広報（防災部消防総務課） 

ウ 県広報誌など活字媒体による広報（広報部広報室） 

エ ラジオ、テレビ、ケーブルテレビ等放送媒体による広報（広報部広報室） 

オ 新聞・通信等の紙面の買い取りによる広報（広報部広報室） 

カ インターネットによる広報 

（ア）総合防災情報システム及び報道発表資料による県のホームページを活用した広報（広報部広

報室、防災部防災危機管理課、地域振興部情報政策課） 

（イ）携帯電話を活用した情報提供 

（ウ）ポータルサイト・サーバー運営業者の協力による広報（広報部広報室、防災部防災危機管理

課） 

(2)(3) (略) 

P216 

(4) 指定避難所等への広報 

指定避難所等にいる被災者は情報を得る手段が限られていることから、被災者生活支援に関する

情報については紙媒体でも情報提供を行うなど、適切に情報提供がなされるよう努める。その際、

視聴覚障がい者、高齢者、外国人等に十分配慮する。 

このほか、在宅での避難者、応急仮設住宅として供与される賃貸住宅への避難者、所在を把握で

きる広域避難者に配慮した伝達を行う。 

実施機関 県（政策企画局広報広聴課、防災部消防総務課、地域振興部情報政策課）

１ 広報の内容 (略) 

２ 広報の方法

(1) 一般広報

県は、関係各課の保有する以下の広報媒体等を活用するほか、関係各課、関係機関が連携するこ

とにより効果的な広報活動を実施する。その際、視聴覚障がい者、高齢者、外国人等に十分配慮す

る。 

ア 県広報車による広報（広報車保有課。局地的災害の場合） 

イ 県防災ヘリコプターによる広報（防災部消防総務課） 

ウ 県広報誌など活字媒体による広報（政策企画局広聴広報課） 

エ ラジオ、テレビ、ケーブルテレビ等放送媒体による広報（政策企画局広聴広報課） 

オ 新聞・通信等の紙面の買い取りによる広報（政策企画局広聴広報課） 

カ インターネットによる広報 

（ア）総合防災情報システム及び報道発表資料による県のホームページを活用した広報（広政策企

画局広聴広報課、防災部防災危機管理課、地域振興部情報政策課） 

（イ）携帯電話を活用した情報提供 

（ウ）ポータルサイト・サーバー運営業者の協力による広報（政策企画局広聴広報課、防災部防災

危機管理課） 

(2)(3) (略) 

(4) 指定避難所等への広報 

指定避難所等にいる被災者は情報を得る手段が限られていることから、被災者生活支援に関する

情報についてはチラシの張り出し、配布等の紙媒体でも情報提供を行うなど、適切に情報提供がな

されるよう努める。その際、視聴覚障がい者、高齢者、外国人等に十分配慮する。 

このほか、在宅での避難者、応急仮設住宅として供与される賃貸住宅への避難者、所在を把握で

きる広域避難者に配慮した伝達を行う。 

時点修正 

防災基本計
画の反映 

   第３ 市町村による災害広報の実施 

P217  防災基本計



島根県地域防災計画（震災編） 新旧対照表 

29 

Ｒ２．３ 現 行 Ｒ３．〇 修 正 摘要 

１ 基本事項

(略) 

２ 広報の内容及び方法

 (1) 一般広報

ア 広報内容 

イ 広報の方法 

市町村が保有する以下の広報手段を最大限活用した災害広報を実施する。その際、視聴覚障が

い者、高齢者、外国人等に十分配慮する。なお、災害の程度により、広報の手段を著しく欠いた

ときは、県又は報道機関に協力を要請して災害広報を実施する。 

また、指定避難所等にいる被災者は情報を得る手段が限られていることから、被災者生活支援

に関する情報については紙媒体でも情報提供を行うなど、適切に情報提供がなされるよう努め

る。 

このほか、在宅での避難者、応急仮設住宅として供与される賃貸住宅への避難者、所在を把握

できる広域避難者に配慮した伝達を行う。 

以下、(略) 

１ 基本事項

(略) 

２ 広報の内容及び方法

 (1) 一般広報

ア 広報内容 

イ 広報の方法 

市町村が保有する以下の広報手段を最大限活用した災害広報を実施する。その際、視聴覚障が

い者、高齢者、外国人等に十分配慮する。なお、災害の程度により、広報の手段を著しく欠いた

ときは、県又は報道機関に協力を要請して災害広報を実施する。 

また、指定避難所等にいる被災者は情報を得る手段が限られていることから、被災者生活支援

に関する情報についてはチラシの張り出し、配布等の紙媒体でも情報提供を行うなど、適切に情

報提供がなされるよう努める。 

このほか、在宅での避難者、応急仮設住宅として供与される賃貸住宅への避難者、所在を把握

できる広域避難者に配慮した伝達を行う。 

以下、(略) 

画の反映 

   第４ 関係機関等による災害広報の実施    第４ 関係機関等による災害広報の実施 

P217 

１ 基本事項

(略) 

２ 広報の方法

(1) 広報の内容 (略) 

(2) 広報の方法

各防災関係機関は、保有する広報手段を活用し、相互に連携を取りながら広報活動を実施する。 

防災関係機関は、報道機関に対して広報を実施した場合、発表後速やかにその内容を県災害対策

本部広報班長に報告する。 

また、県災害対策本部に定期的に所管施設の被害、復旧見通し等の情報を提供するなど、情報の

共有に努める。 

広報の実施に当たっては、視聴覚障がい者、高齢者、外国人等に十分配慮するとともに、指定避

難所等にいる被災者は情報を得る手段が限られていることから、被災者生活支援に関する情報につ

いては紙媒体でも情報提供を行うなど、適切に情報提供がなされるよう努める。 

このほか、在宅での避難者、応急仮設住宅として供与される賃貸住宅への避難者、所在を把握で

きる広域避難者に配慮した伝達を行う。 

１ 基本事項

(略) 

２ 広報の方法

(1) 広報の内容 (略) 

(2) 広報の方法

各防災関係機関は、保有する広報手段を活用し、相互に連携を取りながら広報活動を実施する。 

防災関係機関は、報道機関に対して広報を実施した場合、発表後速やかにその内容を県災害対策

本部広報班長に報告する。 

また、県災害対策本部に定期的に所管施設の被害、復旧見通し等の情報を提供するなど、情報の

共有に努める。 

広報の実施に当たっては、視聴覚障がい者、高齢者、外国人等に十分配慮するとともに、指定避

難所等にいる被災者は情報を得る手段が限られていることから、被災者生活支援に関する情報につ

いてはチラシの張り出し、配布等の紙媒体でも情報提供を行うなど、適切に情報提供がなされるよ

う努める。 

このほか、在宅での避難者、応急仮設住宅として供与される賃貸住宅への避難者、所在を把握で

きる広域避難者に配慮した伝達を行う。 

防災基本計
画の反映 

   第５ 住民等からの問い合わせに対する対応    第５ 住民等からの問い合わせに対する対応 

P218 
(2) 安否情報の提供 

    県及び市町村は、被災者の安否について住民等から照会があったときは、被災者等の権利利益を

不当に侵害することのないよう配慮しつつ、消防、救助等人命に関わるような災害発生直後の緊急

性の高い応急措置に支障を及ぼさない範囲で、可能な限り安否情報を回答するよう努める。この場

合において、県及び市町村は、安否情報の適切な提供のために必要と認めるときは、関係地方公共

(2) 安否情報の提供 

    県及び市町村は、被災者の安否について住民等から照会があったときは、被災者等の権利利益を

不当に侵害することのないよう配慮しつつ、消防、救助等人命に関わるような災害発生直後の緊急

性の高い応急措置に支障を及ぼさない範囲で、可能な限り安否情報を回答するよう努める。この場

合において、県及び市町村は、安否情報の適切な提供のために必要と認めるときは、関係地方公共

文言修正 
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団体、消防機関、警察本部等と協力して、被災者に関する情報の収集に努める。なお、被災者の中

に、配偶者からの暴力等を受け加害者から追跡されて危害を受けるおそれがある者等が含まれる場

合は、その加害者等に居場所が知られることのないよう当該被災者の個人情報の管理を徹底する。 

団体、消防機関、警察本部等と協力して、被災者に関する情報の収集に努める。なお、被災者の中

に、配偶者からの暴力やストーカー行為を受け加害者から追跡されて危害を受けるおそれがある者

等が含まれる場合は、その加害者等に居場所が知られることのないよう当該被災者の個人情報の管

理を徹底する。 

  第４節 広域応援体制   第４節 広域応援体制 

   第１ 基本的な考え方    第１ 基本的な考え方 

P219 

１ 趣旨  (略) 

２ 対策の体系  (略) 

３ 留意点 

１ 趣旨  (略) 

２ 対策の体系  (略) 

３ 留意点

地震災害時に協定等に基づく応援要請が迅速に行えるよう、職員の研修、訓練等を実施し協定の実

効性の確保に努める。また、県及び市町村は、職員を派遣する場合、地域や災害の特性等を考慮した

職員の選定に努めるとともに、土木・建築職などの技術職員が不足している市町村への中長期派遣等

による支援を行うため、技術職員の確保及び派遣体制の整備に努めるものとする。 

防災基本計
画の反映 

   第２ 県における広域応援体制    第２ 県における広域応援体制 

P222 

３ 職員の派遣又は派遣斡旋の要請

(5) 被災市区町村応援職員確保システム・災害マネジメント総括支援員制度[総務省] 

県は、大規模災害が発生し、県内の市町村が上記(2)アでは、被災者の救助等の対策が十分に実施

できず、上記(2)イによる応援でも対策が不十分であり、全国的な応援が要すると見込まれるとき

は、被災市区町村応援職員確保システム・災害マネジメント総括支援員制度に基づき、全国の地方

公共団体から応援を受け入れるため、被災市区町村応援職員確保調整本部に対して応援を要請す

る。 

また、県は国と連携し、訓練等を通じて、被災市区町村応援職員確保システム・災害マネジメン

ト総括支援員制度に基づく全国の地方公共団体による被災市町村への応援の円滑な実施に努めるも

のとする。 

３ 職員の派遣又は派遣斡旋の要請

(5) 被災市区町村応援職員確保システム・災害マネジメント総括支援員制度[総務省] 

県は、大規模災害が発生し、県内の市町村が上記(2)アでは、被災者の救助等の対策が十分に実施

できず、上記(2)イによる応援でも対策が不十分であり、全国的な応援が要すると見込まれるとき

は、被災市区町村応援職員確保システム・災害マネジメント総括支援員制度に基づき、全国の地方

公共団体から応援を受け入れるため、被災市区町村応援職員確保調整本部に対して応援を要請す

る。 

また、県は国と連携し、訓練等を通じて、被災市区町村応援職員確保システム・災害マネジメン

ト総括支援員制度に基づく全国の地方公共団体による被災市町村への応援の円滑な実施に努めるも

のとする。 

応援職員の受け入れについて、訓練等を通じて、活用方法の習熟、発災時における円滑な活用の

促進に努めるものとする。 

防災基本計
画の反映 

   第３ 市町村・消防における相互応援協力    第３ 市町村・消防における相互応援協力 

   第４ 市町村における広域応援体制    第４ 市町村における広域応援体制 

   第５ 緊急消防援助隊による応援    第５ 緊急消防援助隊による応援 

  第５節 自衛隊の災害派遣体制   第５節 自衛隊の災害派遣体制 

   第１ 基本的な考え方    第１ 基本的な考え方 

   第２ 自衛隊の災害派遣（撤収）要請の方法    第２ 自衛隊の災害派遣（撤収）要請の方法 

   第３ 自衛隊の災害派遣活動    第３ 自衛隊の災害派遣活動 

   第４ 自衛隊の災害派遣に伴う受入れ体制等    第４ 自衛隊の災害派遣に伴う受入れ体制等 

  第６節 海上保安庁への応援協力体制   第６節 海上保安庁への応援協力体制 

   第１ 基本的な考え方    第１ 基本的な考え方 

   第２ 救援協力要請の方法    第２ 救援協力要請の方法 

  第７節 災害救助法の適用   第７節 災害救助法の適用 

   第１ 基本的な考え方    第１ 基本的な考え方 

   第２ 災害救助法の実施機関    第２ 災害救助法の実施機関 
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   第３ 災害救助法の適用基準    第３ 災害救助法の適用基準 

   第４ 被災世帯の算定基準    第４ 被災世帯の算定基準 

   第５ 災害救助法の適用手続き    第５ 災害救助法の適用手続き 

   第６ 災害救助の実施方法等    第６ 災害救助の実施方法等 

  第８節 避難活動   第８節 避難活動 

   第１ 基本的な考え方    第１ 基本的な考え方 

   第２ 要避難状況の早期把握・判断    第２ 要避難状況の早期把握・判断 

   第３ 避難勧告等の実施    第３ 避難勧告等の実施 

P250 

１ 避難の勧告等の実施責任者及び時期

表2.2.8.1中の「知事(その名を受けた県職員）水防管理者) 

指示権者 勧告権者 関係法令 
対象となる災害の内容 

（要件・時期） 
勧告又は 

指示の対象 
勧告又は 

指示の内容 
取るべき 

措置

知  事 
(その命を受

けた県職

員） 

水防管理者

 水防法第29条 洪水、津波又は高潮によ
る災害・洪水、津波又は
高潮の氾濫により著しい
危険が切迫していると認
められるとき 

同 上 同 上 同 上

P251 

地すべり災害、洪水・津波・高潮災害
知事又はその命 

を受けた職員 

（洪水、津波又は高潮

災害の場合水防管理者

も含む。) 

（指示） 
地域住民 

  警察署長 

（洪水、津波又は高潮災害

は水防管理者が指示する場

合通知する。） 

（通知） 

P252 

５ 県の実施する避難措置

(1)～(5) (略)

(6) 避難状況等に関する広報

県災害対策本部事務局（防災危機管理課）は、地区災害対策本部から避難状況等に関する情報を

入手し、広報班（広報室）を通じて報道機関に対して広報を依頼し、一般住民等に対して広報を

行う。 

  以下、(略) 

１ 避難の勧告等の実施責任者及び時期

表2.2.8.1中の「知事(その名を受けた県職員）水防管理者) 

指示権者 勧告権者 関係法令 
対象となる災害の内容 

（要件・時期） 
勧告又は 

指示の対象 
勧告又は 

指示の内容 
取るべき 

措置

知  事 
(その命を受

けた県職

員） 

水防管理者

 水防法第29条 洪水、雨水出水、津波又
は高潮によって氾濫によ
る著しい危険が切迫して
いると認められるとき 

同 上 同 上 水防管理者が指
示する場合に
は、その区域を
管轄する警察署

長に通知

地すべり災害、雨水出水・洪水・津波・高潮災害
知事又はその命 

を受けた職員 

（洪水、雨水出水、津

波又は高潮災害の場合

水防管理者も含む。) 

（指示） 
地域住民 

  警察署長 

（洪水、雨水出水、津波又

は高潮災害は水防管理者が

指示する場合通知する。） 

（通知） 

５ 県の実施する避難措置

(1)～(5) (略)

(6) 避難状況等に関する広報

県災害対策本部事務局（防災危機管理課）は、地区災害対策本部から避難状況等に関する情報を

入手し、広報班（広聴広報課）を通じて報道機関に対して広報を依頼し、一般住民等に対して広

報を行う。 

  以下、(略) 

文言修正 

文言修正 

時点修正 

   第４ 警戒区域の設定    第４ 警戒区域の設定 

   第５ 避難勧告等の伝達    第５ 避難勧告等の伝達 

P255 

実施機関 県（広報部広報室、警察本部警備課）、市町村、消防本部、関係機関等 実施機関 県（政策企画局広聴広報課、警察本部警備課）、市町村、消防本部、関係機関等

項目整理 

   第６ 避難の誘導等    第６ 避難の誘導等 

   第７ 指定緊急避難場所及び指定避難所の開設、運営    第７ 指定緊急避難場所及び指定避難所の開設、運営 

P258 

１ 指定緊急避難場所及び指定避難所の開設

  (1) (略) 

１ 指定緊急避難場所及び指定避難所の開設

  (1) (略) 

防災基本計
画の反映 
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(2) 開設の方法

指定緊急避難場所及び指定避難所は、事前に管理者との協議を経て指定した学校、公会堂、公民

館等の公共施設、神社及び仏閣等の既存建物を応急的に整備して使用する。ただし、これらの適当

な施設を利用することが困難なときは、必要に応じ、あらかじめ指定された施設以外の施設につい

ても、災害に対する安全性を確認の上、管理者の同意を得て指定緊急避難場所又は指定避難所とし

て開設するほか、野外に仮設住宅を設置し、天幕を借り上げ、又はその他適切な方法により開設す

る。 

また、住民に対し、風水害のおそれのない適切な避難場所、避難経路等について周知徹底すると

ともに、必要に応じて避難場所の開錠・開設を自主防災組織で担う等、円滑な避難のため、自主防

災組織等の地域のコミュニティを活かした避難活動を促進する。 

さらに、要配慮者に配慮して、被災地以外の地域にあるものを含め、民間賃貸住宅、旅館・ホテ

ル等を実質的な福祉避難所として借り上げる等、多様な避難所の確保に努める。 

なお、指定避難所のライフラインの回復に時間を要すると見込まれる場合や、道路の途絶による

孤立が続くと見込まれる場合は、あらかじめ指定避難所に指定されていたとしても原則として開設

しないものとする。 

また、指定緊急避難場所又は指定避難所を開設したときは、市町村長はその旨を住民等に対し、

周知徹底を図るものとし、指定避難所に受入れすべき者を誘導、保護しなければならない。 

この場合、市町村は以下の点に留意する。 

     以下、(略) 

P260 

２ 開設が長期化する見通しの場合の指定避難所運営

(1) 指定避難所の運営方法

   ア～サ (略) 

シ 男女双方の視点を取り入れた自主運営体制の整備 

（ア）指定避難所運営における女性の参画の推進 

（イ）女性専用の物干し場の設置 

（ウ）女性専用の更衣室、授乳室の設置 

（エ）女性用衛生用品、女性用下着の女性による配布 

（オ）巡回警備や防犯ブザーの配布等による指定避難所における安全性の確保 

（カ）女性や子育て家庭のニーズに配慮した指定避難所運営 

ス、セ (略) 

(2) 開設の方法

指定緊急避難場所及び指定避難所は、事前に管理者との協議を経て指定した学校、公会堂、公民

館等の公共施設、神社及び仏閣等の既存建物を応急的に整備して使用する。ただし、これらの適当

な施設を利用することが困難なときは、必要に応じ、あらかじめ指定された施設以外の施設につい

ても、災害に対する安全性を確認の上、管理者の同意を得て指定緊急避難場所又は指定避難所とし

て開設するほか、野外に仮設住宅を設置し、天幕を借り上げ、又はその他適切な方法により開設す

る。 

また、住民に対し、風水害のおそれのない適切な避難場所、避難経路等について周知徹底すると

ともに、必要に応じて避難場所の開錠・開設を自主防災組織で担う等、円滑な避難のため、自主防

災組織等の地域のコミュニティを活かした避難活動を促進する。 

さらに、要配慮者に配慮して、被災地以外の地域にあるものを含め、民間賃貸住宅、旅館・ホテ

ル等を実質的な福祉避難所として借り上げる等、多様な避難所の確保に努める。 

なお、指定避難所のライフラインの回復に時間を要すると見込まれる場合や、道路の途絶による

孤立が続くと見込まれる場合は、当該地域に指定避難所を設置・維持することの適否を検討するも

のとする。 

また、指定緊急避難場所又は指定避難所を開設したときは、市町村長はその旨を住民等に対し、

周知徹底を図るものとし、指定避難所に受入れすべき者を誘導、保護しなければならない。あわせ

て、関係機関等による支援が円滑に講じられるよう、避難所の開設状況等を適切に県に報告し、県

は、その情報を国に共有するよう努めるものとする。

この場合、市町村は以下の点に留意する。 

以下、(略) 

２ 開設が長期化する見通しの場合の指定避難所運営

(1) 指定避難所の運営方法

   ア～サ (略) 

シ 男女双方の視点を取り入れた自主運営体制の整備 

（ア）指定避難所運営における女性の参画の推進 

（イ）女性専用の物干し場の設置 

（ウ）女性専用の更衣室、授乳室の設置 

（エ）女性用衛生用品、女性用下着の女性による配布 

（オ）性暴力・ＤＶ防止に関するポスター等の掲示 

（カ）巡回警備や防犯ブザーの配布等による指定避難所における安全性の確保 

（キ）女性や子育て家庭のニーズに配慮した指定避難所運営 

ス、セ (略) 

項目整理 
文言修正 

   第８ 広域一時避難    第８ 広域一時避難 

  第９節 消防活動   第９節 消防活動 

   第１ 基本的な考え方    第１ 基本的な考え方 

   第２ 県による情報収集、指示等    第２ 県による情報収集、指示等 

   第３ 市町村・消防本部等による消防活動    第３ 市町村・消防本部等による消防活動 

   第４ 他の消防本部に対する応援要請    第４ 他の消防本部に対する応援要請 

  第10節 救急・救助活動   第10節 救急・救助活動 
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   第１ 基本的な考え方    第１ 基本的な考え方 

   第２ 救急・救助活動    第２ 救急・救助活動 

   第３ 救急・救助用資機材等の確保    第３ 救急・救助用資機材等の確保 

P268 

２ 救急車・救助工作車の配備状況

  市町村（消防機関） 救急車78台、救助工作車12台（平成30年4月1日現在） 

２ 救急車・救助工作車の配備状況

  市町村（消防機関） 救急車78台、救助工作車12台（平成31年4月1日現在） 

時点修正 

  第11節 医療救護   第11節 医療救護 

   第１ 基本的な考え方    第１ 基本的な考え方 

   第２ 医療救護活動    第２ 医療救護活動 

   第３ 助産救護活動    第３ 助産救護活動 

   第４ 医薬品・医療用資器材等の調達    第４ 医薬品・医療用資器材等の調達 

   第５ 傷病者の搬送    第５ 傷病者の搬送 

   第６ 特別に配慮を要する患者への対応    第６ 特別に配慮を要する患者への対応 

  第12節 警備活動   第12節 警備活動 

   第１ 基本的な考え方    第１ 基本的な考え方 

   第２ 災害警備体制の確立    第２ 災害警備体制の確立 

   第３ 災害警備措置    第３ 災害警備措置 

  第13節 交通確保、規制   第13節 交通確保、規制 

   第１ 基本的な考え方    第１ 基本的な考え方 

   第２ 交通規制の実施    第２ 交通規制の実施 

   第３ 緊急通行車両の確認等    第３ 緊急通行車両の確認等 

   第４ 発見者等の通報と運転者のとるべき措置    第４ 発見者等の通報と運転者のとるべき措置 

   第５ 道路啓開    第５ 道路啓開 

   第６ 港湾及び漁港啓開    第６ 港湾及び漁港啓開 

P289 

２ 港湾及び漁港啓開作業の実施

県及び市町村は、港湾及び漁港並びに臨港道路の啓開を的確、迅速に行う。 

啓開で発生した土砂・流木等の仮置き場等について、関係機関との調整を行う。 

２ 港湾及び漁港啓開作業の実施

県及び市町村は、港湾及び漁港並びに臨港道路の啓開を的確、迅速に行う。 

啓開で発生した土砂・流木・災害廃棄物等の仮置き場等について、関係機関との調整を行う。 

文言修正 

  第14節 緊急輸送   第14節 緊急輸送 

   第１ 基本的な考え方    第１ 基本的な考え方 

   第２ 緊急輸送の実施    第２ 緊急輸送の実施 

   第３ 緊急輸送手段等の確保    第３ 緊急輸送手段等の確保 

   第４ 緊急輸送道路及び輸送拠点等の確保    第４ 緊急輸送道路及び輸送拠点等の確保 

P293 

１ 緊急輸送道路の確保

緊急輸送道路の被害状況を速やかに把握し、防災関係機関が迅速かつ効果的に緊急輸送活動を行う

ために、最も適当な緊急輸送道路や迂回路を選定し確保する。 

なお、緊急輸送道路については、島根県地域防災計画（震災編）別添資料「島根県緊急輸送道路ネ

ットワーク計画」（平成9年3月策定、平成25年度改訂）により次のように定められている。原則とし

て風水害時にもこれらを準用する。 

区  分 緊 急 輸 送 道 路 の 内 容 

第１次 

緊急輸送道路 

県内及び隣接県との広域的な連携を確保する緊急輸送道路ネットワークの骨格

となる道路。 

１ 緊急輸送道路の確保

緊急輸送道路の被害状況を速やかに把握し、防災関係機関が迅速かつ効果的に緊急輸送活動を行う

ために、最も適当な緊急輸送道路や迂回路を選定し確保する。 

なお、緊急輸送道路については、島根県地域防災計画（震災編）別添資料「島根県緊急輸送道路ネ

ットワーク計画」（平成9年3月策定、令和元年度改訂）により次のように定められている。原則とし

て風水害時にもこれらを準用する。 

区  分 緊 急 輸 送 道 路 の 内 容 

第１次 

緊急輸送道路 

県内及び隣接県との広域的な連携を確保する緊急輸送道路ネットワークの骨格

となる道路。 

時点修正 

文言修正 
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東西、南北方向の広域的な連携を確保する高規格幹線道路、及び主要な一般国

道を設定する。また、これらの路線と１次拠点を連絡する路線を設定する 

第２次 

緊急輸送道路 

県内市町村相互の連携の確保及び第１次緊急輸送道路を補完し、緊急輸送道路

ネットワークを形成する道路。 

第１次緊急輸送道路と２次拠点を連絡する路線を設定する。また、第１次緊急

輸送道路を補完する路線を設定する。

第３次 

緊急輸送道路 
第１次及び第２次緊急輸送道路と３次拠点を連絡する路線を設定する。 

P294 

［第１次］ 第１次緊急輸送道路に接続する防災拠点

［第２次］ 第２次緊急輸送道路に接続する防災拠点 

［第３次］ 第３次緊急輸送道路に接続する防災拠点

東西、南北方向の広域的な連携を確保する高規格幹線道路、及び主要な一般国

道を設定する。また、これらの路線と第１次防災拠点を連絡する路線を設定す

る。 

第２次 

緊急輸送道路 

県内市町村相互の連携の確保及び第１次緊急輸送道路を補完し、緊急輸送道路

ネットワークを形成する道路。 

第１次緊急輸送道路と第２次防災拠点を連絡する路線を設定する。 

第３次 

緊急輸送道路 
第１次及び第２次緊急輸送道路と第３次防災拠点を連絡する路線を設定する。 

［第１次］～［第３次］

「島根県緊急輸送道路ネットワーク計画（平成9年3月策定、令和元年度改訂）」により定められて 

いる第１次～第３次防災拠点 

文言修正 

  第15節 浸水、土砂災害対策   第15節 浸水、土砂災害対策 

   第１ 基本的な考え方    第１ 基本的な考え方 

   第２ 浸水、土砂災害防止体制の確立    第２ 浸水、土砂災害防止体制の確立 

   第３ 浸水被害の拡大防止    第３ 浸水被害の拡大防止 

P296 

実施機関 県（農林水産部農地整備課、土木部河川課）、市町村、気象台（松江地方気象台）、中国地

方整備局、中国四国農政局、第八管区海上保安本部、自衛隊、ダム・水門・堰・ため池等管

理者

 １、２ (略) 

P297 

３ ダムの点検

  (1)(2) (略) 

  (3)農林水産部で所管するダムについては、(1)の点検結果を土木部に報告するとともに、「地震後の
農業用ダム臨時点検要領（案）」（平成21年3月31日 20中整第1532号）により、中国四国農政局長
にも報告する。

４ ため池の点検

ため池の管理者は、ため池地点周辺の気象台から発表された気象庁震度階級が４以上である地震が

発生した場合「地震後の農業用ため池緊急点検マニュアル」に基づいて緊急点検を行い、市町村、県

を通じて中国四国農政局長に報告する。対策については、点検の結果に応じて適正な措置を講ずる。 

実施機関 県（農林水産部農地整備課、土木部河川課）、市町村、中国地方整備局、中国四国農政局、

第八管区海上保安本部、自衛隊、ダム・水門・堰・ため池等管理者

 １、２ (略) 

３ ダムの点検

  (1)(2) (略) 

  (3)農林水産部で所管するダムについては、(1)の点検結果を土木部に報告するとともに、「地震後の
農業用ダム臨時点検要領」（令和元年9月6日 元農振第1341号）により、中国四国農政局長にも報
告する。

４ ため池の点検

ため池の管理者は、ため池地点周辺の気象台から発表された気象庁震度階級が４以上である地震が

発生した場合「地震後の農業用ため池等緊急点検要領」及び「ため池管理マニュアル」に基づいて緊

急点検を行い、市町村、県を通じて中国四国農政局長に報告する。対策については、点検の結果に応

じて適正な措置を講ずる。 

項目整理 

時点修正 
文言修正 

   第４ 土砂災害等による被害の拡大防止    第４ 土砂災害等による被害の拡大防止 

P297 
実施機関 県（農林水産部農地整備課、森林整備課、土木部砂防課）、市町村、中国四国農政局、近畿

中国森林管理局、中国地方整備局 
実施機関 県（農林水産部農地整備課、森林整備課、土木部砂防課）、市町村、松江地方気象台、中国

四国農政局、近畿中国森林管理局、中国地方整備局 
項目整理 

   第５ 土砂災害防止法による緊急調査と土砂災害緊急情報    第５ 土砂災害防止法による緊急調査と土砂災害緊急情報 

  第16節 施設等の応急対策   第16節 施設等の応急対策 

   第１ 基本的な考え方    第１ 基本的な考え方 
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   第２ 社会公共施設の応急対策    第２ 社会公共施設の応急対策 

   第３ 建築物の応急対策    第３ 建築物の応急対策 

   第４ 宅地の応急対策    第４ 宅地の応急対策 

   第５ 危険物施設等の応急対策    第５ 危険物施設等の応急対策 

   第６ 農作物、家畜及び関連施設の応急対策    第６ 農作物、家畜及び関連施設の応急対策 

P304 

実施機関１ 県（農林水産部農業経営課、農産園芸課）、防災関係機関 実施機関１ 県（農林水産部農業経営課、産地支援課）、防災関係機関 時点修正 

   第７ ライフライン施設応急復旧対策    第７ ライフライン施設応急復旧対策 
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P306 

１、２ (略) 

３ 電気施設応急措置

実施機関２ 中国電力

 被害状況により、応急送電・仮復旧の２体系に区分し、重要施設への緊急送電と被災者への生活

用電力の早期供給を実施する。 

以下、(略) 

P307 

 (新設)  

４～６ (略) 

P311 

７ 電気通信設備応急措置

 (新設)  

(1) (略) 

(2) 応急措置と応急復旧

表「重要通信を確保する機関（契約約款に基づく具体例）」

順位 対 象 機 関 名 等 具  体  的  な  機  関  名 

第
１
順
位

気象機関 松江地方気象台 

水防機関 県庁・市役所・町村役場 

消防機関 消防本部・消防団 

防災関係機関 
中国（総合通信局・財務局・森林管理署・経済産業局・地方整備

局・運輸局等）・日本郵便株式会社中国支社・指定避難所 

災害救助機関 日本赤十字社県支部・県・医師会・救急指定病院・県看護協会 

警察機関 警察本部・警察署・駐在所 

防衛機関及び海上保安機関 
陸上自衛隊出雲駐屯地・海上自衛隊地方総監部・第八管区海上保

安本部 

 １、２ (略) 

３ 電気施設応急措置 

実施機関２ 中国電力・中国電力ネットワーク

 被害状況により、応急送電・仮復旧の２体系に区分し、重要施設への緊急送電と被災者への生活

用電力の早期供給を実施する。また、電源車等については県が決定した配備先に配備するよう努め

る。

以下、(略) 

実施機関３ 県（関係各課）

大規模停電発生時に電源車の配備等、関係省庁、電気事業者等から円滑な支援を受けられるよ

う、あらかじめ、病院、要配慮者に関わる社会福祉施設等の人命に関わる重要施設及び災害応急対

策に係る機関が保有する施設の非常用電源の設置状況、最大燃料備蓄量、燃料確保先、給油口規格

等を収集・整理し、リスト化を行うよう努めるものとする。

また、大規模停電発生時には直ちに、あらかじめリスト化した病院、要配慮者に関わる社会福祉

施設等の人命に関わる重要施設及び災害応急対策に係る機関が保有する施設の非常用電源の配置状

況等を踏まえ、これらの施設の非常用電源の稼働状況を確認の上、電源の確保が必要な施設の把握

を行い、電源車等の配備先の候補案を作成するよう努めるものとする。

実施機関４ 県（地域振興部地域政策課）

県は、前段の配備先の候補案に基づき、国、電気事業者等と調整を行い、電源車等の配備先を決定 
する。

４～６ (略) 

７ 電気通信設備応急措置

各電気通信事業者は、発災後、速やかに通信障害の状況やその原因、通信施設の被害や復旧の状況等

を関係機関に共有する。 

(1) (略) 

(2) 応急措置と応急復旧

表「重要通信を確保する機関（契約約款に基づく具体例）」

順位 対 象 機 関 名 等 具  体  的  な  機  関  名 

第
１
順
位

気象機関 松江地方気象台 

水防機関 県庁・市役所・町村役場 

消防機関 消防本部・消防団 

防災関係機関 
中国（総合通信局・財務局・森林管理署・経済産業局・地方整備

局・運輸局等）・日本郵便株式会社中国支社・指定避難所 

災害救助機関 日本赤十字社県支部・県・医師会・救急指定病院・県看護協会 

警察機関 警察本部・警察署・駐在所 

防衛機関及び海上保安機関 
陸上自衛隊出雲駐屯地・海上自衛隊地方総監部・第八管区海上保

安本部 

項目整理 

防災基本計
画の反映 

防災基本計
画の反映 

防災基本計
画の反映 

防災基本計
画の反映 
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輸送の確保に直接関係のある

機関 

ＪＲ西日本(株)・空港・ 

県バス協会・県トラック協会等 

通信の確保に直接関係のある

機関 

(株)ＮＴＴドコモ中国支社・ 

ＮＴＴコミニュケーションズ(株)・ＫＤＤＩ(株)等 

電力の供給確保に直接関係あ

る機関 
中国電力(株)

第
２
順
位

ガス・水道供給に直接関係あ

る機関 
水道局・市町村水道事業者・ガス事業者 

選挙管理機関 県・市町村選挙管理委員会 

預貯金業務を行う金融機関 日本銀行支店・都市銀行・郵貯・国庫 

新聞社・通信社・放送事業者
新聞社等 

ＮＨＫ等放送機関 

第１順位以外の国又は地方公

共団体 

市町村の火葬場・港湾・下水処理場・し尿処理場・ 

市場（中央・東部）・ゴミ焼却場 

第３

順位

第１順位、第２順位に該当し

ないもの 

P315 

８ 災害広報等の実施

(1) 基本的事項 (略) 

(2) 災害広報の実施

実施機関 県（広報部広報室）、市町村、ライフライン施設管理者、報道機関

 以下、(略)

P316 
問い合わせ先一覧 

種   別 機   関 連  絡  先 

電 気 
県（企業局） 0852-22-5673 

中国電力(株)島根支社 0852-27-1113 

ガ

ス

(都市ガス) 

松江市ガス局 0852-21-0011 

出雲ガス 0853-21-0267 

浜田ガス 0855-26-1010 

(ＬＰガス) 
県ＬＰガス協会 

各ＬＰガス販売事業者 

0852-21-9716 

各ＬＰガス販売事業者 

水 道 

県（企業局） 0852-22-5673 

県（薬事衛生課） 0852-22-5263 

水道事業者 各水道事業者 

下水道 
県（下水道推進課） 0852-22-5470 

市町村 各市町村役場 

電話（NTT） 

ＮＴＴ西日本島根支店 

企画総務部総務担当 
0852-22-8205 

(株)ＮＴＴドコモ中国支社 

 島根支店 企画総務担当 
0852-25-9501 

輸送の確保に直接関係のある

機関 

ＪＲ西日本(株)・空港・ 

県バス協会・県トラック協会等 

通信の確保に直接関係のある

機関 

(株)ＮＴＴドコモ中国支社・ 

ＮＴＴコミニュケーションズ(株)・ＫＤＤＩ(株)等 

電力の供給確保に直接関係あ

る機関 
中国電力(株)・中国電力ネットワーク（株）

第
２
順
位

ガス・水道供給に直接関係あ

る機関 
水道局・市町村水道事業者・ガス事業者 

選挙管理機関 県・市町村選挙管理委員会 

預貯金業務を行う金融機関 日本銀行支店・都市銀行・郵貯・国庫 

新聞社・通信社・放送事業者
新聞社等 

ＮＨＫ等放送機関 

第１順位以外の国又は地方公

共団体 

市町村の火葬場・港湾・下水処理場・し尿処理場・ 

市場（中央・東部）・ゴミ焼却場 

第３

順位

第１順位、第２順位に該当し

ないもの 

８ 災害広報等の実施

(1) 基本的事項 (略) 

(2) 災害広報の実施

実施機関 県（政策企画局広聴広報課）、市町村、ライフライン施設管理者、報道機関

 以下、(略) 

問い合わせ先一覧 

種   別 機   関 連  絡  先 

電 気 
県（企業局） 0852-22-5673 

中国電力(株)島根支社 0852-27-1113 

ガ

ス

(都市ガス) 

松江市ガス局 0852-21-0011 

出雲ガス 0853-21-0267 

浜田ガス 0855-26-1010 

(ＬＰガス) 
県ＬＰガス協会 

各ＬＰガス販売事業者 

0852-21-9716 

各ＬＰガス販売事業者 

水 道 

県（企業局） 0852-22-5673 

県（薬事衛生課） 0852-22-5263 

水道事業者 各水道事業者 

下水道 
県（下水道推進課） 0852-22-5470 

市町村 各市町村役場 

電話（NTT） 

ＮＴＴ西日本島根支店 

 総務部総務担当 
0852-22-8205 

(株)ＮＴＴドコモ中国支社 

 島根支店 企画総務担当 
0852-25-9501 

項目整理 

時点修正 
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   第８ 交通施設の応急対策    第８ 交通施設の応急対策 

   第９ 河川、海岸、砂防及び治山施設の応急対策    第９ 河川、海岸、砂防及び治山施設の応急対策 

  第17節 要配慮者の安全確保   第17節 要配慮者の安全確保 

   第１ 基本的な考え方    第１ 基本的な考え方 

   第２ 災害を契機に要配慮者となった者に対する対策    第２ 災害を契機に要配慮者となった者に対する対策 

   第３ 高齢者、障がい者、難病患者等に係る支援活動    第３ 高齢者、障がい者、難病患者等に係る支援活動 

   第４ 児童、ひとり親家庭に係る対策    第４ 児童、ひとり親家庭に係る対策 

   第５ 観光客及び外国人に係る対策    第５ 観光客及び外国人に係る対策 

   第６ 社会福祉施設等に係る対策    第６ 社会福祉施設等に係る対策 

  第18節 孤立地区対策   第18節 孤立地区対策 

   第１ 基本的な考え方    第１ 基本的な考え方 

   第２ 孤立実態の把握    第２ 孤立実態の把握 

   第３ 物資供給、救助の実施    第３ 物資供給、救助の実施 

   第４ 道路の応急対策    第４ 道路の応急対策 

  第19節 食料、飲料水及び生活必需品等の供給   第19節 食料、飲料水及び生活必需品等の供給 

   第１ 基本的な考え方    第１ 基本的な考え方 

   第２ 救援物資の管理体制    第２ 救援物資の管理体制 

P327 
実施機関 県（地域振興部交通対策課、健康福祉部薬事衛生課、農林水産農産園芸課、商工労働部商工

政策課）、拠点施設管理者

１ 救援物資の管理体制

災害対策本部事務局（防災危機管理課）は、災害対策本部設置以降、救援物資の供給に関連する各

班の要員を本部事務局に派遣するよう指示し、救援物資の一元管理体制を確立する。なお、関係各課

は相互に連携し、状況に応じた救援物資の管理・供給に備えるとともに、民間物流事業者の拠点施設

への協力・連携体制の整備に努める。 

救援物資等の供給関連担当課及び事務分担は、次のとおりである。 

・防災部防災危機管理課  広域防災拠点の備蓄食料、飲料水、燃料等生活必需品、防災資機材の確

保、自衛隊派遣要請に基づく輸送調整 

・地域振興部交通対策課  民間業者を通じての輸送調整 

・健康福祉部薬事衛生課  流通備蓄業者を通じての医薬品、飲料水の確保 

・農林水産部農産園芸課  流通備蓄業者を通じての食料の確保 

・商工労働部商工政策課  流通備蓄業者を通じての燃料等生活必需品の確保 

２ 救援物資の供給・輸送体制
実施機関 県（地域振興部交通対策課、健康福祉部薬事衛生課、農林水産部農産園芸課、商工労働

部商工政策課）、日本通運株式会社、福山通運株式会社、佐川急便株式会社、ヤマト運
輸株式会社、西濃運輸株式会社、県トラック協会、防災関係機関

実施機関 県（地域振興部交通対策課、健康福祉部薬事衛生課、農林水産産地支援課、商工労働部商工
政策課）、拠点施設管理者

１ 救援物資の管理体制

災害対策本部事務局（防災危機管理課）は、災害対策本部設置以降、救援物資の供給に関連する各

班の要員を本部事務局に派遣するよう指示し、救援物資の一元管理体制を確立する。なお、関係各課

は相互に連携し、状況に応じた救援物資の管理・供給に備えるとともに、民間物流事業者の拠点施設

への協力・連携体制の整備に努める。 

救援物資等の供給関連担当課及び事務分担は、次のとおりである。 

・防災部防災危機管理課  広域防災拠点の備蓄食料、飲料水、燃料等生活必需品、防災資機材の確

保、自衛隊派遣要請に基づく輸送調整 

・地域振興部交通対策課  民間業者を通じての輸送調整 

・健康福祉部薬事衛生課  流通備蓄業者を通じての医薬品、飲料水の確保 

・農林水産部産地支援課  流通備蓄業者を通じての食料の確保 

・商工労働部商工政策課  流通備蓄業者を通じての燃料等生活必需品の確保 

２ 救援物資の供給・輸送体制

実施機関 県（地域振興部交通対策課、健康福祉部薬事衛生課、農林水産部産地支援課、商工労働

部商工政策課）、日本通運株式会社、福山通運株式会社、佐川急便株式会社、ヤマト

運輸株式会社、西濃運輸株式会社、県トラック協会、防災関係機関 

時点修正 

   第３ 食料の確保及び供給    第３ 食料の確保及び供給 

P329 

１ 食料の調達

実施機関 県（農林水産部農産園芸課）、市町村、農林水産省（政策統括官）

   以下、(略) 

P331 

２ 食料の供給

実施機関 県（農林水産部農産園芸課）、市町村 

１ 食料の調達

実施機関 県（農林水産部産地支援課）、市町村、農林水産省（政策統括官） 

以下、(略)

２ 食料の供給

時点修正 
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以下、(略) 

P332 

３ 食料の輸送

実施機関 県（農林水産部農産園芸課、地域振興部交通対策課）、市町村、自衛隊、日本通運株式

会社、福山通運株式会社、佐川急便株式会社、ヤマト運輸株式会社、西濃運輸株式会社、県トラッ

ク協会等 

(1) 県及び市町村による輸送

ア 県は、広域防災拠点の備蓄食料を放出する場合、「島根県緊急輸送道路ネットワーク計画」

（平成9年3月策定、平成25年度改訂）で指定された輸送拠点及び救援物資等の集積拠点を経由し

て市町村が選定する集積地等へ輸送する。 

    以下、(略) 

実施機関 県（農林水産部産地支援課）、市町村 

以下、(略) 

３ 食料の輸送

実施機関 県（農林水産部産地支援課、地域振興部交通対策課）、市町村、自衛隊、日本通運株式

会社、福山通運株式会社、佐川急便株式会社、ヤマト運輸株式会社、西濃運輸株式会社、県トラッ

ク協会等 

(1) 県及び市町村による輸送

ア 県は、広域防災拠点の備蓄食料を放出する場合、「島根県緊急輸送道路ネットワーク計画」

（平成9年3月策定、令和元年度改訂）で指定された輸送拠点及び救援物資等の集積拠点を経由し

て市町村が選定する集積地等へ輸送する。 

    以下、(略) 

時点修正 

時点修正 

時点修正 

   第４ 飲料水等の供給    第４ 飲料水等の供給 

   第５ 生活必需品等の供給    第５ 生活必需品等の供給 

  第20節 災害ボランティアの受入れ、支援   第20節 災害ボランティアの受入れ、支援 

   第１ 基本的な考え方    第１ 基本的な考え方 

P338 

１ 趣旨

大規模地震災害時は、被災地の内外から参加する多種多様な災害ボランティアが効果的に活動でき

るよう、県及び市町村は、日本赤十字社島根県支部、社会福祉協議会、災害支援に関わるＮＰＯ等関

係機関と連携を図るとともに、中間支援組織（ＮＰＯ・ボランティア等の活動支援やこれらの異なる

組織の活動調整を行う組織）を含めた連携体制の構築を図り、災害ボランティア活動ニーズの把握、

ボランティアの受付、登録、派遣調整など、受入体制を確立し、活動を支援する。 

１ 趣旨

大規模地震災害時は、多種多様な災害ボランティアが効果的に活動できるよう、県及び市町村は、

日本赤十字社島根県支部、社会福祉協議会、災害支援に関わるＮＰＯ等関係機関と連携を図るととも

に、中間支援組織（ＮＰＯ・ボランティア等の活動支援やこれらの異なる組織の活動調整を行う組

織）を含めた連携体制の構築を図り、災害ボランティア活動ニーズの把握、ボランティアの受付、登

録、派遣調整など、受入体制を確立し、活動を支援する。 

文言修正 

   第２ 災害ボランティアの受入れ、支援    第２ 災害ボランティアの受入れ、支援 

P338 

実施機関 県（広報部広報室、環境生活部、健康福祉部、農林水産部、土木部関係各課）、市町村、日

本赤十字社島根県支部、社会福祉協議会、ＮＰＯ・ボランティア等、防災関係機関、各業界

団体

実施機関 県（政策企画局広聴広報課、環境生活部、健康福祉部、農林水産部、土木部関係各課）、市

町村、日本赤十字社島根県支部、社会福祉協議会、ＮＰＯ・ボランティア等、防災関係機

関、各業界団体

時点修正 

   第３ 海外からの応援の受入れ    第３ 海外からの応援の受入れ 

  第21節 文教対策   第21節 文教対策 

   第１ 基本的な考え方    第１ 基本的な考え方 

   第２ 児童等の安全確認・施設被害状況確認    第２ 児童等の安全確認・施設被害状況確認 

   第３ 応急対策の実施    第３ 応急対策の実施 

   第４ 応急教育の実施    第４ 応急教育の実施 

   第５ 学用品の調達及び支給・授業料等の減免措置    第５ 学用品の調達及び支給・授業料等の減免措置 

   第６ 文化財の保護    第６ 文化財の保護 

P344 

２ 文化財の応急措置

国・県指定建造物をはじめ、国・県指定有形民俗文化財に指定された建造物、及び重要伝統的建造

物群に選定されている建造物などは、建造物自体が老朽化しているものが多いので、計画的に修理を

進めていくことが必要である。 

２ 文化財の応急措置

国・県指定建造物をはじめ、国・県指定有形民俗文化財に指定された建造物、及び重要伝統的建造

物群に選定されている建造物などは、建造物自体が老朽化しているものが多いので、計画的に修理を

進めていくことが必要である。 

文言修正 
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また、国・県指定史跡、名勝には、城跡、古墳、横穴、庭園など被災しやすいものがあるので、日

常的な管理を徹底させるとともに、計画的な整備が必要である。 

国・県指定天然記念物には、風化、浸食作用によって形成された断崖、海岸、渓谷、河川等災害に

弱いものが多いばかりではなく、周辺へ被害を及ぼす危険性のあるものもあるので、特に日常的な管

理やパトロールを徹底させなければならない。 

これらの文化財が被災した場合には、県は、被災地の市町村教育委員会による被害状況報告を受け

て、災害の拡大防止を図るために、以下の応急措置を迅速に施し、本修理を待つ。 

(1) 被害が小さいときは、所有者や被災地の市町村教育委員会と連絡をとりあって応急修理を施す。 

(2) 被害が大きいときは、損壊の拡大を防ぐために、覆屋などを設ける。 

(3) 被害の大小にかかわらず、防護柵等を設け、現状保存を図る。 

なお、美術工芸品の所有者、管理者の文化財の保管場所が損壊を受けた場合には、管理体制及び

設備の整った公共施設に一時的に保管させる措置を講じる。 

また、国・県指定史跡、名勝には、城跡、古墳、横穴、庭園など被災しやすいものがあるので、日

常的な管理を徹底させるとともに、計画的な整備が必要である。 

国・県指定天然記念物には、風化、浸食作用によって形成された断崖、海岸、渓谷、河川等災害に

弱いものが多いばかりではなく、周辺へ被害を及ぼす危険性のあるものもあるので、特に日常的な管

理やパトロールを徹底させなければならない。 

これらの文化財が被災した場合には、県は、被災地の市町村文化財担当課を通じて被害状況の確認

等を行う。これを踏まえ、災害の拡大防止を図るために、被災地の市町村文化財担当課とともに、以

下の応急措置を迅速に施し、本修理を待つ。 

(1) 被害が小さいときは、所有者と連絡をとりあって応急修理を施す。 

(2) 被害が大きいときは、損壊の拡大を防ぐために、覆屋などを設ける。 

(3) 被害の大小にかかわらず、防護柵等を設け、現状保存を図る。 

なお、美術工芸品の所有者、管理者の文化財の保管場所が損壊を受けた場合には、管理体制及び

設備の整った公共施設に一時的に保管させる措置を講じる。 

  第22節 廃棄物等の処理   第22節 廃棄物等の処理 

   第１ 基本的な考え方    第１ 基本的な考え方 

   第２ 廃棄物処理    第２ 廃棄物処理 

   第３ し尿処理    第３ し尿処理 

   第４ 応援協力体制の確保    第４ 応援協力体制の確保 

   第５ 廃棄物処理機能の復旧    第５ 廃棄物処理機能の復旧 

   第６ 事業者による廃棄物の処理    第６ 事業者による廃棄物の処理 

  第23節 防疫・保健衛生、環境衛生対策   第23節 防疫・保健衛生、環境衛生対策 

   第１ 基本的な考え方    第１ 基本的な考え方 

   第２ 防疫活動    第２ 防疫活動 

   第３ 保健活動    第３ 保健活動 

   第４ 精神保健活動    第４ 精神保健活動 

   第５ 食品衛生指導    第５ 食品衛生指導 

   第６ 環境衛生対策    第６ 環境衛生対策 

   第７ 動物愛護管理対策    第７ 動物愛護管理対策 

  第24節 遺体の捜索、処理及び埋・火葬   第24節 遺体の捜索、処理及び埋・火葬 

   第１ 基本的な考え方    第１ 基本的な考え方 

   第２ 遺体の捜索    第２ 遺体の捜索 

   第３ 遺体の収容等    第３ 遺体の収容等 

   第４ 遺体の検視等    第４ 遺体の検視等 

   第５ 遺体の埋・火葬    第５ 遺体の埋・火葬 

  第25節 住宅確保及び応急対策   第25節 住宅確保及び応急対策 

   第１ 基本的な考え方    第１ 基本的な考え方 

P355 

１ 趣旨

(略) 

２ 対策の体系

(略) 

１ 趣旨

(略) 

２ 対策の体系

(略) 

時点修正 
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３ 留意点

被災地域の範囲や被災建築物の種別、被害の程度及び災害救助法の適用の有無等によって、適切な

応急対策を図る。 

県は、応急仮設住宅の提供に必要な資機材の調達等が適正かつ円滑に行われるよう、関係業界団体

等との連絡調整を行うものとする。 

なお、応急仮設住宅を建設する場合には、二次災害に十分配慮する。 

４ 市町村の応急対策業務への応援

市町村は、被災者のための相談所を設置する場合や建築物に関する災害対策を実施する場合に建築

技術者等の専門家が必要であるときは、県に建築技術者等の派遣や業務の支援を要請することができ

る。 

県は、市町村から建築技術者の派遣や業務支援の要請を受けたときは、建築関係団体からの動員者

も含めて建築技術者を選定し派遣又は支援する。 

３ 留意点

被災地域の範囲や被災建築物の種別、被害の程度及び災害救助法の適用の有無等によって、適切な

応急対策を図る。 

県は、応急仮設住宅の提供に必要な資機材の調達等が適正かつ円滑に行われるよう、関係業界団体

等との連絡調整を行うものとする。 

なお、応急仮設住宅を建設する場合には、二次災害に十分配慮する。 

また、被災により住宅での生活が困難になった被災者（自己の資力では直ちに住宅を確保できない

者を除く。）が早期に生活再建できるよう、被災住宅の応急復旧に係る支援体制の構築に努める。 

４ 市町村の応急対策業務への応援

市町村は、被災者からの被災住宅の応急復旧に関する相談に対応する窓口の設置が必要であると判

断した場合、当該相談に対応する相談員の派遣を県に要請することができる。 

県は、市町村から被災住宅の応急復旧相談に対応する相談員の派遣要請があった場合、市町村が設

置する相談窓口にこの相談員を派遣するとともに、円滑な応急復旧の実施に向けた支援を行う。 

   第２ 応急住宅の提供    第２ 応急住宅の提供 

   第３ 被災住宅の応急修理    第３ 被災住宅の応急修理 

   第４ 住宅関係障害物除去    第４ 住宅関係障害物除去 

   第５ 災害復旧用材の確保    第５ 災害復旧用材の確保 

   第６ 民間賃貸住宅の紹介、斡旋及び借り上げ    第６ 民間賃貸住宅の紹介、斡旋及び借り上げ 

 第３章 地震災害復旧・復興計画  第３章 地震災害復旧・復興計画 

  第１ 災害復旧事業の実施   第１ 災害復旧事業の実施 

  第２ 生活再建のための支援対策の実施   第２ 生活再建のための支援対策の実施 

  第３ 激甚災害の指定   第３ 激甚災害の指定 

  第１節 災害復旧事業の実施   第１節 災害復旧事業の実施 

   第１ 基本的な考え方    第１ 基本的な考え方 

   第２ 災害復旧事業計画の作成    第２ 災害復旧事業計画の作成 

   第３ 災害復旧事業の実施    第３ 災害復旧事業の実施 

   第４ 復興計画の作成    第４ 復興計画の作成 

   第５ 被災市町村への支援    第５ 被災市町村への支援 

  第２節 生活再建等支援対策の実施   第２節 生活再建等支援対策の実施 

   第１ 基本的な考え方    第１ 基本的な考え方 

   第２ 被災者の生活相談    第２ 被災者の生活相談 

P367 
実施機関 県（広報部広報室、健康福祉部健康福祉総務課、農林水産部農業経営課、商工労働部商工政

策課、土木部土木総務課）、市町村、防災関係機関 
実施機関 県（政策企画局広聴広報課、健康福祉部健康福祉総務課、農林水産部農業経営課、商工労働

部商工政策課、土木部土木総務課）、市町村、防災関係機関 
時点修正 

   第３ 被災者の被災状況の把握    第３ 被災者の被災状況の把握 

   第４ 雇用機会の確保（職業斡旋等の支援）    第４ 雇用機会の確保（職業斡旋等の支援） 

   第５ 義援金、義援品の受付、配分    第５ 義援金、義援品の受付、配分 

   第６ 生活資金及び事業資金の融資    第６ 生活資金及び事業資金の融資 

P371 

３ 被災農林水産業関係者への融資等 

実施機関 県（農林水産部農業経営課、林業課、水産課） 

３ 被災農林水産業関係者への融資等 

実施機関 県（農林水産部農林水産総務課 、農業経営課、林業課、水産課） 
時点修正 
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 (1)～(4) (略) 
(5) 農業災害補償法等に基づく農業共済組合及び漁業災害補償法等に基づくJF共済の災害補償業務の

迅速、適正化を図り、必要な場合は早期に共済金の支払いができるよう要請する。 
(6) (略)

(1)～(4) (略) 
(5) 農業保険法等に基づく農業共済組合及び漁業災害補償法等に基づくJF共済の災害補償業務の迅

速、適正化を図り、必要な場合は早期に共済金の支払いができるよう要請する。 
(6) (略) 

文言修正 

   第７ 郵便・電話等の支援措置    第７ 郵便・電話等の支援措置 

   第８ 税等の徴収猶予、減免    第８ 税等の徴収猶予、減免 

   第９ 災害弔慰金・災害障害見舞金等の支給    第９ 災害弔慰金・災害障害見舞金等の支給 

   第10 被災者生活再建支援法に基づく支援    第10 被災者生活再建支援法に基づく支援 

P374 
１ 対象災害及び被災世帯 
 (1) (略) 
 (2)被災世帯 

県は、(1)の自然災害により、その居住する住宅が全壊する等生活基盤に著しい被害を受けた者

に対して支援金を支給する。 

ア その居住する住宅が全壊した世帯。 

イ その居住する住宅が半壊し、又はその居住する住宅の敷地に被害が生じ、当該住宅の倒壊に

よる危険を防止する必要があること、当該住宅に居住するために必要な補修費等が著しく高額

となること、その他これらに準ずるやむを得ない事由により、当該住宅を解体し、又は解体さ

れるに至った世帯。 

ウ 火砕流等による被害が発生する危険な状況が継続することその他の事由により、その居住す

る住宅が移住不能のものとなり、かつ、その状態が長期にわたり継続することが見込まれる世

帯。 

エ 住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難である世帯（大規模半壊） 

(3) 支給額

支給額は、以下の２つの支援金の合計額となる。（世帯人数が１人の場合は、各該当欄の3／4の

額） 

① 住宅の被害程度に応じて支給する支援金（基礎支援金） 

   住宅の被害 

      程度 

支給額 

全  壊 

((2)ｱに該当) 

解  体 

((2)ｲに該当) 

長期避難 

((2)ｳに該当) 

大規模半壊 

((2)ｴに該当) 

100万円 100万円 100万円 50万円 

    ② 住宅の再建方法に応じて支給する支援金（加算支援金） 

   住宅の再建 

      方法 

支給額 

建設・購入 補  修 
賃  貸 

(公営住宅以外)

200万円 100万円 50万円 

           ※一旦住宅を賃貸した後、自ら居住する住宅を建設・購入（又は補修）する場合は、合計で200（又は100）万円

２ 支援金の支給

１ 対象災害及び被災世帯 
 (1) (略) 
 (2)被災世帯 

県は、(1)の自然災害により、その居住する住宅が全壊する等生活基盤に著しい被害を受けた者

に対して支援金を支給する。 

ア その居住する住宅が全壊した世帯。 

イ その居住する住宅が半壊し、又はその居住する住宅の敷地に被害が生じ、当該住宅の倒壊に

よる危険を防止する必要があること、当該住宅に居住するために必要な補修費等が著しく高額

となること、その他これらに準ずるやむを得ない事由により、当該住宅を解体し、又は解体さ

れるに至った世帯。 

ウ 火砕流等による被害が発生する危険な状況が継続することその他の事由により、その居住す

る住宅が移住不能のものとなり、かつ、その状態が長期にわたり継続することが見込まれる世

帯。 

エ 住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難である世帯（大規模半壊） 

オ 当該自然災害によりその居住する住宅が半壊し、居室の壁、床又は天井のいずれかの室内に

面する部分の過半の補修を含む相当規模の補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難

であると認められる世帯（以下「中規模半壊」といい、イからエまでに掲げる世帯を除く。） 

(3) 支給額

支給額は、以下の２つの支援金の合計額となる。（世帯人数が１人の場合は、各該当欄の3／4の

額） 

① 住宅の被害程度に応じて支給する支援金（基礎支援金） 

   住宅の被害 

      程度 

支給額 

全  壊 

((2)ｱに該当) 

解  体 

((2)ｲに該当) 

長期避難 

((2)ｳに該当) 

大規模半壊 

((2)ｴに該当) 

中規模半壊

（(2)ｵに該当）

100万円 100万円 100万円 50万円 －

    ② 住宅の再建方法に応じて支給する支援金（加算支援金） 

   住宅の再建 

      方法 

支給額 

（注２）

建設・購入 

（注１）

補  修 

（注１）

賃  貸 

(公営住宅以外)

（注１）

200万円～100万円 100万円～50万円 50万円～25万円

（注１）一旦住宅を賃貸した後、自ら居住する住宅を建設・購入（又は補修）する場合は、合計で200（又は100）万円

（注２）加算支援金の支給額は、住宅の被害程度により異なる。

２ 支援金の支給

時点修正 
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  (略) 

３ 県単被災者生活再建支援制度に基づく支援

自然災害の規模が法に定める規模に達しないため、法による支援を受けられない世帯、又は県独自

の拡充支援として、「半壊」及び「一部破損」の住宅被害を受けた世帯に対し、市町村が支援金を支給

する場合、県は「島根県被災者生活再建支援補助金要綱」に基づき、当該市町村に対し支援金に相当

する額の２分の１を乗じて得た額を島根県被災者生活支援再建支援金として交付する。

(1) 支給事務の基本的な流れ

支給事務の基本的流れは図2.3.2.2のとおりである。 

    図2.3.2.2 支給事務の基本的流れ 

被
災
世
帯

①申請書の提出 

②支援金の支給決定 

市
町
村

③実績報告書の提出 

④補助金の交付 

県

(2) 支給内容及び支給額

 支給額は、以下の２つの支援金の合計額となる。（世帯人数が１人の場合は、各該当欄の 3／4 の

額）

    ① 住宅の被害程度に応じて支給する支援金（基礎支援金）

 住宅の被害

 程度

支給額

全  壊

（(2)ｱに該当）

解  体

（(2)ｲに該当）

長期避難

（(2)ｳに該当）

大規模半壊

（(2)ｴに該当）

100 万円 100 万円 100 万円 50 万円

    ② 住宅の再建方法に応じて支給する支援金（加算支援金）

 住宅の再建

 方法

支給額

建設・購入 補  修 賃  貸

(公営住宅以外)

200 万円 100 万円 50 万円

 ※一旦住宅を賃貸した後、自ら居住する住宅を建設・購入（又は補修）する場合は、合計で 200（又は 100）万円

(3) 支給内容及び支給額（半壊及び一部破損）

 支給額は、以下のとおりとなる。（世帯人数が１人の場合は、各該当欄の 3／4 の額）

  (略) 

３ 県単被災者生活再建支援制度に基づく支援

自然災害の規模が法に定める規模に達しないため、法による支援を受けられない世帯等に対し、市

町村が支援金を支給する場合、県は「島根県被災者生活再建支援補助金要綱」に基づき、当該市町村

に対し支援金に相当する額の２分の１を乗じて得た額を島根県被災者生活支援再建支援金として交付

する。

(1) 支給事務の基本的な流れ

支給事務の基本的流れは図2.3.2.2のとおりである。 

    図2.3.2.2 支給事務の基本的流れ 

被
災
世
帯

①申請書の提出 

②支援金の支給決定 

市
町
村

③実績報告書の提出 

④補助金の交付 

県

(2) 支給内容及び支給額

  支給額は、以下の２つの支援金（基礎支援金及び加算支援金）の合計額となる。（世帯人数が１

人の場合は、各該当欄の 3／4 の額）

① 住宅の被害程度に応じて支給する支援金（基礎支援金） 

   住宅の被害 

      程度 

支給額 

全  壊 解  体 長期避難 大規模半壊 中規模半壊

100万円 100万円 100万円 50万円 －

    ② 住宅の再建方法に応じて支給する支援金（加算支援金） 

   住宅の再建 

      方法 

支給額（注２）

建設・購入 

（注１）

補  修 

（注１）

賃  貸 

(公営住宅以外)

（注１）

200万円～100万円 100万円 50万円～25万円

（注１）一旦住宅を賃貸した後、自ら居住する住宅を建設・購入（又は補修）する場合は、合計で200（又は100）万円

（注２）加算支援金の支給額は、住宅の被害程度により異なる。また、被災した住宅の補修等に係る経費（以下「実費」とい

う。）が上限額を下回る場合は、実費の範囲内とする。なお、被災者が被災者生活再建支援法に基づく支援を受けた場

合、加算支援金から法に基づく支給額を差し引いた金額を上限額とする 

 (3) 支給内容及び支給額（半壊及び一部破損）

 支給額は、以下のとおりとなる。（世帯人数が１人の場合は、各該当欄の 3／4 の額）
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    ① 住宅の被害程度に応じて支給する支援金

 住宅の被害

 程度

支給額（注１）

半壊 一部破損

100 万円 40 万円

 （注１）被災した住宅の補修等に係る経費（以下、「実費」という。）が上限額を下回る場合は、実費の範囲内とする。

① 住宅の被害程度に応じて支給する支援金

 住宅の被害

 程度

支給額（注１）

半壊 一部破損

100 万円 40 万円

（注１）被災した住宅の補修等に係る経費（以下、「実費」という。）が上限額を下回る場合は、実費の範囲内とする。

第３編 津波災害対策計画 第３編 津波災害対策計画 

 第１章 津波災害予防計画  第１章 津波災害予防計画 

  第１ 津波災害に強い県土づくり   第１ 津波災害に強い県土づくり 

  第１節 津波災害の予防   第１節 津波災害の予防 

   第１ 基本的な考え方    第１ 基本的な考え方 

   第２ 津波災害対策の想定    第２ 津波災害対策の想定 

   第３ 海岸保全事業の推進    第３ 海岸保全事業の推進 

   第４ 津波に強いまちづくり    第４ 津波に強いまちづくり 

  第２節 情報伝達体制の整備   第２節 情報伝達体制の整備 

   第１ 基本的な考え方    第１ 基本的な考え方 

   第２ 海面監視体制の確立    第２ 海面監視体制の確立 

   第３ 情報伝達体制の整備    第３ 情報伝達体制の整備 

   第４ 潮位観測情報等伝達体制の整備    第４ 潮位観測情報等伝達体制の整備 

   第５ 広報体制の整備    第５ 広報体制の整備 

P391  

実施機関 県（広報部広報室、防災部消防総務課、地域振興部情報政策課、農林水産部水産課)、市町

村、西日本電信電話株式会社、防災関係機関

１ 県民への的確な情報伝達体制の整備

(1) (略) 

(2) 放送事業者、通信事業者及びライフライン関係機関等は、発災後の経過に応じて被災者等に提供す
べき情報について整理しておく。 

(3)(4) (略) 

(5) 県、市町村及びライフライン関係機関等は、災害に関する情報及び被災者に対する救援情報等を的

確に広報できるよう、広報体制及び施設、設備の整備を図る。 

(6)～(8) (略) 

(9) 県及び市町村は、さまざまな環境下にある住民、要配慮者利用施設や地下街等の施設管理者等及

び職員に対して震度速報及び大津波警報、津波警報、津波注意報が確実に伝わるよう、Ｌアラート

（災害情報共有システム）の活用や関係事業者の協力を得つつ、防災行政無線（戸別受信機を含

む。）、全国瞬時警報システム（J-ALERT）、漁業無線、テレビ（ワンセグを含む。）、ラジオ（コ

ミュニティＦＭ放送を含む。)、携帯電話（緊急速報メール機能を含む。）、ソーシャルメディア、

ケーブルテレビ等を用いた伝達手段の多重化、多様化を図るとともに、情報の地図化等による伝達

手段の高度化に努める。 

実施機関 県（政策企画局広聴広報課、防災部消防総務課、地域振興部情報政策課、農林水産部水産

課)、市町村、西日本電信電話株式会社、防災関係機関

１ 県民への的確な情報伝達体制の整備

(1) (略) 

(2) 放送事業者、通信事業者及びライフライン関係機関等は、発災後の経過に応じて被災者等に提供す
べき情報について整理しておく。また、通信事業者は、災害時における通信量の増加を抑制するた
め、災害時の不要不急な通信は控えるよう周知に努める。 

(3)(4) (略) 

(5) 県、市町村及びライフライン関係機関等は、災害に関する情報及び被災者に対する救援情報等を大

規模停電時も含め常に的確に広報できるよう、広報体制及び施設、設備の整備を図る。 

 (6)～(8) (略) 

(9) 県及び市町村は、さまざまな環境下にある住民、要配慮者利用施設や地下街等の施設管理者等及

び職員に対して震度速報及び大津波警報、津波警報、津波注意報が確実に伝わるよう、Ｌアラート

（災害情報共有システム）の活用や関係事業者の協力を得つつ、防災行政無線（戸別受信機を含

む。）、全国瞬時警報システム（J-ALERT）、漁業・指導無線、テレビ（ワンセグを含む。）、ラジ

オ（コミュニティＦＭ放送を含む。)、携帯電話（緊急速報メール機能を含む。）、ソーシャルメデ

ィア、ケーブルテレビ等を用いた伝達手段の多重化、多様化を図るとともに、情報の地図化等によ

る伝達手段の高度化に努める。 

時点修正 

防災基本計
画の反映 

文言修正 

文言修正 
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(10) (略) 

(11) 県は、災害等が発生した場合ＪＦしまねと協力しながら沖合に出漁している漁船等に対し迅速な情

報伝達を行うため、ＪＦしまね漁業無線局の通信の充実を図る。 

P392 

２ 災害用伝言サービス活用体制の整備

実施機関 県（広報部広報室、地域振興部情報政策課）、市町村、西日本電信電話株式会社、携帯電

話各社）

(10) (略) 

(11) 県は、災害等が発生した場合ＪＦしまねと協力しながら沖合に出漁している漁船等に対し迅速な情

報伝達を行うため、漁業・指導無線局の通信の充実を図る。 

２ 災害用伝言サービス活用体制の整備

実施機関 県（政策企画局広聴広報課、地域振興部情報政策課）、市町村、西日本電信電話株式会

社、携帯電話各社）

文言修正 

時点修正 

  第３節 防災活動体制の整備   第３節 防災活動体制の整備 

   第１ 基本的な考え方    第１ 基本的な考え方 

P393 
３ 留意点 

(1)(2) (略) 

(3) 発災後の円滑な応急対応、復旧・復興のため、退職者の活用や、民間の人材の任期付き雇用等の

人材確保方策をあらかじめ整えるように努める。 

３ 留意点 

  (1)(2) (略) 

(3) 発災後の円滑な応急対応、復旧・復興のため、災害対応経験者をリスト化するなど、災害時に活

用できる人材を確保し、即応できる体制の整備に努めるものとする。また、退職者の活用や、民間

の人材の任期付き雇用等の人材確保方策をあらかじめ整えるように努める。 

防災基本計
画の反映 

   第２ 災害対策本部体制の整備    第２ 災害対策本部体制の整備 

P394 
◆実施機関 県（防災部防災危機管理課）、市町村、防災関係機関

１ 趣旨  (略) 

２ 初動（警戒）体制の整備 

(1) ～(3)  (略)

(4)応急活動マニュアル等の整備

県、市町村及び防災関係機関は、それぞれの機関の実情を踏まえ、災害発生時に講ずべき対策等

を体系的に整理した応急活動マニュアルを作成し、職員に周知するとともに定期的に訓練を行い、

活動手順、使用する資機材や装備の使用方法等の習熟、他の職員、機関等との連携等について徹底

を図る。 

◆実施機関 県（防災部防災危機管理課）、市町村、防災関係機関

１ 趣旨  (略) 

２ 初動（警戒）体制の整備 

(1) ～(3)  (略)

(4)応急活動マニュアル等の整備

県、市町村及び防災関係機関は、それぞれの機関の実情を踏まえ、災害発生時に講ずべき対策等

を体系的に整理した応急活動マニュアルを作成し、職員に周知するとともに定期的に訓練を行い、

活動手順、使用する資機材や装備の使用方法等の習熟、他の職員、機関等との連携等について徹底

を図る。 

また、県及び市町村は、男女共同参画の視点から、男女共同参画担当部局が災害対応について庁
内及び避難所等における連絡調整を行い、平常時及び災害時における男女共同参画担当部及び男女
共同参画センターの役割について、防災担当部局と男女共同参画担当部局が連携し明確化しておく
よう努めるものとする。 

防災基本計
画の反映 

   第３ 防災中枢機能等の整備    第３ 防災中枢機能等の整備 

P395 

◆実施機関１ 県（防災部防災危機管理課）

(2) 防災中枢機能を果たす施設、設備等の整備に当たっては、施設等の整備に加え、地震及び津波災

害に伴う耐震化、耐浪化及び停電対策を施すとともに、物資の供給が困難となる場合を想定した防

災要員用の食料、飲料水、燃料等の適切な備蓄・調達・輸送体制の整備や、通信途絶時に備えた衛

◆実施機関１ 県（防災部防災危機管理課）

(2) 防災中枢機能を果たす施設、設備等の整備に当たっては、施設等の整備に加え、地震及び津波災

害に伴う耐震化、耐浪化及び停電対策を施すとともに、物資の供給が困難となる場合を想定した防災

要員用の食料、飲料水、燃料等の適切な備蓄・調達・輸送体制の整備や、通信途絶時に備えた衛星通

防災基本計
画の反映 
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星携帯電話等の非常用通信手段の確保を図る。 信等の非常用通信手段の確保を図る。

   第４ 広域応援協力体制の整備    第４ 広域応援協力体制の整備 

P396 

５ 防災関係機関の連携体制の整備

津波災害発生時には、防災関係機関相互の連携体制が重要であり、県、市町村及び防災関係機関は

機関相互の応援が円滑に行えるよう、警察・消防・自衛隊等の部隊の展開及び宿営の拠点、ヘリポー

ト、物資搬送設備等の救援活動拠点、緊急輸送ルート等の確保及び活動拠点に係る関係機関との情報

の共有に努めるとともに、応急対策活動及び復旧活動に関し、各関係機関において相互応援の協定を

締結する等平常時より連携を強化しておく。相互応援協定の締結に当たっては、近隣の地方公共団体

に加えて、大規模な災害等による同時被災を避ける観点から、遠方に所在する地方公共団体との間の

協定締結も考慮する。 

また、県及び市町村等は、食料、飲料水、生活必需品、医薬品、血液製剤、燃料及び所要の資器材
の調達並びに広域的な避難に必要となる施設等の相互利用等に関する応援体制の充実に努める。 

P397 

６ 応援計画及び受援計画の整備 

県、市町村及び防災関係機関は、災害の規模や被災地のニーズに応じて円滑に他の地方公共団体及

び防災関係機関から応援を受けることができるよう、地域防災計画等に応援計画や受援計画をそれぞ

れ位置付けるよう努め、応援先・受援先の指定、応援・受援に関する連絡・要請の手順、災害対策本

部との役割分担・連絡調整体制、応援機関の活動拠点、応援要員の集合・配備体制や資機材等の収

集・輸送体制等について必要な準備を整える。 

５ 防災関係機関の連携体制の整備

津波災害発生時には、防災関係機関相互の連携体制が重要であり、県、市町村及び防災関係機関

は機関相互の応援が円滑に行えるよう、警察・消防・自衛隊等の部隊の展開及び宿営の拠点、ヘリ

ポート、物資搬送設備等の救援活動拠点、緊急輸送ルート等の確保及び活動拠点に係る関係機関と

の情報の共有に努めるとともに、応急対策活動及び復旧活動に関し、各関係機関において相互応援

の協定を締結する等平常時より連携を強化しておく。県、市町村は、災害時に自らのみでは迅速か

つ十分な対応が困難な場合に、他の地方公共団体からの物資の提供、人員の派遣、廃棄物処理等、

相互に連携・協力し速やかに災害対応を実施できるよう、相互応援協定の締結に当たっては、近隣

の地方公共団体に加えて、大規模な災害等による同時被災を避ける観点から、遠方に所在する地方

公共団体との間の協定締結も考慮する。

また、県及び市町村等は、食料、飲料水、生活必需品、医薬品、血液製剤、燃料及び所要の資器

材の調達並びに広域的な避難に必要となる施設等の相互利用等に関する応援体制の充実に努める。

６ 応援計画及び受援計画の整備 

県、市町村及び防災関係機関は、災害の規模や被災地のニーズに応じて円滑に他の地方公共団体及

び防災関係機関から応援を受けることができるよう、地域防災計画等に応援計画や受援計画をそれぞ

れ位置付けるよう努め、応援先・受援先の指定、応援・受援に関する連絡・要請の手順、災害対策本

部との役割分担・連絡調整体制、応援機関の活動拠点、応援要員の集合・配備体制や資機材等の集

積・輸送体制等について必要な準備を整える。 

県、市町村は、国や他の地方公共団体等からの応援職員等を迅速・的確に受け入れて情報共有や各

種調整等を行うための受援体制の整備に努めるものとする。特に、庁内全体及び各業務担当部署にお

ける受援担当者の選定や応援職員等の執務スペースの確保を行うものとする。 

防災基本計
画の反映 

文言修正 

防災基本計
画の反映 

   第５ 公的機関等の業務継続性の確保    第５ 公的機関等の業務継続性の確保 

   第６ 複合災害体制の整備    第６ 複合災害体制の整備 

   第７ 罹災証明書の発行体制の整備    第７ 罹災証明書の発行体制の整備 

   第８ 防災施設、装備等の整備    第８ 防災施設、装備等の整備 

   第９ 孤立地区対策    第９ 孤立地区対策 

  第４節 避難予防対策   第４節 避難予防対策 

   第１ 基本的な考え方    第１ 基本的な考え方 

   第２ 避難体制の整備    第２ 避難体制の整備 

P404 

１ 避難計画の策定

(3) 学校等の防災計画等

実施機関 県（総務部総務課、健康福祉部青少年家庭課、教育庁)、市町村

県及び市町村は、災害後所管する学校等がとるべき行動を防災計画に明記するよう指導を行うと

ともに、連絡方法・連絡様式の整備を行い、迅速な応急対策が行えるよう事前準備を推進する。災

害後は、通信手段の途絶が予想されるので、複数の通信手段を準備し、児童等の安全な避難を支援

できるように努める。

１ 避難計画の策定

(3) 学校等の防災計画等

実施機関 県（総務部総務課、健康福祉部青少年家庭課、子ども・子育て支援課、教育庁)、市町村

県及び市町村は、災害後所管する学校等がとるべき行動を防災計画に明記するよう指導を行うと

ともに、連絡方法・連絡様式の整備を行い、迅速な応急対策が行えるよう事前準備を推進する。災

害後は、通信手段の途絶が予想されるので、複数の通信手段を準備し、児童等の安全な避難を支援

できるように努める。

時点修正 
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学校等は、多数の児童等を混乱なく安全に避難させ、身体及び生命の安全を確保するために、学

校等の実態に即した適切な避難対策を立てる。

県及び市町村は、津波浸水想定区域における児童生徒等の安全確保のため、高台等へ通じる避難

路等の整備や建物の高層化など、各地域の実情等を踏まえた学校の津波対策について努める。

ア 防災体制の確立

（ア）防災計画

津波災害が発生した場合に児童等の生命の安全を確保するため、毎年度防災計画を作成す

る。計画作成に当たっては、授業中、休憩時間、校外活動、放課後、登下校時などを想定した

津波発生時における教職員の参集体制、初動体制（児童等の安全確認、校内外との連絡体制、

施設の安全確認等）、指定避難所の運営に係る体制などについて、具体的に作成しておく必要が

ある。

また、津波発生時、児童等が自らの判断で一次避難ができるように防災教育を充実させると

ともに、二次避難に当たっての連絡体制の整備等には、特に留意する。沿岸部にある学校は、

津波災害を想定した対応策も計画に加えておく必要がある。

なお、災害後は電話などの連絡手段が途絶することが予想されるため、災害発生時の児童等

の引き渡し方法等、学校の防災計画についてＰＴＡ総会等の場や、学校の広報紙等を利用し、

あらかじめ保護者の理解を得ておく必要がある。

（イ）防災組織

学校等は、様々な場面を想定した教職員の参集体制・津波災害発生直後の初動体制・応急教

育の立案・実施、指定避難所の運営などについて、教職員個人の役割分担を明確にしておく必

要がある。

また、校長等が不在の場合も想定し、指揮系統を作成しておくことが重要である。

（ウ）施設及び設備の管理

学校等の管理は、人的側面及び物理的側面から、その本来の機能を十分発揮するよう適切に

行う。特に、施設及び設備の管理は以下の事項に留意する。

① 日常点検の実施

敷地・施設内を日常点検し、危険箇所の把握に努めるとともに、避難経路の障害物を撤去

するなどの対策を講じておくこと。

② 安全点検日

毎学期一回以上「安全点検日」を定めて、防災の視点からすべての施設及び設備を各担当

者がチェックする。

イ 避難誘導

学校等は、授業中、休憩時間、放課後、登下校時・校外活動時など災害の発生時間帯別におけ

る児童等行動パターンを想定し、状況に即応した的確な判断のもとに統一のとれた行動がとれる

ように、児童等に避難方法、避難先及び避難路を周知徹底するとともに、それぞれの場面での教

職員の役割分担を明らかにしておく。

ウ 小学校就学前の児童・乳幼児等の避難誘導

市町村は、小学校就学前の子どもたちの安全で確実な避難のため、災害発生時における幼稚

園・保育所・認定こども園等の施設と市町村間、施設間の連絡・連携体制の構築に努める。

エ その他

私立学校は、この対策に準じて自主的に対策を立てるよう指導する。

学校等は、多数の児童等を混乱なく安全に避難させ、身体及び生命の安全を確保するために、学

校等の実態に即した適切な避難対策を立てる。

県及び市町村は、津波浸水想定区域における児童生徒等の安全確保のため、高台等へ通じる避難

路等の整備や建物の高層化など、各地域の実情等を踏まえた学校の津波対策について努める。

ア 防災体制の確立

（ア）防災計画

津波災害が発生した場合に児童等の生命の安全を確保するため、毎年度防災計画を作成す

る。計画作成に当たっては、授業中、休憩時間、校外活動、放課後、登下校時などを想定した

津波発生時における教職員の参集体制、初動体制（児童等の安全確認、校内外との連絡体制、

施設の安全確認等）、指定避難所の運営に係る体制などについて、具体的に作成しておく必要が

ある。

また、津波発生時、児童等が自らの判断で一次避難ができるように防災教育を充実させると

ともに、二次避難に当たっての連絡体制の整備等には、特に留意する。沿岸部にある学校は、

津波災害を想定した対応策も計画に加えておく必要がある。

なお、災害後は電話などの連絡手段が途絶することが予想されるため、災害発生時の児童等

の引き渡し方法等、学校の防災計画についてＰＴＡ総会等の場や、学校の広報紙等を利用し、

あらかじめ保護者の理解を得ておく必要がある。

（イ）防災組織

学校等は、様々な場面を想定した教職員の参集体制・津波災害発生直後の初動体制・応急教

育の立案・実施、指定避難所の運営などについて、教職員個人の役割分担を明確にしておく必

要がある。

また、校長等が不在の場合も想定し、指揮系統を作成しておくことが重要である。

（ウ）施設及び設備の管理

学校等の管理は、人的側面及び物理的側面から、その本来の機能を十分発揮するよう適切に

行う。特に、施設及び設備の管理は以下の事項に留意する。

① 日常点検の実施

敷地・施設内を日常点検し、危険箇所の把握に努めるとともに、避難経路の障害物を撤去

するなどの対策を講じておくこと。

② 安全点検日

毎学期一回以上「安全点検日」を定めて、防災の視点からすべての施設及び設備を各担当

者がチェックする。

イ 避難誘導

学校等は、授業中、休憩時間、放課後、登下校時・校外活動時など災害の発生時間帯別におけ

る児童等行動パターンを想定し、状況に即応した的確な判断のもとに統一のとれた行動がとれる

ように、児童等に避難方法、避難先及び避難路を周知徹底するとともに、それぞれの場面での教

職員の役割分担を明らかにしておく。

ウ 小学校就学前の児童・乳幼児等の避難誘導

市町村は、小学校就学前の子どもたちの安全で確実な避難のため、災害発生時における幼稚

園・保育所・認定こども園等の施設と市町村間、施設間の連絡・連携体制の構築に努める。

エ その他

私立学校は、この対策に準じて自主的に対策を立てるよう指導する。
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   第３ 指定緊急避難場所・指定避難所及び避難路の整備・周知    第３ 指定緊急避難場所・指定避難所及び避難路の整備・周知 

P408 

１ 指定緊急避難場所及び指定避難所の指定等

(略) 

(2) 指定避難所の指定及び整備 

   ア （略） 

イ 指定避難所の整備 

市町村は、指定避難所となる施設については、必要に応じ、良好な生活環境を確保するため

に、給食施設、換気、冷暖房、照明等の設備の整備に努める。 

また、指定避難所において、救護施設、貯水槽、井戸、仮設トイレ、マンホールトイレ、マッ

ト、簡易ベッド、非常用電源、衛星携帯電話・無線ＬＡＮ等の通信機器等のほか、空調、洋式ト

イレなど、要配慮者にも配慮した施設・設備の整備に努めるとともに、被災者による災害情報の

入手に資するテレビ、ラジオ等の機器の整備を図る。 

ウ 指定避難所における備蓄等の推進 

市町村は、指定避難所又はその近傍で地域完結型の備蓄施設を確保し、食料、飲料水、非常用

電源、常備薬、炊き出し用具、毛布等避難生活に必要な物資等の備蓄に努める。 

なお、市町村は、指定避難所となる施設に、あらかじめ、必要な機能を整理し、備蓄場所の確

保、通信設備の整備等を進める。 

また、孤立予想地区の指定避難所は、特に、一週間程度の避難生活を想定し、必要な物資の備

蓄に努める。 

エ （略） 

１ 指定緊急避難場所及び指定避難所の指定等

(略) 

(2) 指定避難所の指定及び整備 

   ア （略） 

イ 指定避難所の整備 

市町村は、指定避難所となる施設については、必要に応じ、良好な生活環境を確保するため

に、給食施設、換気、冷暖房、照明等の設備の整備に努める。新型コロナウイルス感染症を含む

感染症対策について、感染症患者が発生した場合の対応を含め、平常時から防災担当部局と保健

福祉担当部局が連携して、必要な場合には、ホテルや旅館等の活用等を含めて検討するよう努め

るものとする。 

また、指定避難所において、救護施設、貯水槽、井戸、仮設トイレ、マンホールトイレ、マッ

ト、簡易ベッド、非常用電源、衛星携帯電話・無線ＬＡＮ等の通信機器等のほか、空調、洋式ト

イレなど、要配慮者にも配慮した施設・設備の整備に努めるとともに、被災者による災害情報の

入手に資するテレビ、ラジオ等の機器の整備を図る。 

ウ 指定避難所における備蓄等の推進 

市町村は、指定避難所又はその近傍で地域完結型の備蓄施設を確保し、食料、飲料水、非常用

電源、常備薬、マスク、消毒液、体温計、炊き出し用具、毛布等避難生活に必要な物資等の備蓄

に努める。 

なお、市町村は、指定避難所となる施設に、あらかじめ、必要な機能を整理し、備蓄場所の確

保、通信設備の整備等を進める。必要に応じ指定避難所の電力容量の拡大に努める。

また、孤立予想地区の指定避難所は、特に、一週間程度の避難生活を想定し、必要な物資の備

蓄に努める。 

エ （略） 

防災基本計
画の反映 

   第４ 応急仮設住宅確保体制の整備    第４ 応急仮設住宅確保体制の整備 

  第５節 救急・救助、医療体制の整備   第５節 救急・救助、医療体制の整備 

   第１ 基本的な考え方    第１ 基本的な考え方 

   第２ 救急・救助体制の整備    第２ 救急・救助体制の整備 

   第３ 情報収集管理体制の整備    第３ 情報収集管理体制の整備 

   第４ 医療救護体制の整備    第４ 医療救護体制の整備 

   第５ 防災訓練    第５ 防災訓練 

  第６節 交通確保、輸送体制の整備   第６節 交通確保、輸送体制の整備 

   第１ 基本的な考え方    第１ 基本的な考え方 

   第２ 緊急通行車両等の事前届出・確認    第２ 緊急通行車両等の事前届出・確認 

 第３ 輸送体制の整備方針  第３ 輸送体制の整備方針 

P417 

２ 関係機関相互の連携の強化

(1)～(3) (略) 

２ 関係機関相互の連携の強化

(1)～(3) (略) 

防災基本計
画の反映 
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(4) 物資の調達・輸送に必要となる情報項目・単位の整理による発注方法の標準化、物資の輸送拠点

となる民間施設への非常用電源や非常用通信設備の設置に係る支援、緊急通行車両等への優先的な

燃料供給等の環境整備を推進する。 

  (5) (略) 

(4) 物資の調達・輸送に必要となる情報項目・単位の整理による発注方法の標準化、物資の輸送拠点

となる民間施設への非常用電源、燃料貯蔵設備及び非常用通信設備の設置に係る支援、緊急通行車

両等への優先的な燃料供給等の環境整備を推進する。 

  (5) (略) 

   第４ 輸送手段及び輸送施設・集積拠点等の指定    第４ 輸送手段及び輸送施設・集積拠点等の指定 

P418 

２ 輸送施設・集積拠点等の指定

(1) 輸送施設の指定

ア 緊急輸送道路の指定 

（指定箇所については、「島根県緊急輸送道路ネットワーク計画」（平成9年3月策定、平成25

年度改訂）参照。） 

イ 港湾・漁港、空港、臨時ヘリポート等の指定 

（指定箇所については、「島根県緊急輸送道路ネットワーク計画」（平成9年3月策定、平成25

年度改訂）参照。） 

(2) 集積拠点の指定

災害時の救援物資や資機材等の集積拠点として、以下のとおり指定しておく。なお、県、市町村

及び関係機関は、緊急時における輸送の重要性にかんがみ、集積拠点の災害時の安全性を配慮しつ

つ、関係機関と協議の上、緊急輸送ネットワークの形成を図るとともに、指定公共機関その他の関

係機関等に対する周知徹底に努める。 

ア 救援物資等の備蓄・集積拠点 

（指定箇所については、「島根県緊急輸送道路ネットワーク計画」（平成9年3月策定、平成25

年度改訂）参照。）

２ 輸送施設・集積拠点等の指定

(1) 輸送施設の指定

ア 緊急輸送道路の指定 

（指定箇所については、「島根県緊急輸送道路ネットワーク計画」（平成9年3月策定、令和元

年度改訂）参照。） 

イ 港湾・漁港、空港、臨時ヘリポート等の指定 

（指定箇所については、「島根県緊急輸送道路ネットワーク計画」（平成9年3月策定、令和元

年度改訂）参照。） 

(2) 集積拠点の指定

災害時の救援物資や資機材等の集積拠点として、以下のとおり指定しておく。なお、県、市町村

及び関係機関は、緊急時における輸送の重要性にかんがみ、集積拠点の災害時の安全性を配慮しつ

つ、関係機関と協議の上、緊急輸送ネットワークの形成を図るとともに、指定公共機関その他の関

係機関等に対する周知徹底に努める。 

ア 救援物資等の備蓄・集積拠点 

（指定箇所については、「島根県緊急輸送道路ネットワーク計画」（平成9年3月策定、令和元

年度改訂）参照。） 

時点修正 

   第５ 緊急輸送道路啓開体制の整備    第５ 緊急輸送道路啓開体制の整備 

   第６ 緊急輸送のための港湾・漁港啓開体制の整備    第６ 緊急輸送のための港湾・漁港啓開体制の整備 

  第７節 食料、飲料水及び生活必需品等の確保・供給体制の整備   第７節 食料、飲料水及び生活必需品等の確保・供給体制の整備 

   第１ 基本的な考え方    第１ 基本的な考え方 

   第２ 食料及び給食用資機材の備蓄並びに調達体制の整備    第２ 食料及び給食用資機材の備蓄並びに調達体制の整備 

P422 

３ 食料及び給食用資機材の調達体制の整備 

実施機関１ 県（農林水産部農産園芸課）

４ 食料及び給食用資機材の輸送体制の整備 

実施機関１ 県（地域振興部交通対策課、農林水産部農産園芸課）、日本通運株式会社、福山通運株

式会社、佐川急便株式会社、ヤマト運輸株式会社、西濃運輸株式会社、県トラック協会

３ 食料及び給食用資機材の調達体制の整備 

実施機関１ 県（農林水産部産地支援課）

４ 食料及び給食用資機材の輸送体制の整備 

実施機関１ 県（地域振興部交通対策課、農林水産部産地支援課）、日本通運株式会社、福山通運株

式会社、佐川急便株式会社、ヤマト運輸株式会社、西濃運輸株式会社、県トラック協会

項目整理 
時点修正 

時点修正 

   第３ 飲料水及び給水用資器材の備蓄並びに調達体制の整備    第３ 飲料水及び給水用資器材の備蓄並びに調達体制の整備 

   第４ 燃料等生活必需品の備蓄並びに調達体制の整備    第４ 燃料等生活必需品の備蓄並びに調達体制の整備 

   第５ 災害救助用物資・資機材の備蓄並びに調達体制の整備    第５ 災害救助用物資・資機材の備蓄並びに調達体制の整備 

P425  

燃料、発電機、建設機械等の応急・復旧活動時に有効な資機材、地域内の備蓄量、公的機関・供給事 燃料、発電機、建設機械等の応急・復旧活動時に有効な資機材について、地域内の備蓄量、公的機 防災基本計
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業者等の保有量を把握した上で、不足が懸念される場合には、関係機関や民間事業者との連携に努め

る。 

県及び市町村は、災害発生時の迅速かつ円滑な救助の実施体制の構築に向けて、あらかじめ救助に必

要な施設、設備、人員等について意見交換を行うとともに、事務委任制度等の積極的な活用により役割

分担を明確化するなど、調整を行っておくものとする。 

以下、(略) 

関・供給事業者等の保有量を把握した上で、不足が懸念される場合には、関係機関や民間事業者との連

携に努める。大規模な災害発生のおそれがある場合には、それぞれが所有する電源車、発電機等の現在

時点の配備状況等を確認の上、リスト化するよう努めるものとする。 

また、県及び市町村は、災害発生時の迅速かつ円滑な救助の実施体制の構築に向けて、あらかじめ救

助に必要な施設、設備、人員等について意見交換を行うとともに、事務委任制度等の積極的な活用によ

り役割分担を明確化するなど、調整を行っておくとともに、災害応急対策への協力が期待される建設業

団体等の担い手の確保・育成に取り組むものとする。

電気事業者は、停電時にインターネット等を使用できない被災者に対する被害情報等の伝達に係る体

制の整備に努めるものとする。 

また、電気通信事業者は、通信の仕組みや代替通信手段の提供等について利用者への周知に努めると

ともに、通信障害が発生した場合の被災者に対する情報提供体制の整備を図るものとする。 

以下、(略) 

画の反映 

  第８節 要配慮者等安全確保体制の整備   第８節 要配慮者等安全確保体制の整備 

   第１ 基本的な考え方    第１ 基本的な考え方 

   第２ 避難行動要支援者等支援体制の構築    第２ 避難行動要支援者等支援体制の構築 

   第３ 地域における要配慮者対策    第３ 地域における要配慮者対策 

   第４ 社会福祉施設・病院等における要配慮者対策    第４ 社会福祉施設・病院等における要配慮者対策 

P432 

１ 防災設備等の整備

社会福祉施設、保育所、病院等の管理者は、要配慮者に配慮し、電気、水道等の供給停止に備え、
施設入所者等が最低限の生活維持に必要な食料、飲料水、介護用品、医薬品・医療用資器材等の備蓄
を行うとともに、当該施設で予想される災害の種類に応じた防災資機材や非常用自家発電機及び燃料
等の備蓄・整備に努める。

以下、(略) 

１ 防災設備等の整備

社会福祉施設、保育所、病院等の管理者は、要配慮者に配慮し、電気、水道等の供給停止に備え、

施設入所者等が最低限の生活維持に必要な食料、飲料水、介護用品、医薬品・医療用資器材等の備蓄

を行うとともに、当該施設で予想される災害の種類に応じた防災資機材や非常用自家発電機及び燃料

等の備蓄・整備に努める。また、病院、要配慮者に関わる社会福祉施設等の人命に関わる重要施設の

管理者は、発災後７２時間の事業継続が可能となる非常用電源を確保するよう努めるものとする。

以下、(略) 

防災基本計
画の反映 

  第９節 防疫・保健衛生、廃棄物処理体制の整備   第９節 防疫・保健衛生、廃棄物処理体制の整備 

   第１ 基本的な考え方    第１ 基本的な考え方 

   第２ 防疫・保健衛生体制の整備    第２ 防疫・保健衛生体制の整備 

   第３ 動物愛護管理体制の整備    第３ 動物愛護管理体制の整備 

   第４ 廃棄物処理体制の整備    第４ 廃棄物処理体制の整備 

   第５ し尿処理体制の整備    第５ し尿処理体制の整備 

  第10節 防災知識の普及・啓発及び防災訓練   第10節 防災知識の普及・啓発及び防災訓練 

   第１ 基本的な考え方    第１ 基本的な考え方 

   第２ 消防団、水防団及び自主防災組織の育成強化    第２ 消防団、水防団及び自主防災組織の育成強化 

   第３ 県民に対する防災教育    第３ 県民に対する防災教育 

P438 

２ 周知内容
(1)(2)  (略) 

(3) 津波災害に対する平素の心得 
   ア～オ (略) 

カ 非常持出品の確認（貴重品、携帯ラジオ、懐中電灯、乾電池、衣類、応急医薬品、非常食のほ

か、紙おむつや粉ミルクなど家族構成にあわせて準備） 

２ 周知内容
(1)(2) (略) 

(3) 津波災害に対する平素の心得 
   ア～オ (略) 

カ 非常持出品の確認（貴重品、携帯ラジオ、懐中電灯、乾電池、衣類、応急医薬品、非常食、マ

スク、消毒液、体温計のほか、紙おむつや粉ミルクなど家族構成にあわせて準備） 

防災基本計
画の反映 
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   キ～シ (略) 
 (新設) 

   キ～シ (略) 

ス 自動車へのこまめな満タン給油 

   第４ 学校教育における防災教育    第４ 学校教育における防災教育 

   第５ 防災訓練    第５ 防災訓練 

 第２章 津波災害応急対策計画  第２章 津波災害応急対策計画 

  第１ 被害の拡大を防災するための応急対策の実施   第１ 被害の拡大を防災するための応急対策の実施 

  第１節 災害応急活動体制   第１節 災害応急活動体制 

   第１ 基本的な考え方    第１ 基本的な考え方 

   第２ 県の応急活動体制    第２ 県の応急活動体制 

P446 

２ 津波災害体制の決定、動員及び本部等の運営

(3) 災害警戒本部及び地区災害警戒本部体制

警戒本部の構成員

構       成       員 

防災部長、防災部次長、防災危機管理課長、政策企画監（総務担当）、総務課長、広報室

長、消防総務課長、地域政策課長、交通対策課長、環境生活総務課長、健康福祉総務課

長、農林水産総務課長、農地整備課長、森林整備課長、水産課長、商工政策課長、土木総

務課長、道路維持課長、河川課長、港湾空港課長、砂防課長、建築住宅課長、出納局会計

課長、企業局総務課長、病院局県立病院課長、教育庁総務課長、警察本部警備課長 

P449 
図3.2.1.2 島根県災害災害対策本部（県庁） 
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２ 津波災害体制の決定、動員及び本部等の運営

(3) 災害警戒本部及び地区災害警戒本部体制

警戒本部の構成員

構       成       員 

防災部長、防災部次長、防災危機管理課長、政策企画監（総務担当）、広聴広報課長、総

務課長、消防総務課長、地域政策課長、交通対策課長、環境生活総務課長、健康福祉総務

課長、農林水産総務課長、農地整備課長、森林整備課長、水産課長、商工政策課長、土木

総務課長、道路維持課長、河川課長、港湾空港課長、砂防課長、建築住宅課長、出納局会

計課長、企業局総務課長、病院局県立病院課長、教育庁総務課長、警察本部警備課長 

図3.2.1.2 島根県災害災害対策本部（県庁） 
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時点修正 

   第３ 市町村の応急活動体制    第３ 市町村の応急活動体制 

   第４ 県における広域応援体制    第４ 県における広域応援体制 

   第５ 市町村・消防における相互応援協力    第５ 市町村・消防における相互応援協力 

   第６ 市町村における広域応援体制    第６ 市町村における広域応援体制 

   第７ 緊急消防援助隊による応援    第７ 緊急消防援助隊による応援 

   第８ 自衛隊の災害派遣体制    第８ 自衛隊の災害派遣体制 

   第９ 海上保安庁への応援協力体制    第９ 海上保安庁への応援協力体制 

  第２節 災害情報の収集・伝達及び広報   第２節 災害情報の収集・伝達及び広報 

   第１ 基本的な考え方    第１ 基本的な考え方 

   第２ 津波情報の収集・伝達    第２ 津波情報の収集・伝達 
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P460 

１ 津波警報等の発表基準及び種類・区分・伝達

(1)(2) (略) 

(3) 津波警報等の種類、解説及び発表される津波の高さ 

ア 津波警報等 

（注）１、２ (略) 

３ 地地震規模推定の不確実性が大きいと考えられる場合の「予想される津波の最大波の高さ」

は、数値ではなく「巨大」、「高い」の定性的表現を用いる。 

以下、(略)

１ 津波警報等の発表基準及び種類・区分・伝達

(1)(2) (略) 

(3) 津波警報等の種類、解説及び発表される津波の高さ 

ア 津波警報等 

（注）１、２ (略) 

３ 地震の規模がマグニチュード８を超えるような巨大地震に対しては、精度のよい地震の規模を

すぐに求めることができないため、津波警報等発表の時点では、その海域における最大の津波想

定等をもとに津波警報等を発表する。その場合、最初に発表する大津波警報や津波警報では、予

想される津波の高さを「巨大」や「高い」という言葉を用いて発表し、非常事態であることを伝

える。 

以下、(略)

文言修正 

   第３ 被害情報等の収集・伝達    第３ 被害情報等の収集・伝達 

P464 

１ 情報収集・伝達体制の確立

   (略) 

２ 被害情報の収集・把握

(1)(2) (略) 

(3) ヘリコプター等による情報収集

県は、震度５弱以上の地震を観測した場合、又は大津波警報、津波警報が発表された場合、災

害現場の状況を迅速かつ的確に把握するため、直ちに防災ヘリコプターによる上空からの偵察等

を行い、被災地のヘリテレ映像を県庁及び合同庁舎等に一斉放送する。また、警察用航空機のヘ

リコプターテレビシステム、商用テレビ放送及びビデオカメラ、職員等のデジタルカメラ等によ

る画像情報、自衛隊や海上保安庁の航空機等の上空からの目視情報等と併せて情報収集する。ま

た、衛星車載局により地上からの情報も収集する。 

情報収集で得た航空写真・画像等については、ライフライン施設等の被害状況の早期把握のた

め、ライフライン事業者等の要望に応じて、情報提供に努める。 

   以下、(略)

１ 情報収集・伝達体制の確立

   (略) 

２ 被害情報の収集・把握

(1)(2) (略) 

(3) ヘリコプター等による情報収集

県は、震度５弱以上の地震を観測した場合、又は大津波警報、津波警報が発表された場合、災

害現場の状況を迅速かつ的確に把握するため、直ちに防災ヘリコプターによる上空からの偵察等

を行い、被災地のヘリテレ映像を県庁及び合同庁舎等に一斉放送する。また、警察用航空機のヘ

リコプターテレビシステム、商用テレビ放送及びビデオカメラ、職員等のデジタルカメラ等によ

る画像情報、自衛隊や海上保安庁の航空機等の上空からの目視情報等と併せて情報収集する。ま

た、衛星車載局により地上からの情報も収集する。無人航空機を活用した情報収集についても体

制整備を進める。

情報収集で得た航空写真・画像等については、ライフライン施設等の被害状況の早期把握のた

め、ライフライン事業者等の要望に応じて、情報提供に努める。 

   以下、(略)

防災基本計
画の反映 

   第４ 県による災害広報の実施    第４ 県による災害広報の実施 

P466 
実施機関 県（広報部広報室、地域振興部情報政策課）

１、２ (略) 

P468 

３ 広報の方法

(1) 一般広報

県は、関係各課の保有する以下の広報媒体等を活用するほか、関係各課、関係機関が連携するこ

とにより効果的な広報活動を実施する。その際、視聴覚障がい者、高齢者、外国人等に十分配慮す

る。 

実施機関 県（政策企画局広聴広報課、防災部消防総務課、地域振興部情報政策課）

１、２ (略) 

３ 広報の方法

(1) 一般広報

県は、関係各課の保有する以下の広報媒体等を活用するほか、関係各課、関係機関が連携するこ

とにより効果的な広報活動を実施する。その際、視聴覚障がい者、高齢者、外国人等に十分配慮す

る。 

時点修正 

時点修正 
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ア 県広報車による広報（広報車保有課。局地的災害の場合） 

イ 県防災ヘリコプターによる広報（防災部消防総務課） 

ウ 県広報誌など活字媒体による広報（広報部広報室） 

エ ラジオ、テレビ、ケーブルテレビ等放送媒体による広報（広報部広報室） 

オ 新聞・通信等の紙面の買い取りによる広報（広報部広報室） 

カ インターネットによる広報 

（ア）総合防災情報システム及び報道発表資料による県のホームページを活用した広報（広報部広

報室、防災部防災危機管理課、地域振興部情報政策課） 

（イ）携帯電話を活用した情報提供 

（ウ）ポータルサイト・サーバー運営業者の協力による広報（広報部広報室、防災部防災危機管理

課） 

(2)(3) (略) 

P469 

(4) 指定避難所等への広報  

指定避難所等にいる被災者は情報を得る手段が限られていることから、被災者生活支援に関する

情報については紙媒体でも情報提供を行うなど、適切に情報提供がなされるよう努める。その際、

視聴覚障がい者、高齢者、外国人等に十分配慮する。

このほか、在宅での避難者、応急仮設住宅として供与される賃貸住宅への避難者、所在を把握で

きる広域避難者に配慮した伝達を行う。 

ア 県広報車による広報（広報車保有課。局地的災害の場合） 

イ 県防災ヘリコプターによる広報（防災部消防総務課） 

ウ 県広報誌など活字媒体による広報（政策企画局広聴広報課） 

エ ラジオ、テレビ、ケーブルテレビ等放送媒体による広報（政策企画局広聴広報課） 

オ 新聞・通信等の紙面の買い取りによる広報（政策企画局広聴広報課） 

カ インターネットによる広報 

（ア）総合防災情報システム及び報道発表資料による県のホームページを活用した広報（政策企画

局広聴広報課、防災部防災危機管理課、地域振興部情報政策課） 

（イ）携帯電話を活用した情報提供 

（ウ）ポータルサイト・サーバー運営業者の協力による広報（政策企画局広聴広報課、防災部防災

危機管理課） 

(2)(3) (略) 

(4) 指定避難所等への広報  

指定避難所等にいる被災者は情報を得る手段が限られていることから、被災者生活支援に関する

情報についてはチラシの張り出し、配布等の紙媒体でも情報提供を行うなど、適切に情報提供がな

されるよう努める。その際、視聴覚障がい者、高齢者、外国人等に十分配慮する。

このほか、在宅での避難者、応急仮設住宅として供与される賃貸住宅への避難者、所在を把握で

きる広域避難者に配慮した伝達を行う。 

防災基本計
画の反映 

   第５ 市町村による災害広報の実施    第５ 市町村による災害広報の実施 

P470 

１ 基本事項

(略) 

２ 広報の内容及び方法

(1) 広報内容 (略) 

(2) 広報の方法 

市町村が保有する以下の広報手段を最大限活用した災害広報を実施する。その際、視聴覚障がい

者、高齢者、外国人等に十分配慮する。なお、災害の程度により、広報の手段を著しく欠いたとき

は、県又は報道機関に協力を要請して災害広報を実施する。 

また、指定避難所等にいる被災者は情報を得る手段が限られていることから、被災者生活支援に

関する情報については紙媒体でも情報提供を行うなど、適切に情報提供がなされるよう努める。 

このほか、在宅での避難者、応急仮設住宅として供与される賃貸住宅への避難者、所在を把握で

きる広域避難者に配慮した伝達を行う。 

以下、(略) 

１ 基本事項

(略) 

２ 広報の内容及び方法

(1) 広報内容 (略) 

(2) 広報の方法 

市町村が保有する以下の広報手段を最大限活用した災害広報を実施する。その際、視聴覚障がい

者、高齢者、外国人等に十分配慮する。なお、災害の程度により、広報の手段を著しく欠いたとき

は、県又は報道機関に協力を要請して災害広報を実施する。 

また、指定避難所等にいる被災者は情報を得る手段が限られていることから、被災者生活支援に

関する情報についてはチラシの張り出し、配布等の紙媒体でも情報提供を行うなど、適切に情報提

供がなされるよう努める。 

このほか、在宅での避難者、応急仮設住宅として供与される賃貸住宅への避難者、所在を把握で

きる広域避難者に配慮した伝達を行う。 

以下、(略) 

防災基本計
画の反映 

   第６ 住民からの問い合わせに対する対応    第６ 住民からの問い合わせに対する対応 

  第３節 避難活動   第３節 避難活動 

   第１ 基本的な考え方    第１ 基本的な考え方 

   第２ 要避難状況の早期把握・判断    第２ 要避難状況の早期把握・判断 

   第３ 避難勧告等の実施    第３ 避難勧告等の実施 
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Ｒ２．３ 現 行 Ｒ３．〇 修 正 摘要 

P474 

３ 県の実施する避難措置

(1)～(3) (略)

(4) 避難状況等に関する広報

県災害対策本部事務局（防災危機管理課）は、地区災害対策本部から避難状況等に関する情報を

入手し、広報班（広報室）を通じて報道機関に対して広報を依頼し、一般住民等に対して広報を

行う。 

  以下、(略) 

３ 県の実施する避難措置

(1)～(3) (略)

(4) 避難状況等に関する広報

県災害対策本部事務局（防災危機管理課）は、地区災害対策本部から避難状況等に関する情報を

入手し、広報班（広聴広報課）を通じて報道機関に対して広報を依頼し、一般住民等に対して広

報を行う。 

  以下、(略) 

時点修正 

   第４ 避難勧告等の伝達    第４ 避難勧告等の伝達 

P475 
実施機関 県（広報部広報室、警察本部警備課）、市町村、消防本部、関係機関等 実施機関 県（政策企画局広聴広報課、警察本部警備課）、市町村、消防本部、関係機関等 時点修正 

   第５ 避難の誘導等    第５ 避難の誘導等 

   第６ 指定緊急避難場所及び指定避難所の開設、運営    第６ 指定緊急避難場所及び指定避難所の開設、運営

P478 

１ 指定緊急避難場所及び指定避難所の開設

  (1) (略) 

(2) 開設の方法

指定緊急避難場所及び指定避難所は、事前に管理者との協議を経て指定した学校、公会堂、公民

館等の公共施設、神社及び仏閣等の既存建物を応急的に整備して使用する。ただし、これらの適当

な施設を利用することが困難なときは、必要に応じ、あらかじめ指定された施設以外の施設につい

ても、災害に対する安全性を確認の上、管理者の同意を得て指定緊急避難場所又は指定避難所とし

て開設するほか、野外に仮設住宅を設置し、天幕を借り上げ、又はその他適切な方法により開設す

る。 

また、住民に対し、風水害のおそれのない適切な避難場所、避難経路等について周知徹底すると

ともに、必要に応じて避難場所の開錠・開設を自主防災組織で担う等、円滑な避難のため、自主防

災組織等の地域のコミュニティを活かした避難活動を促進する。 

さらに、要配慮者に配慮して、被災地以外の地域にあるものを含め、民間賃貸住宅、旅館・ホテ

ル等を実質的な福祉避難所として借り上げる等、多様な避難所の確保に努める。 

なお、指定避難所のライフラインの回復に時間を要すると見込まれる場合や、道路の途絶による

孤立が続くと見込まれる場合は、あらかじめ指定避難所に指定されていたとしても原則として開設

しないものとする。 

また、指定緊急避難場所又は指定避難所を開設したときは、市町村長はその旨を住民等に対し、

周知徹底を図るものとし、指定避難所に受入れすべき者を誘導、保護しなければならない。 

この場合、市町村は以下の点に留意する。 

P480 

１ 指定緊急避難場所及び指定避難所の開設

  (1) (略) 

(2) 開設の方法

指定緊急避難場所及び指定避難所は、事前に管理者との協議を経て指定した学校、公会堂、公民

館等の公共施設、神社及び仏閣等の既存建物を応急的に整備して使用する。ただし、これらの適当

な施設を利用することが困難なときは、必要に応じ、あらかじめ指定された施設以外の施設につい

ても、災害に対する安全性を確認の上、管理者の同意を得て指定緊急避難場所又は指定避難所とし

て開設するほか、野外に仮設住宅を設置し、天幕を借り上げ、又はその他適切な方法により開設す

る。 

また、住民に対し、風水害のおそれのない適切な避難場所、避難経路等について周知徹底すると

ともに、必要に応じて避難場所の開錠・開設を自主防災組織で担う等、円滑な避難のため、自主防

災組織等の地域のコミュニティを活かした避難活動を促進する。 

さらに、要配慮者に配慮して、被災地以外の地域にあるものを含め、民間賃貸住宅、旅館・ホテ

ル等を実質的な福祉避難所として借り上げる等、多様な避難所の確保に努める。 

なお、指定避難所のライフラインの回復に時間を要すると見込まれる場合や、道路の途絶による

孤立が続くと見込まれる場合は、当該地域に指定避難所を設置・維持することの適否を検討するも

のとする。 

また、指定緊急避難場所又は指定避難所を開設したときは、市町村長はその旨を住民等に対し、

周知徹底を図るものとし、指定避難所に受入れすべき者を誘導、保護しなければならない。あわせ

て、関係機関等による支援が円滑に講じられるよう、避難所の開設状況等を適切に県に報告し、県

は、その情報を国に共有するよう努めるものとする。

この場合、市町村は以下の点に留意する。 

防災基本計
画の反映 
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２ 開設が長期化する見通しの場合の指定避難所運営

(1) 指定避難所の運営方法

   ア～サ (略) 

シ 男女双方の視点を取り入れた自主運営体制の整備 

（ア）指定避難所運営における女性の参画の推進 

（イ）女性専用の物干し場の設置 

（ウ）女性専用の更衣室、授乳室の設置 

（エ）女性用衛生用品、女性用下着の女性による配布 

（オ）巡回警備や防犯ブザーの配布等による指定避難所における安全性の確保 

（カ）女性や子育て家庭のニーズに配慮した指定避難所運営 

ス、セ (略) 

２ 開設が長期化する見通しの場合の指定避難所運営

(1) 指定避難所の運営方法

   ア～サ (略) 

シ 男女双方の視点を取り入れた自主運営体制の整備 

（ア）指定避難所運営における女性の参画の推進 

（イ）女性専用の物干し場の設置 

（ウ）女性専用の更衣室、授乳室の設置 

（エ）女性用衛生用品、女性用下着の女性による配布 

（オ）性暴力・ＤＶ防止に関するポスター等の掲示 

（カ）巡回警備や防犯ブザーの配布等による指定避難所における安全性の確保 

（キ）女性や子育て家庭のニーズに配慮した指定避難所運営 

ス、セ (略) 

項目整理 
文言修正 

   第７ 広域一時滞在    第７ 広域一時滞在 

  第４節 救助・救急、医療及び警備活動   第４節 救助・救急、医療及び警備活動 

   第１ 基本的な考え方    第１ 基本的な考え方 

   第２ 救急・救助活動    第２ 救急・救助活動 

   第３ 医療救護活動    第３ 医療救護活動 

   第４ 助産救護活動    第４ 助産救護活動 

   第５ 傷病者の搬送    第５ 傷病者の搬送 

   第６ 特別に配慮を要する患者への対応    第６ 特別に配慮を要する患者への対応 

   第７ 災害警備体制の確立    第７ 災害警備体制の確立 

   第８ 災害警備措置    第８ 災害警備措置 

  第５節 緊急輸送のための交通確保、緊急輸送活動   第５節 緊急輸送のための交通確保、緊急輸送活動 

   第１ 基本的な考え方    第１ 基本的な考え方 

   第２ 緊急通行車両の確認等    第２ 緊急通行車両の確認等 

   第３ 道路啓開    第３ 道路啓開 

   第４ 港湾及び漁港啓開    第４ 港湾及び漁港啓開 

P494 

２ 港湾及び漁港啓開作業の実施

県及び市町村は、港湾及び漁港並びに臨港道路の啓開を的確、迅速に行う。 

啓開で発生した土砂・流木・等災害廃棄物の仮置き場等について、関係機関との調整を行う。 

２ 港湾及び漁港啓開作業の実施

県及び市町村は、港湾及び漁港並びに臨港道路の啓開を的確、迅速に行う。 

啓開で発生した土砂・流木・災害廃棄物等の仮置き場等について、関係機関との調整を行う。 

文言修正 

   第５ 緊急輸送の実施    第５ 緊急輸送の実施 

   第６ 緊急輸送手段等の確保    第６ 緊急輸送手段等の確保 

   第７ 緊急輸送道路及び輸送拠点等の確保    第７ 緊急輸送道路及び輸送拠点等の確保 

P497 

１ 緊急輸送道路の確保

緊急輸送道路の被害状況を速やかに把握し、防災関係機関が迅速かつ効果的に緊急輸送活動を行う

ために、最も適当な緊急輸送道路や迂回路を選定し確保する。 

なお、緊急輸送道路については、「島根県緊急輸送道路ネットワーク計画」（平成9年3月策定、平

成25年度改訂）により次のように定められている。 

 ２ (略) 

１ 緊急輸送道路の確保

緊急輸送道路の被害状況を速やかに把握し、防災関係機関が迅速かつ効果的に緊急輸送活動を行う

ために、最も適当な緊急輸送道路や迂回路を選定し確保する。 

なお、緊急輸送道路については、「島根県緊急輸送道路ネットワーク計画」（平成9年3月策定、令

和元年度改訂）により次のように定められている。 

 ２ (略) 

時点修正 
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  第６節 食料、飲料水及び生活必需品等の供給   第６節 食料、飲料水及び生活必需品等の供給 

   第１ 基本的な考え方    第１ 基本的な考え方 

   第２ 救援物資の管理体制    第２ 救援物資の管理体制 

P499 

実施機関 県（地域振興部交通対策課、健康福祉部薬事衛生課、農林水産部農産園芸課、商工労働部
商工政策課）、拠点施設管理者

１ 救援物資の管理体制

災害対策本部事務局（防災危機管理課）は、災害対策本部設置以降、救援物資の供給に関連する各

班の要員を本部事務局に派遣するよう指示し、救援物資の一元管理体制を確立する。なお、関係各課

は相互に連携し、状況に応じた救援物資の管理・供給に備えるとともに、民間物流事業者の拠点施設

への協力・連携体制の整備に努める。 

救援物資等の供給関連担当課及び事務分担は、次のとおりである。 

・防災部防災危機管理課  広域防災拠点の備蓄食料、飲料水、燃料等生活必需品、防災資機材の確

保、自衛隊派遣要請に基づく輸送調整 

・地域振興部交通対策課  民間業者を通じての輸送調整 

・健康福祉部薬事衛生課  流通備蓄業者を通じての医薬品、飲料水の確保 

・農林水産部農産園芸課  流通備蓄業者を通じての食料の確保 

・商工労働部商工政策課  流通備蓄業者を通じての燃料等生活必需品の確保 

２ 救援物資の供給・輸送体制

実施機関 県（地域振興部交通対策課、健康福祉部薬事衛生課、農林水産部農産園芸課、商工労働

部商工政策課）、日本通運株式会社、福山通運株式会社、佐川急便株式会社、ヤマト運

輸株式会社、西濃運輸株式会社、県トラック協会、防災関係機関

実施機関 県（地域振興部交通対策課、健康福祉部薬事衛生課、農林水産部産地支援課、商工労働部
商工政策課）、拠点施設管理者

１ 救援物資の管理体制

災害対策本部事務局（防災危機管理課）は、災害対策本部設置以降、救援物資の供給に関連する各

班の要員を本部事務局に派遣するよう指示し、救援物資の一元管理体制を確立する。なお、関係各課

は相互に連携し、状況に応じた救援物資の管理・供給に備えるとともに、民間物流事業者の拠点施設

への協力・連携体制の整備に努める。 

救援物資等の供給関連担当課及び事務分担は、次のとおりである。 

・防災部防災危機管理課  広域防災拠点の備蓄食料、飲料水、燃料等生活必需品、防災資機材の確

保、自衛隊派遣要請に基づく輸送調整 

・地域振興部交通対策課  民間業者を通じての輸送調整 

・健康福祉部薬事衛生課  流通備蓄業者を通じての医薬品、飲料水の確保 

・農林水産部産地支援課  流通備蓄業者を通じての食料の確保 

・商工労働部商工政策課  流通備蓄業者を通じての燃料等生活必需品の確保 

２ 救援物資の供給・輸送体制

実施機関 県（地域振興部交通対策課、健康福祉部薬事衛生課、農林水産部産地支援課、商工労働

部商工政策課）、日本通運株式会社、福山通運株式会社、佐川急便株式会社、ヤマト運

輸株式会社、西濃運輸株式会社、県トラック協会、防災関係機関

時点修正 

時点修正 

時点修正 

   第３ 食料の確保及び供給    第３ 食料の確保及び供給 

P500 

１ 食料の調達

実施機関 県（農林水産部農産園芸課）、市町村、農林水産省（政策統括官）

   以下、(略) 

P501 

２ 食料の供給

実施機関 県（農林水産部農産園芸課）、市町村 

以下、(略) 

P502 

３ 食料の輸送

実施機関 県（地域振興部交通対策課、農林水産部農産園芸課）、市町村、自衛隊、日本通運株式

会社、福山通運株式会社、佐川急便株式会社、ヤマト運輸株式会社、西濃運輸株式会社、県トラッ

ク協会等 

(1) 県及び市町村による輸送

ア 県は、広域防災拠点の備蓄食料を放出する場合、島根県緊急輸送道路ネットワーク計画（平成9

年3月策定、平成25年度改訂）で指定された輸送拠点及び救援物資等の集積拠点を経由して市町村

が選定する集積地等へ輸送する。 

１ 食料の調達

実施機関 県（農林水産部産地支援課）、市町村、農林水産省（政策統括官） 

以下、(略)

２ 食料の供給

実施機関 県（農林水産部産地支援課）、市町村 

以下、(略) 

３ 食料の輸送

実施機関 県（地域振興部交通対策課、農林水産部産地支援課）、市町村、自衛隊、日本通運株式

会社、福山通運株式会社、佐川急便株式会社、ヤマト運輸株式会社、西濃運輸株式会社、県トラッ

ク協会等 

(1) 県及び市町村による輸送

ア 県は、広域防災拠点の備蓄食料を放出する場合、「島根県緊急輸送道路ネットワーク計画」

（平成9年3月策定、令和元年度改訂）で指定された輸送拠点及び救援物資等の集積拠点を経由し

て市町村が選定する集積地等へ輸送する。 

時点修正 

時点修正 

時点修正 

時点修正 



島根県地域防災計画（震災編） 新旧対照表 

57 

Ｒ２．３ 現 行 Ｒ３．〇 修 正 摘要 

    以下、(略)     以下、(略) 

   第４ 飲料水等の供給    第４ 飲料水等の供給 

   第５ 生活必需品等の供給    第５ 生活必需品等の供給 

  第７節 要配慮者の安全確保   第７節 要配慮者の安全確保 

   第１ 基本的な考え方    第１ 基本的な考え方 

   第２ 災害を契機に要配慮者となった者に対する対策    第２ 災害を契機に要配慮者となった者に対する対策 

   第３ 高齢者、障がい者、難病患者等に係る支援活動    第３ 高齢者、障がい者、難病患者等に係る支援活動 

   第４ 児童、ひとり親家庭に係る対策    第４ 児童、ひとり親家庭に係る対策 

   第５ 観光客及び外国人に係る対策    第５ 観光客及び外国人に係る対策 

   第６ 社会福祉施設等に係る対策    第６ 社会福祉施設等に係る対策 

  第８節 文教対策   第８節 文教対策 

   第１ 基本的な考え方    第１ 基本的な考え方 

   第２ 児童等の安全確認・施設被害状況確認    第２ 児童等の安全確認・施設被害状況確認 

   第３ 応急対策の実施    第３ 応急対策の実施 

   第４ 応急教育の実施    第４ 応急教育の実施 

   第５ 学用品の調達及び支給・授業料等の減免措置    第５ 学用品の調達及び支給・授業料等の減免措置 

  第９節 防疫・保健衛生等に関する活動   第９節 防疫・保健衛生等に関する活動 

   第１ 基本的な考え方    第１ 基本的な考え方 

   第２ 防疫活動    第２ 防疫活動 

   第３ 保健及び精神保健活動    第３ 保健及び精神保健活動 

   第４ 廃棄物処理    第４ 廃棄物処理 

   第５ し尿処理    第５ し尿処理 

   第６ 遺体対策    第６ 遺体対策 

  第10節 応急復旧及び二次災害の防止活動   第10節 応急復旧及び二次災害の防止活動 

   第１ 基本的な考え方    第１ 基本的な考え方 

   第２ 建築物の応急対策    第２ 建築物の応急対策 

   第３ 農作物、家畜及び関連施設の応急対策    第３ 農作物、家畜及び関連施設の応急対策 

P524 
実施機関 県（農林水産部農業経営課、農産園芸課）、防災関係機関 実施機関 県（農林水産部農業経営課、農畜産課）、防災関係機関 時点修正 

   第４ ライフライン施設応急復旧対策    第４ ライフライン施設応急復旧対策 
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P526 

１、２ (略) 

３ 電気施設応急措置

実施機関２ 中国電力

 被害状況により、応急送電・仮復旧の２体系に区分し、重要施設への緊急送電と被災者への生活

用電力の早期供給を実施する。 

以下、(略) 

P527 

 (新設)  

４～６ (略) 

P532 

７ 電気通信設備応急措置

 (新設) 

(1) (略) 

(2) 応急措置と応急復旧

表「重要通信を確保する機関（契約約款に基づく具体例）」

順位 対 象 機 関 名 等 具  体  的  な  機  関  名 

第
１
順
位

気象機関 松江地方気象台 

水防機関 県庁・市役所・町村役場 

消防機関 消防本部・消防団 

防災関係機関 
中国（総合通信局・財務局・森林管理署・経済産業局・地方整備

局・運輸局等）・日本郵便株式会社中国支社・指定避難所 

災害救助機関 日本赤十字社県支部・県・医師会・救急指定病院・県看護協会 

警察機関 警察本部・警察署・駐在所 

防衛機関及び海上保安機関 陸上自衛隊出雲駐屯地・海上自衛隊地方総監部・第八管区海上保

 １、２ (略) 

３ 電気施設応急措置 

実施機関２ 中国電力・中国電力ネットワーク

 被害状況により、応急送電・仮復旧の２体系に区分し、重要施設への緊急送電と被災者への生活

用電力の早期供給を実施する。また、電源車等については県が決定した配備先に配備するよう努め

る。

以下、(略) 

実施機関３ 県（関係各課）

大規模停電発生時に電源車の配備等、関係省庁、電気事業者等から円滑な支援を受けられるよ

う、あらかじめ、病院、要配慮者に関わる社会福祉施設等の人命に関わる重要施設及び災害応急対

策に係る機関が保有する施設の非常用電源の設置状況、最大燃料備蓄量、燃料確保先、給油口規格

等を収集・整理し、リスト化を行うよう努めるものとする。

また、大規模停電発生時には直ちに、あらかじめリスト化した病院、要配慮者に関わる社会福祉

施設等の人命に関わる重要施設及び災害応急対策に係る機関が保有する施設の非常用電源の配置状

況等を踏まえ、これらの施設の非常用電源の稼働状況を確認の上、電源の確保が必要な施設の把握

を行い、電源車等の配備先の候補案を作成するよう努めるものとする。

実施機関４ 県（地域振興部地域政策課）

県は、前段の配備先の候補案に基づき、国、電気事業者等と調整を行い、電源車等の配備先を決定 
する。

４～６ (略) 

７ 電気通信設備応急措置

各電気通信事業者は、発災後、速やかに通信障害の状況やその原因、通信施設の被害や復旧の状況等

を関係機関に共有する。 

(1) (略) 

(2) 応急措置と応急復旧

表「重要通信を確保する機関（契約約款に基づく具体例）」

順位 対 象 機 関 名 等 具  体  的  な  機  関  名 

第
１
順
位

気象機関 松江地方気象台 

水防機関 県庁・市役所・町村役場 

消防機関 消防本部・消防団 

防災関係機関 
中国（総合通信局・財務局・森林管理署・経済産業局・地方整備

局・運輸局等）・日本郵便株式会社中国支社・指定避難所 

災害救助機関 日本赤十字社県支部・県・医師会・救急指定病院・県看護協会 

警察機関 警察本部・警察署・駐在所 

防衛機関及び海上保安機関 陸上自衛隊出雲駐屯地・海上自衛隊地方総監部・第八管区海上保

項目整理 
防災基本計
画の反映 

防災基本計
画の反映 

防災基本計
画の反映 

防災基本計
画の反映 
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安本部 

輸送の確保に直接関係のある

機関 

ＪＲ西日本(株)・空港・ 

県バス協会・県トラック協会等 

通信の確保に直接関係のある

機関 

(株)ＮＴＴドコモ中国支社・ 

ＮＴＴコミニュケーションズ(株)・ＫＤＤＩ(株)等 

電力の供給確保に直接関係あ

る機関 
中国電力(株)

第
２
順
位

ガス・水道供給に直接関係あ

る機関 
水道局・市町村水道事業者・ガス事業者 

選挙管理機関 県・市町村選挙管理委員会 

預貯金業務を行う金融機関 日本銀行支店・都市銀行・郵貯・国庫 

新聞社・通信社・放送事業者
新聞社等 

ＮＨＫ等放送機関 

第１順位以外の国又は地方公

共団体 

市町村の火葬場・港湾・下水処理場・し尿処理場・ 

市場（中央・東部）・ゴミ焼却場 

第３

順位

第１順位、第２順位に該当し

ないもの 

P535 

８ 災害広報等の実施

(1) 基本的事項 (略) 

(2) 災害広報の実施

実施機関 県（広報部広報室）、市町村、ライフライン施設管理者、報道機関

 以下、(略) 

P536 
問い合わせ先一覧 

種   別 機   関 連  絡  先 

電 気 
県（企業局） 0852-22-5673 

中国電力(株)島根支社 0852-27-1113 

ガ

ス

(都市ガス) 

松江市ガス局 0852-21-0011 

出雲ガス 0853-21-0267 

浜田ガス 0855-26-1010 

(ＬＰガス) 
県ＬＰガス協会 

各ＬＰガス販売事業者 

0852-21-9716 

各ＬＰガス販売事業者 

水 道 

県（企業局） 0852-22-6646 

県（薬事衛生課） 0852-22-5263 

水道事業者 各水道事業者 

下水道 
県（下水道推進課） 0852-22-5470 

市町村 各市町村役場 

電話（NTT） 
ＮＴＴ西日本島根支店 

企画総務部総務担当 
0852-22-8205 

安本部 

輸送の確保に直接関係のある

機関 

ＪＲ西日本(株)・空港・ 

県バス協会・県トラック協会等 

通信の確保に直接関係のある

機関 

(株)ＮＴＴドコモ中国支社・ 

ＮＴＴコミニュケーションズ(株)・ＫＤＤＩ(株)等 

電力の供給確保に直接関係あ

る機関 
中国電力(株)・中国電力ネットワーク（株）

第
２
順
位

ガス・水道供給に直接関係あ

る機関 
水道局・市町村水道事業者・ガス事業者 

選挙管理機関 県・市町村選挙管理委員会 

預貯金業務を行う金融機関 日本銀行支店・都市銀行・郵貯・国庫 

新聞社・通信社・放送事業者
新聞社等 

ＮＨＫ等放送機関 

第１順位以外の国又は地方公

共団体 

市町村の火葬場・港湾・下水処理場・し尿処理場・ 

市場（中央・東部）・ゴミ焼却場 

第３

順位

第１順位、第２順位に該当し

ないもの 

８ 災害広報等の実施

(1) 基本的事項 (略) 

(2) 災害広報の実施

実施機関 県（政策企画局広聴広報課）、市町村、ライフライン施設管理者、報道機関

 以下、(略)

問い合わせ先一覧 

種   別 機   関 連  絡  先 

電 気 
県（企業局） 0852-22-5673 

中国電力(株)島根支社 0852-27-1113 

ガ

ス

(都市ガス) 

松江市ガス局 0852-21-0011 

出雲ガス 0853-21-0267 

浜田ガス 0855-26-1010 

(ＬＰガス) 
県ＬＰガス協会 

各ＬＰガス販売事業者 

0852-21-9716 

各ＬＰガス販売事業者 

水 道 

県（企業局） 0852-22-5673 

県（薬事衛生課） 0852-22-5263 

水道事業者 各水道事業者 

下水道 
県（下水道推進課） 0852-22-5470 

市町村 各市町村役場 

電話（NTT） 
ＮＴＴ西日本島根支店 

 総務部総務担当 
0852-22-8205 

項目整理 

時点修正 
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(株)ＮＴＴドコモ中国支社 

 島根支店 企画総務担当 
0852-25-9501 

(株)ＮＴＴドコモ中国支社 

 島根支店 企画総務担当 
0852-25-9501 

   第５ 交通施設の応急対策    第５ 交通施設の応急対策 

   第６ 河川及び海岸施設の応急対策    第６ 河川及び海岸施設の応急対策 

  第11節 住宅確保及び応急対策   第11節 住宅確保及び応急対策 

   第１ 基本的な考え方    第１ 基本的な考え方 

P540 

１ 趣旨

(略) 

２ 対策の体系

(略) 

３ 留意点

被災地域の範囲や被災建築物の種別、被害の程度及び災害救助法の適用の有無等によって、適切な

応急対策を図る。 

県は、応急仮設住宅の提供に必要な資機材の調達等が適正かつ円滑に行われるよう、関係業界団体

等との連絡調整を行うものとする。 

なお、応急仮設住宅を建設する場合には、二次災害に十分配慮する。 

４ 市町村の応急対策業務への応援

市町村は、被災者のための相談所を設置する場合や建築物に関する災害対策を実施する場合に建築

技術者等の専門家が必要であるときは、県に建築技術者等の派遣や業務の支援を要請することができ

る。 

県は、市町村から建築技術者の派遣や業務支援の要請を受けたときは、建築関係団体からの動員者

も含めて建築技術者を選定し派遣又は支援する。 

１ 趣旨

(略) 

２ 対策の体系

(略) 

３ 留意点

被災地域の範囲や被災建築物の種別、被害の程度及び災害救助法の適用の有無等によって、適切な

応急対策を図る。 

県は、応急仮設住宅の提供に必要な資機材の調達等が適正かつ円滑に行われるよう、関係業界団体

等との連絡調整を行うものとする。 

なお、応急仮設住宅を建設する場合には、二次災害に十分配慮する。 

また、被災により住宅での生活が困難になった被災者（自己の資力では直ちに住宅を確保できない

者を除く。）が早期に生活再建できるよう、被災住宅の応急復旧に係る支援体制の構築に努める。 

４ 市町村の応急対策業務への応援

市町村は、被災者からの被災住宅の応急復旧に関する相談に対応する窓口の設置が必要であると判

断した場合、当該相談に対応する相談員の派遣を県に要請することができる。 

県は、市町村から被災住宅の応急復旧相談に対応する相談員の派遣要請があった場合、市町村が設

置する相談窓口にこの相談員を派遣するとともに、円滑な応急復旧の実施に向けた支援を行う。 

時点修正 

   第２ 応急住宅の提供    第２ 応急住宅の提供 

   第３ 被災住宅の応急修理    第３ 被災住宅の応急修理 文言修正 
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   第４ 住宅関係障害物除去    第４ 住宅関係障害物除去 

   第５ 災害復旧用材の確保    第５ 災害復旧用材の確保 

   第６ 民間賃貸住宅の紹介、斡旋及び借り上げ    第６ 民間賃貸住宅の紹介、斡旋及び借り上げ 

 第３章 津波災害復旧・復興計画  第３章 地震災害復旧・復興計画 

  第１節 災害復旧事業の実施   第１節 災害復旧事業の実施 

   第１ 基本的な考え方    第１ 基本的な考え方 

   第２ 災害復旧事業計画の作成    第２ 災害復旧事業計画の作成 

   第３ 災害復旧事業の実施    第３ 災害復旧事業の実施 

   第４ 災害復興計画の作成    第４ 災害復興計画の作成 

  第２節 生活再建等支援対策の実施   第２節 生活再建等支援対策の実施 

   第１ 基本的な考え方    第１ 基本的な考え方 

   第２ 被災者の生活相談    第２ 被災者の生活相談 

P550 
実施機関 県（広報部広報室、健康福祉部健康福祉総務課、農林水産部農業経営課、商工労働部商工政

策課、土木部土木総務課）、市町村、防災関係機関
実施機関 県（政策企画局広聴広報課、健康福祉部健康福祉総務課、農林水産部農業経営課、商工労働

部商工政策課、土木部土木総務課）、市町村、防災関係機関
時点修正 

   第３ 被災者の被災状況の把握    第３ 被災者の被災状況の把握 

   第４ 雇用機会の確保（職業斡旋等の支援）    第４ 雇用機会の確保（職業斡旋等の支援） 

第５ 生活資金及び事業資金の融資 第５ 生活資金及び事業資金の融資 

P552 

３ 被災農林水産業関係者への融資等 

実施機関 県（農林水産部農業経営課、林業課、水産課） 

 (1)～(4) (略) 
(5) 農業災害補償法等に基づく農業共済組合及び漁業災害補償法等に基づくJF共済の災害補償業務の

迅速、適正化を図り、必要な場合は早期に共済金の支払いができるよう要請する。 
(6) (略)

３ 被災農林水産業関係者への融資等 

実施機関 県（農林水産部農林水産総務課、農業経営課、林業課、水産課） 

(1)～(4) (略) 
(5) 農業保険法等に基づく農業共済組合及び漁業災害補償法等に基づくJF共済の災害補償業務の迅

速、適正化を図り、必要な場合は早期に共済金の支払いができるよう要請する。 
(6) (略) 

時点修正 
文言修正 

第６ 災害弔慰金・災害障害見舞金等の支給 第６ 災害弔慰金・災害障害見舞金等の支給 

第７ 被災者生活再建支援法に基づく支援 第７ 被災者生活再建支援法に基づく支援 

P553 
１ 対象災害及び被災世帯 
 (1) (略) 
 (2)被災世帯 

県は、(1)の自然災害により、その居住する住宅が全壊する等生活基盤に著しい被害を受けた者

に対して支援金を支給する。 

ア その居住する住宅が全壊した世帯。 

イ その居住する住宅が半壊し、又はその居住する住宅の敷地に被害が生じ、当該住宅の倒壊に

よる危険を防止する必要があること、当該住宅に居住するために必要な補修費等が著しく高額

となること、その他これらに準ずるやむを得ない事由により、当該住宅を解体し、又は解体さ

れるに至った世帯。 

ウ 火砕流等による被害が発生する危険な状況が継続することその他の事由により、その居住す

る住宅が移住不能のものとなり、かつ、その状態が長期にわたり継続することが見込まれる世

帯。 

エ 住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難である世帯（大規模半壊） 

１ 対象災害及び被災世帯 
 (1) (略) 
 (2)被災世帯 

県は、(1)の自然災害により、その居住する住宅が全壊する等生活基盤に著しい被害を受けた者

に対して支援金を支給する。 

ア その居住する住宅が全壊した世帯。 

イ その居住する住宅が半壊し、又はその居住する住宅の敷地に被害が生じ、当該住宅の倒壊に

よる危険を防止する必要があること、当該住宅に居住するために必要な補修費等が著しく高額

となること、その他これらに準ずるやむを得ない事由により、当該住宅を解体し、又は解体さ

れるに至った世帯。 

ウ 火砕流等による被害が発生する危険な状況が継続することその他の事由により、その居住す

る住宅が移住不能のものとなり、かつ、その状態が長期にわたり継続することが見込まれる世

帯。 

エ 住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難である世帯（大規模半壊） 

オ 当該自然災害によりその居住する住宅が半壊し、居室の壁、床又は天井のいずれかの室内に

面する部分の過半の補修を含む相当規模の補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難

時点修正 
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(3) 支給額

支給額は、以下の２つの支援金の合計額となる。（世帯人数が１人の場合は、各該当欄の3／4の

額） 

① 住宅の被害程度に応じて支給する支援金（基礎支援金） 

   住宅の被害 

      程度 

支給額 

全  壊 

((2)ｱに該当) 

解  体 

((2)ｲに該当) 

長期避難 

((2)ｳに該当) 

大規模半壊 

((2)ｴに該当) 

100万円 100万円 100万円 50万円 

    ② 住宅の再建方法に応じて支給する支援金（加算支援金） 

   住宅の再建 

      方法 

支給額 

建設・購入 補  修 
賃  貸 

(公営住宅以外)

200万円 100万円 50万円 

           ※一旦住宅を賃貸した後、自ら居住する住宅を建設・購入（又は補修）する場合は、合計で200（又は100）万円

２ 支援金の支給

  (略) 

３ 県単被災者生活再建支援制度に基づく支援

自然災害の規模が法に定める規模に達しないため、法による支援を受けられない世帯、又は県独自

の拡充支援として、「半壊」及び「一部破損」の住宅被害を受けた世帯に対し、市町村が支援金を支給

する場合、県は「島根県被災者生活再建支援補助金要綱」に基づき、当該市町村に対し支援金に相当

する額の２分の１を乗じて得た額を島根県被災者生活支援再建支援金として交付する。

(1) 支給事務の基本的な流れ

支給事務の基本的流れは図2.3.2.2のとおりである。 

    図2.3.2.2 支給事務の基本的流れ 

被
災
世
帯

①申請書の提出 

②支援金の支給決定 

市
町
村

③実績報告書の提出 

④補助金の交付 

県

(2) 支給内容及び支給額

 支給額は、以下の２つの支援金の合計額となる。（世帯人数が１人の場合は、各該当欄の 3／4 の

額）

であると認められる世帯（以下「中規模半壊」といい、イからエまでに掲げる世帯を除く。） 

(3) 支給額

支給額は、以下の２つの支援金の合計額となる。（世帯人数が１人の場合は、各該当欄の3／4の

額） 

① 住宅の被害程度に応じて支給する支援金（基礎支援金） 

   住宅の被害 

      程度 

支給額 

全  壊 

((2)ｱに該当) 

解  体 

((2)ｲに該当) 

長期避難 

((2)ｳに該当) 

大規模半壊 

((2)ｴに該当) 

中規模半壊

（(2)ｵに該当）

100万円 100万円 100万円 50万円 －

    ② 住宅の再建方法に応じて支給する支援金（加算支援金） 

   住宅の再建 

      方法 

支給額 

（注２）

建設・購入 

（注１）

補  修 

（注１）

賃  貸 

(公営住宅以外)

（注１）

200万円～100万円 100万円～50万円 50万円～25万円

（注１）一旦住宅を賃貸した後、自ら居住する住宅を建設・購入（又は補修）する場合は、合計で200（又は100）万円 

（注２）加算支援金の支給額は、住宅の被害程度により異なる。

２ 支援金の支給

  (略) 

３ 県単被災者生活再建支援制度に基づく支援

自然災害の規模が法に定める規模に達しないため、法による支援を受けられない世帯等に対し、市

町村が支援金を支給する場合、県は「島根県被災者生活再建支援補助金要綱」に基づき、当該市町村

に対し支援金に相当する額の２分の１を乗じて得た額を島根県被災者生活支援再建支援金として交付

する。 

(1) 支給事務の基本的な流れ

支給事務の基本的流れは図2.3.2.2のとおりである。 

    図2.3.2.2 支給事務の基本的流れ 

被
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帯

①申請書の提出 

②支援金の支給決定 

市
町
村

③実績報告書の提出 

④補助金の交付 

県

(2) 支給内容及び支給額

  支給額は、以下の２つの支援金（基礎支援金及び加算支援金）の合計額となる。（世帯人数が１

人の場合は、各該当欄の 3／4 の額）

時点修正 



島根県地域防災計画（震災編） 新旧対照表 

63 

Ｒ２．３ 現 行 Ｒ３．〇 修 正 摘要 

    ① 住宅の被害程度に応じて支給する支援金（基礎支援金）

 住宅の被害

 程度

支給額

全  壊

（(2)ｱに該当）

解  体

（(2)ｲに該当）

長期避難

（(2)ｳに該当）

大規模半壊

（(2)ｴに該当）

100 万円 100 万円 100 万円 50 万円

    ② 住宅の再建方法に応じて支給する支援金（加算支援金）

 住宅の再建

 方法

支給額

建設・購入 補  修 賃  貸

(公営住宅以外)

200 万円 100 万円 50 万円

 ※一旦住宅を賃貸した後、自ら居住する住宅を建設・購入（又は補修）する場合は、合計で 200（又は 100）万円

(3) 支給内容及び支給額（半壊及び一部破損）

 支給額は、以下のとおりとなる。（世帯人数が１人の場合は、各該当欄の 3／4 の額）

    ① 住宅の被害程度に応じて支給する支援金

 住宅の被害

 程度

支給額（注１）

半壊 一部破損

100 万円 40 万円

 （注１）被災した住宅の補修等に係る経費（以下、「実費」という。）が上限額を下回る場合は、実費の範囲内とする。

① 住宅の被害程度に応じて支給する支援金（基礎支援金） 

   住宅の被害 

      程度 

支給額 

全  壊 解  体 長期避難 大規模半壊 中規模半壊

100万円 100万円 100万円 50万円 －

    ② 住宅の再建方法に応じて支給する支援金（加算支援金） 

   住宅の再建 

      方法 

支給額（注２）

建設・購入 

（注１）

補  修 

（注１）

賃  貸 

(公営住宅以外)

（注１）

200万円～100万円 100万円 50万円～25万円

（注１）一旦住宅を賃貸した後、自ら居住する住宅を建設・購入（又は補修）する場合は、合計で200（又は100）万円

（注２）加算支援金の支給額は、住宅の被害程度により異なる。また、被災した住宅の補修等に係る経費（以下「実費」とい

う。）が上限額を下回る場合は、実費の範囲内とする。なお、被災者が被災者生活再建支援法に基づく支援を受けた場

合、加算支援金から法に基づく支給額を差し引いた金額を上限額とする。 

(3) 支給内容及び支給額（半壊及び一部破損）

 支給額は、以下のとおりとなる。（世帯人数が１人の場合は、各該当欄の 3／4 の額）

① 住宅の被害程度に応じて支給する支援金

 住宅の被害

 程度

支給額（注１）

半壊 一部破損

100 万円 40 万円

（注１）被災した住宅の補修等に係る経費（以下、「実費」という。）が上限額を下回る場合は、実費の範囲内とする。


