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はじめに 
わが国では、地震災害をはじめ、台風・豪雨等による水害や土砂災害など、数多くの大規模自然災害に見舞わ

れ、災害から長い時間をかけ復旧と復興を繰り返してきました。 

こうした中、近い将来発生するとされている南海トラフ地震や首都直下地震等に対し、これまでの災害対応で得た

教訓を生かすことを目的に、平成 25（2013）年 12 月に、「強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減

災等に資する国土強靱化基本法」が公布・施行されました。 

そして、災害に負けない強さと、迅速に回復するしなやかさを併せ持つ国づくりを推進する必要があるとの観点から、

平成26（2014）年6月に、国土の強靱化に関係する個々の計画等の指針となる「国土強靱化基本計画」（以

下「基本計画」という。）が策定され、地方公共団体や民間とも連携した取り組みが推進されてきました。 

平成 30（2018）年 12 月には、近年の災害から得られた貴重な教訓や社会経済情勢の変化などを踏まえて

基本計画が見直され、広島県においても、令和 3（2021）年 3 月に「広島県強靱化地域計画」（以下「県計画」

という。）を改定しました。 

本町では、平成 30（2018）年 7 月豪雨において、土砂災害などの大きな被害が発生し、町内各所で大きな

被害が発生しました。この災害での経験・教訓を風化させないため、令和 2（2020）年 3 月に「海田町防災対策

基本条例」を制定し、7月6日を海田町防災の日と定め、防災対策に対する町民、自主防災組織、自治会、事業

者及び町の役割を明らかにするとともに、各々が個々にまたは連携して推進すべき基本事項を定めました。 

これまでの被害実績や調査・分析結果、教訓を活かし、今後も想定される大規模自然災害から町民の生命・財

産を守るため、災害に強いまちづくりを継続的に推進していく必要があります。 

これらを踏まえて本町では、今後発生すると考えられる自然災害に備え、基本計画や県計画との調和を図りつつ、

災害から町民の命と財産を守り、迅速に復旧・復興が可能となるよう「強さ」と「しなやかさ」をもった海田町を目指すた

め、「海田町国土強靱化地域計画」（以下「本計画」という。）を策定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 本計画の構成 

 

 

第 3章 強靱化の基本的な考え方 

・対象とする南海トラフ地震及び風水害の被害想定を提示

する。 

・4つの「基本目標」と８つの「事前に備えるべき目標」を

設定する。 

第 4章 脆弱性評価 

・目標の達成に向けて、設定する25の「起きてはならない

最悪の事態」の回避に向けて、施策の進捗度などにより

現状の脆弱性を分析評価する。 

第7章 計画の進捗管理 

・今後の進捗管理の方針を提示する。 

第 2章 海田町の特性 

・海田町の地勢、気候、人口等に関する特性を提示する。 
第 6章 重点化プログラムの選定 

・最悪の事態が与える影響の大きさや本町が果たすべ

き役割の大きさなどを踏まえ、重点化すべきプログ

ラムを選定する。 

第１章 計画策定における基本的事項 

・計画の目的や位置付け、国・県の強靱化計画との関係を

提示する。 

・計画策定の基本的な進め方や基本方針を提示する。 

第 5章 強靱化の推進方針 

・脆弱性評価の結果を踏まえ、今後必要となる施策を

検討し、推進方針を策定する。 

・25の最悪の事態を回避するための、「プログラムごと

の推進方針」を提示する。 

・施策分野ごとに整理した推進方針を提示する。 
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第1章 計画策定における基本的事項 

1. 計画策定の目的・位置付け 

(1) 国土強靱化地域計画の目的 

東日本大震災などの大規模自然災害の経験を通じ、平時から大規模災害等に備えることの重要性が広く認識

されることとなり、本町においても、南海トラフ地震、大型台風や集中豪雨などによる風水害に対する備えが重要な

課題となっている。 

国においては、大規模自然災害に対して、「致命的な被害を負わない強さ」と「速やかに回復するしなやかさ」を

備えた安全・安心な国土・地域・経済社会の構築に向けて、基本計画の策定、見直しを進めてきた。 

本町においても、大規模自然災害に対して、町民の命を守り、「強さ」と「しなやかさ」をもった安全・安心な地域・

経済社会の構築に向けた強靱化に関する施策を計画的に推進する必要がある。 

本計画では、国や県の動向を踏まえ、国土強靱化に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図ることを目的と

して、指針となるべき事項を定める。 

 

(2) 計画の役割と位置付け 

国土強靱化の取り組みは、国や県などの関係行政機関と一体で進めるべきものである。そのため、国の基本計

画や県計画と調和した「基本目標」や「事前に備えるべき目標」を定めた上で、本町において想定されるリスクや地

域特性、これまでの施策の取り組み状況などを踏まえた計画とする。 

また、本計画は、「強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法第13

条」に基づく国土強靱化地域計画に当たるものである。国土強靱化に係る部分については、「第 5 次海田町総合

計画」（以下「総合計画」という。）との整合を図るものとし、最上位計画に位置付ける。 

なお、計画の策定にあたっては、地域防災計画などの関連計画の必要な見直しを行い、これらを通じて各種施

策を具体化し、国土強靱化を推進していく。 

    

  

新庁舎イメージ 東広島バイパスイメージ 
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図 1.1 海田町国土強靱化地域計画の位置付け 

(3) 計画の推進期間 

本計画の推進期間は、第５次海田町総合計画（前期基本計画期間：令和３（2021）年度から令和７

（2025）年度）との整合に配慮し、令和 3（2021）年度から令和７（2025）年度までとする。 

 

(4) 計画の見直し 

本計画は、概ね５年ごとに見直しを行う。ただし、それ以前においても、施策の進捗や社会経済情勢、気候の変

化等を踏まえて、必要に応じ見直しを行う。 

 

  

 
県の強靱化に 
関する指針 

 
国土強靱化に係る 

国の他の計画指針となる 

国土強靱化 
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海田町総合計画             
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海田町国土強靱化地域計画 

指針となる 
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(5) 基本的な進め方 

国土強靱化は、計画を策定して終了ではなく、策定後に「実施」、「評価」、「見直し・改善」を繰り返し行うことで、

取り組みを推進していくことが重要である。 

本計画では、地域のリスクマネジメントとして、以下の内容に従い、「PDCA サイクル」を構築し、常に直前のプロセ

スに戻って見直すことにより、地域の強靱化の取り組みを推進する。 

 

計画策定 
目標とリスクシナリオに照らし合わせて脆弱性を分析・評価し、脆弱性を克服するため

の課題とリスクに対する地域の強靱化計画を策定 

実施 計画に基づき、課題解決のために必要な施策・事業を推進 

評価 施策・事業の優先度に応じた進捗状況や取り組み結果を評価 

見直し・改善 評価結果に対する全体の取り組み方針の見直し、改善を実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.2 PDCA サイクルのイメージ 

 

計画的に実施 

結果の評価 

全体の取り組みの見直し・改善 

海田町国土強靱化地域計画

の策定   
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(6) 計画策定・推進の基本方針 

基本計画において定められている「事前防災及び減災その他迅速な復旧復興等に資する大規模自然災害等

に備えた国土の全域にわたる強靱な地域づくり」について、過去の災害から得られた経験を最大限活用しつつ、以

下に掲げる事項を基本的な方針として本町の強靱化を進める。 

 

分野間、関係機関の 

連携強化 

これまで取り組んできた施策や事業を分野ごとからリスクごとに組み

直すことにより、分野間の連携を強化 

ハード対策とソフト対策

の適切な組み合わせ 

ハード対策とソフト対策を適切に組み合わせることで、より効果的

な施策を推進 

リスクマネジメント 

プロセスの導入 

基本計画で用いられている「リスクマネジメントプロセス」を導入し、

以下の手順で計画を推進 

①リスクの特定・分析 

②脆弱性評価 

③対応方策の検討 

④優先度に応じた取り組み 

⑤見直し・改善 

施策の推進における 

地域との連携強化 

住民主体の地域防災力向上への取り組みを支援し、自助・共助

の更なる充実を図るとともに、民間事業者の事前防災及び減災の

ための取り組みも踏まえて、計画を推進 

 

 

    

  

楠木谷川砂防えん堤 消防団防災訓練 
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第2章 海田町の特性 

1. 地勢 

(1) 海田町の位置 

本町は、広島県の南西部に位置し、広島市安

芸区と安芸郡熊野町に隣接している。本町の中心

の緯経度は、東経 132°33′、北緯 34°22′であ

る。 

町域面積は 13.79 平方キロメートルである。東

西に約 5km、南北に約 4.5km の広がりを有し、

県下23市町のうち2番目に小さな自治体である。 

また、西側に広島湾、北西部や東側に山地、中

央部に瀬野川と平地が広がる多彩な地形を有する

まちである。 

 

(2) 海田町の地形 

本町の南東側の熊野町との間には、北から連なる標高

500～600m 前後の洞所山、城山、金ヶ燈籠山が位置し、

そこから北西方向に比較的なだらかな尾根や丘陵地、山麓

が広がっている。 

一方、北西側の広島市との間には、日浦山を中心とした

山地が位置し、山麓部等には急傾斜地が数多く存在して

いる。 

この 2 つの山地・山系に挟まれる形で、瀬野川が流れ、そ

の流域に平坦地が帯状に広がっている。また、支流の三迫

川、唐谷川沿いにも平坦地や緩傾斜地が形成されている。 

 

(3) 海田町の地質 

山地では、表層は粗弱な花崗岩よりなる風化土であるが、下層は堅牢な水成岩より形成されている。平坦部で

は、表層（-8ｍ位まで）はレキ混じり砂でやや軟らかく、中層（-10ｍから-15ｍ位まで）は砂質シルトで軟弱で

あり、底質（-20m 位まで）は砂レキ土で堅い地層をなしている。 

引用：海田町地域防災計画 基本・風水害対策編（海田町、R3（2021）.5 修正） 

  

R3.12.1 現在 

図 2.1 海田町の位置 
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2. 気候 

本町は瀬戸内式気候に属し、一年を通して温暖で、比較的降水量が少ない。年間を通して概ね東南東の風

が多く、年間降水量は 1,572.2mm となっている。 

冬（12 月～2 月）の平均気温は 6.4℃、夏（7 月～8 月）の平均気温は 27.9℃であり、気温、降水量と

もに広島県の沿岸部のほぼ平均値を示している。 

 

3. 人口 

本町の人口（国勢調査）は、平成 2（1990）年の 30,744

人をピークに減少傾向にあり、平成 22（2010）年には 28,475

人まで減少したが、令和 2（2020）年には 29,636 人と増加傾

向にある。 

世帯数は一貫して増加を続け、令和 2（2020）年には、5 年

前の平成27（2015）年と比べて645世帯増の12,891世帯に

大きく増加している。 

 

 

出典：国勢調査 

図 2.2 人口・世帯数の推移 
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4. 交通 

本町は、広島市、東広島市、呉市などをつなぐ交通の

結節点となっている。主要な道路は、国道２号と同バイ

パスが本町を東西に貫き、本町西部で国道31号と交差

している。 

鉄道は、JR 山陽本線が東西に走り、本町西部の海

田市駅で南に走る JR 呉線と分岐している。 

バス路線は、広島電鉄バスと芸陽バス、町内循環コミ

ュニティバス（ふれあいバス）が運行している。公共交通

利用圏は、ほぼ市街化区域全域をカバーしている。 

 

 

 

図 2.3 公共交通利用圏  

ふれあいバス 

※公共交通利用圏は、海田町地域公共交通網形成計画に準じて以下のとおり設定 

 鉄道駅：半径 1km バス停（平地）：半径 300m バス停（傾斜地）：半径 200m 
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第3章 強靱化の基本的な考え方 

1. 想定するリスクの設定 

本計画で対象とする災害は、今後 30 年以内の発生確率が 70～80%程度といわれる南海トラフ地震と 

過去に幾多の被害を受けてきた風水害とする。 

 

(1) 南海トラフ地震の特徴と被害想定 

この地震は、おおむね100年から150年の周期で繰り返し発生しており、地震調査研究推進本部の発表では、

今後 30 年以内の発生確率は 70～80%程度とされている。 

本町では、最大で震度6弱が想定され、町面積の22.5％で震度6弱、74.9％で震度5強と想定されている。

液状化現象については、液状化危険度が「極めて高い」及び「かなり高い」地域が 27.2％にも及ぶ。平成 25

（2013）年 10 月に広島県が公表した「広島県地震被害想定調査報告書（第 1 編 第 5 章）」に基づき、人

的被害が最大となるケース（表 3.1）を想定する。 

表 3.1 想定ケース 

地震 津波 

陸側ケース 

（強震動生成域を可能性がある範囲で最も陸側に設定） 

ケース 1 

（駿河湾から紀伊半島沖「大すべり域+超大すべり域」） 

 

想定する地震・津波により、5,776 棟の建物被害、1,039 人の死亡者数、858 人の負傷者数の被害が想定

され、帰宅困難者数及び避難者数は 13,599 人が想定されている。人命の保護を最大限図るとともに、社会の重

要な機能の致命的な障害を防ぐ必要がある。 

 

 

図 3.1 南海トラフ地震 震度分布図 

出典：わが家の防災ハンドブック（海田町、R2（2020）.4） 
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図 3.2 津波浸水深 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.3 津波による浸水深と地物の関係  

※南海トラフ地震に加え、瀬戸内海域の活断層及びプレート内地震による 5 つの津波で浸水が発生
した場合の浸水深のうち最大浸水深を表示 
出典：高潮・津波災害ポータルひろしま（広島県、H25（2013）.3）（一部加工・編集） 

 

 

 

 

 

 

 

約 5.0m 

約 3.0m 

約 2.0m 

約 1.0m 

約 0.3m 

国道 2 号アンダーパス及び県道矢野海田線アンダーパスで
5m 以上の浸水が想定されています。 

約 4.0m 
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表 3.2 南海トラフ地震における海田町の被害想定 

■建物被害 

全壊 半壊 焼失 合計 

1,429 棟 4,347 棟 0 棟 5,776 棟 

 

■人的被害（死者・負傷者） 

死者 
 

負傷者 
 

合計 
うち津波による死者 うち重傷者 

1,039 人 1,038 人 858 人 275 人 1,897 人 

 

■人的被害（津波被害に伴う要救助者数・要捜索者数） 

要救助者 津波による要捜索者 合計 

1,415 人 1,942 人 3,357 人 

 

■帰宅困難者・避難者 

帰宅困難者 滞留者 避難所避難者 
 

合計 
うち災害時要援護者 

1,851 人 1,795 人 9,953 人 2,098 人 13,599 人 

 

■物資需要量 

食糧 飲料水 毛布 仮設トイレ 

35,831 食 44,778ℓ 19,906 枚 154 基 

 

■ライフライン施設被害 

上水道断水人口 下水道支障人口 停電軒数 電話不通回線数 ガス供給停止数 

14,926 人 8,379 人 1,221 軒 670 回線 1,291 戸 

 

■災害廃棄物発生量・直接経済被害総額 

災害廃棄物 直接経済被害 

11 万ｔ 1,876 億円 

出典：広島県地震被害想定調査報告書（広島県、H25（2013）.10）より抜粋 
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(2) 風水害による災害の特徴と被害想定 

本町では、梅雨期や台風期に集中的な豪雨があり、風水害はこの時期に集中する。平成 16（2004）年 9

月の台風 18 号などでは高潮災害の履歴もあり、平成 30（2018）年 7 月にも大雨による浸水や土砂災害によ

る被害が発生している（表 3.3）。本町において風水害は、地震災害より頻繁に発生し得るものである。 

本町には中心市街地を瀬野川が東西方向に流れているほか、その支流の三迫川や唐谷川、畑賀川などがあり、

集中豪雨時には住宅地のほぼ一帯が水害を被る可能性を有する。 

また、山地に囲まれる地形条件から、土砂災害警戒区域や土砂災害特別警戒区域、土石流危険渓流、急傾

斜地崩壊危険区域、山地災害危険地区の土砂災害の危険性を有する地域がある。 

 

表 3.3 平成 30（2018）年 7 月豪雨における被害実績 

■建物被害 

全壊 半壊 一部損壊 床上浸水 床下浸水 

16 棟 83 棟 17 棟 115 棟 195 棟 

■人的被害 

死者 
 

負傷者 
 

うち関連死 うち重傷者 うち軽傷者 

3 人 2 人 5 人 4 人 1 人 

■避難生活者数：最大 2,208 人 

出典：わが家の防災ハンドブック（海田町、R2（2020）.4） 

 

 

 

  

土砂撤去と解体の様子 

撮影者：赤木 哲朗 氏 
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①洪水（外水氾濫） 

瀬野川の洪水発生時は、本町西部の大部分で 1～3m、本町北東部の河川周辺で 3m 以上の浸水が想

定される。人口密度の高い平地部の大部分が浸水し、広い範囲で床上浸水など大きな被害が想定される。人

命の保護を最大限図るとともに、社会の重要な機能の致命的な障害を防ぐ必要がある。 

 

 

 

図 3.4 瀬野川の氾濫による浸水深（想定最大規模） 

  

※24 時間の総雨量 699.8mm の降雨により瀬野川が氾濫した場合 
出典：二級河川瀬野川水系瀬野川洪水浸水想定区域図（広島県、R2（2020）.5）（一部加工・編集） 
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②洪水（内水氾濫） 

近年増加している局所的かつ短時間の豪雨、都市化の進行により、本町においても内水氾濫の発生のリスク

が高まっている。内水氾濫発生時は、本町北西部及び北東部で 1～3m、一部の地区で 3～5m の浸水が想

定される。人命の保護を最大限図るとともに、社会の重要な機能の致命的な障害を防ぐ必要がある。 

 

 

図 3.5 内水氾濫による浸水深 

 

  

※海田町周辺の地域で想定されうる最大の降雨量（1 時間最大 130mm）が降った場合 
出典：海田町内水ハザードマップ作成業務報告書（R3（2021）.3）（一部加工・編集） 
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③高潮 

想定最大規模の高潮発生時は、北部の平野部のほぼ全域で 1m 以上の浸水が想定される。特に西部では、

ＪＲ呉線を超えて内陸部まで浸水し、かつ浸水深が 5～10m と深いことから、甚大な被害が想定される。人命

の保護を最大限図るとともに、社会の重要な機能の致命的な障害を防ぐ必要がある。 

 

 

図 3.6 高潮による浸水深（想定最大規模） 

  

出典：高潮・津波災害ポータルひろしま（広島県、（R3（2021）.8）（一部加工・編集） 
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④土砂災害 

土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域について、市街化区域の外縁部のほぼ全域が土砂災害警

戒区域に指定されている。特に農地の宅地化が進んでいる三迫地区では、土砂災害特別警戒区域（土石流）

の範囲が広く、道路やライフラインの分断による孤立が想定される。人命の保護を最大限図るとともに、社会の重

要な機能の致命的な障害を防ぐ必要がある。 

 

 

図 3.7 土砂災害警戒区域 

 

  

出典：土砂災害ポータルひろしま（広島県、R2（2020）.9）（一部加工・編集） 
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2. 強靱化の目標 

(1) 基本目標 

基本計画、県計画との調和を図るとともに、本町の特性等を踏まえ、強靱化を推進する上での4つの「基本目標」

を以下のとおり設定する。 

 

◆基本目標 

①人命の保護が最大限図られる 

②町及び社会の重要な機能が致命的な障害を受けず維持される 

③町民の財産及び公共施設に係る被害の最小化に資する 

④迅速な復旧復興に資する 

 

(2) 事前に備えるべき目標 

県計画との調和を図るとともに、本町の特性等を踏まえ、基本目標を達成するための 8 つの「事前に備えるべき

目標」を以下のとおり設定する。 

 

◆事前に備えるべき目標 

①直接死を最大限防ぐ 

②救助・救急、医療活動が迅速に行われるとともに、被災者等の健康・避難生活環境を確実

に確保する 

③必要不可欠な行政機能は確保する 

④必要不可欠な情報通信機能・情報サービスは確保する 

⑤経済活動を機能不全に陥らせない 

⑥ライフライン、燃料供給関連施設、交通ネットワーク等の被害を最小限に留めるとともに、早

期に復旧させる 

⑦制御不能な複合災害・二次災害を発生させない 

⑧地域社会・経済が迅速かつ従前より強靱な姿で復興できる条件を整備する 
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第4章 脆弱性評価 
大規模自然災害等に対する脆弱性の評価は、想定するリスク（災害）に対して、本町の現状のどこに脆弱性

があるのかを改めて検討するものである。これを踏まえ、本町の強靱化を推進するにあたり必要となる施策を抽出す

る。 

1. 起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）の設定 

脆弱性評価において、想定するリスクに対する必要な施策やその進捗・達成状況等を整理・分析するため、事前

に備えるべき目標の妨げになるものとして、「起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）」を設定する。設定した

最悪の事態を回避するための、施策を「プログラム」と位置付け、現状を改善するための課題や今後の施策の推進

方針を整理する。 

本計画では、本町の特性や対象とするリスクを踏まえ、25 の「起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）」を

設定する。 

 

 

  

 

 

  

尾崎川周辺浸水被害  
 

瀬野川道路崩壊 

海田南小学校 
土砂災害被害 

唐谷川土石流被害 
撮影者：三木 三雄 氏 
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表 4.1 事前に備えるべき目標ごとの起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ） 

事前に備えるべき目標 起きてはならない最悪の事態 

1 直接死を最大限防ぐ 

1-1 
住宅・建物・交通施設等の複合的・大規模倒壊により多数の死傷者が発

生する事態 

1-2 広域にわたる大規模津波、高潮等により多数の死傷者が発生する事態 

1-3 
異常気象（ゲリラ豪雨・台風）等による突発的又は広域かつ長期的な市

街地等の浸水により多数の死傷者が発生する事態 

1-4 大規模な土砂災害等により多数の死傷者が発生する事態 

1-5 
情報伝達の不備等による避難行動の遅れ等で多数の死傷者が発生する

事態 

2 

救助・救急、医療活

動が迅速に行われると

ともに、被災者等の健

康・避難生活環境を

確実に確保する 

2-1 
被災地での食糧・飲料水・電力・燃料等、生命に関わる物資・エネルギー

供給が長期停止する事態 

2-2 多数かつ長期にわたる孤立集落等が同時発生する事態 

2-3 警察、消防、自衛隊等の救助・救急活動等が絶対的に不足する事態 

2-4 
想定を超える大量かつ長期の帰宅困難者の発生、混乱及び水・食糧等

の供給が不足する事態 

2-5 
医療・福祉施設及び関係者の絶対的不足・被災、支援ルートの途絶によ

り医療・福祉機能が麻痺する事態 

2-6 被災地における疫病・感染症等が大規模発生する事態 

2-7 
避難所における劣悪な避難生活環境、不十分な健康管理により多数の

被災者の健康状態の悪化・死者が発生する事態 

3 
必要不可欠な行政機

能は確保する 
3-1 

町の職員・施設等の被災及び各種情報の滅失等により機能が大幅に低

下する事態 

4 

必要不可欠な情報通

信機能・情報サービス

は確保する 

4-1 電力供給停止等により情報通信の麻痺・長期停止が発生する事態 

5 
経済活動を機能不全

に陥らせない 
5-1 

重要な農業、産業施設が長期間にわたり機能停止し地域競争力が低下

する事態 

6 

ライフライン、燃料供

給関連施設、交通ネ

ットワーク等の被害を

最小限に留めるととも

に、早期に復旧させる 

6-1 
電力供給ネットワーク（発変電所、送配電設備）や都市ガス供給、石

油・LP ガスサプライチェーン等が長期間にわたり機能停止する事態 

6-2 上下水道等が長期間にわたり供給停止する事態 

6-3 地域交通ネットワークが分断する事態 

7 

制御不能な複合災

害・二次災害を発生

させない 

7-1 
地震に伴う市街地での大規模火災の発生により多数の死傷者が発生する

事態 

7-2 
海上・臨海部の広域複合災害（工業系施設の被災による二次災害）が

発生する事態 

7-3 農地・森林等の被害により土地の荒廃が発生する事態 

8 

地域社会・経済が迅

速かつ従前より強靱な

姿で復興できる条件

を整備する 

8-1 
大量に発生する災害廃棄物の処理の停滞により復旧・復興が大幅に遅れ

る事態 

8-2 
道路啓開等の復旧・復興を担う人材の不足、治安の悪化等により復旧・

復興が大幅に遅れる事態 

8-3 
貴重な文化財や環境的資産の喪失、地域コミュニティの崩壊等により有

形・無形の文化が衰退・損失し、復旧・復興に支障がでる事態 

8-4 
事業用地の確保、仮設住宅・仮店舗・仮事業所等の整備が進まず復興

が大幅に遅れる事態 
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2. 施策分野の設定 

「起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）」（表 4.1）を回避するため、本町の特性や地域の状況に応

じた 9 つの「個別施策分野」と長期的な視点に立った地域づくりに関する 4 つの「横断的分野」を設定し、脆弱性評

価を実施する。 

 

◆9 つの個別施策分野 

①行政機能 ⑥産業 

②教育 ⑦交通・物流 

③住宅・都市 ⑧町土保全（環境・土地利用を含む） 

④保健医療・福祉 

⑤情報通信 

⑨地域防災 

 

◆4 つの横断的分野 

①リスクコミュニケーション ③官民連携 

②人材育成（防災教育を含む） ④老朽化対策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.1 「個別施策分野」と「横断的分野」の関係性 

  

取り組むべき施策・事業 

「事前に備えるべき目標」・「起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）」 

個別施策分野 

  

①リスクコミュニケーション 

②人材育成 

③官民連携 

④老朽化対策 

横断的分野 

④ 
保健医療・ 

福祉 

③ 
住宅・都市 

⑤ 

情報通信 
⑥ 
産業 

⑦ 

交通・物流 

⑧ 

町土保全 

⑨ 
地域防災 

① 

行政機能 

② 

教育 
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表 4.2 施策分野と主な施策内容 

施策分野 分野ごとの主な施策内容 

個別施策 

分野 

①行政機能 
・行政機能の維持に係る施策 

・消防・警察の機能確保に係る施策 

②教育 ・学校施設の安全、防災教育に係る施策 

③住宅・都市 

・住宅や建築物の安全に係る施策 

・市街地の整備などに係る施策 

・上水道や下水道の強化などに係る施策 

④保健医療・福祉 

・医療施設、福祉施設の安全や機能維持に係る施策 

・災害時の医療、保健衛生活動に係る施策 

・保育施設の安全、防災教育に係る施策 

⑤情報通信 ・情報通信設備、情報伝達体制の整備に係る施策 

⑥産業 
・事業所の安全対策に係る施策 

・エネルギーの確保に係る施策 

⑦交通・物流 
・交通ネットワークの整備などに係る施策 

・人的・物的物資の流通などに係る施策 

⑧町土保全 

（環境・土地利用を含む） 

・堤防や内水排除施設の整備や強化など係る施策 

・防災拠点の整備に係る施策 

・災害廃棄物や有害物質の処理に係る施策 

⑨地域防災 
・地域の防災力向上に係る施策 

・地域のコミュニティ維持に係る施策 

横断的 

分野 

①リスクコミュニケーション ・町民との防災意識の共有に係る施策 

②人材育成 
・自助・共助・公助による災害時の対応に係る人材を育成す

る施策 

③官民連携 
・民間事業者や地域の専門家スキル、民間技術等の活用に

係る施策 

④老朽化対策 ・公共施設の適切な維持管理、更新に係る施策 
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3. 脆弱性評価の実施手順 

強靱化の目標、起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）及び施策分野の内容をもとに実施する、脆弱性

評価の手順を以下に示す。 

 

① 
「事前に備えるべき目標」及び「起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）」と個別施策

分野をマトリクスで整理する 

② 
マトリクスで対応する項目ごとに、現在実施している施策や事業について関連計画（まち・ひ

と・しごと創生総合戦略や地域防災計画等）をもとに抽出し整理する 

③ 

マトリクスで整理した内容をもとに、リスクシナリオ（「起きてはならない最悪の事態」）に対す

る施策・事業の評価、個別施策分野ごとの評価を行い、現状の取り組みの課題を明確にす

る 

④ 評価の結果、認識した課題に対する対応を検討する 

 

 
行政機能 教育 住宅・都市 

保健医療・ 
福祉 

… 

 

1-1       

1-2       

1-3       

2-1       

2-2       

…       

       

図 4.2 脆弱性評価の概念図 

 
個 別 施 策 分 野 

 

 

 

△△事業 

 【個別施策ごとの評価】 
個別施策分野ごと評価等（整理） 

【
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
施
策
・
事
業
）
の
評
価
】 

起
き
て
は
な
ら
な
い
最
悪
の
事
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に
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し
て
何
が
不
足
し
て
い
る
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●●事業 

△△事業 

〇〇事業 

〇〇事業 

▲▲事業 

○○事業 

…
 

 

事
前
に
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え
る
べ
き
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標
・
起
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の
事
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4. 評価結果 

リスクシナリオ、施策分野に対応する、本町の具体的な施策をとりまとめた結果（表 4.3～表 4.4）と脆弱性

評価の結果概要を（１）、（２）に示す。 

 

(1) プログラム（施策・事業）の評価（起きてはならない最悪の事態に対して何が不足するか） 

表 4.3～表 4.4 より、25 のリスクシナリオごとに位置付けられるプログラムを比較した結果、第 3 章に示した「事前

に備えるべき目標項目」に対して、プログラムが不足していることによる課題を把握した。 

以上のことから、特に平時から民間事業者等との協定締結による連携体制の確立など、施策・事業の充実、強

化を図る必要がある。 

 

第 3 章に示した事前に備えるべき目標項目 目標を実現する上での課題 

5.経済活動を機能不全に陥らせない 

農業、産業施設の機能停止による地域競争力の低下に対

して、農業や産業に関わる事業継続体制や民間企業との相

互の応援体制の構築を進めていく必要がある 

6.ライフライン、燃料供給関連施設、交通

ネットワーク等の被害を最小限に留めると

ともに、早期に復旧させる 

特に「電力供給やガス供給等の機能停止に対して、電力供

給やガス供給機能の確保やライフライン事業者との連携を進

めていく必要がある 

7.制御不能な複合災害・二次災害を発生

させない 

特に海上・臨海部の工業系施設の被災による二次災害の

発生に対して、危険物施設における防災対策や有害物質

の流出対策を進めていく必要がある 

8.地域社会・経済が迅速かつ従前より強靱

な姿で復興できる条件を整備する 

特に被災後の災害廃棄物の処理の停滞や復旧・復興を担

う人材の不足、用地確保や仮設住宅等の整備の停滞に対

して、復旧・復興を迅速かつ円滑に進めるための取り組みを

進めていく必要がある 

 

(2) 個別施策分野ごとの評価 

下記に示す個別施策分野について、特に施策・事業の充実、強化を図る必要がある。 

 

個別施策分野 充実・強化が必要な事項 

⑥産業 

経済活動の維持につながる、農業や産業における事業継続

体制の構築や施設の安全対策、工業系施設における二次

災害の防止等を進めていく必要がある 
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表 4.3 脆弱性評価一覧① 

 

 

  

①行政機能
＜具体的な施策＞

②教育
＜具体的な施策＞

③住宅・都市
＜具体的な施策＞

④保健医療・福祉
＜具体的な施策＞

⑤情報通信
＜具体的な施策＞

消防施設管理 小学校管理運営 庁舎移転【老】 水防【リ・人】
消防団運営【人】 中学校管理運営 住宅・建築物耐震改修促進【老】
消防車両整備 小学校改修【老】 織田幹雄スクエア管理運営
消防事務委託 中学校改修【老】 海田東公民館管理運営
水防【リ・人】 小学校改築【老】 海田東公民館改修【老】
織田幹雄スクエア管理運営 小中学校安全管理【リ】 図書館管理運営
海田東公民館管理運営 小学校空調設備改修【老】 図書館改修【老】
海田東公民館改修【老】 中学校空調設備改修【老】 ふるさと館管理運営
図書館管理運営 中学校耐震補強【老】 旧千葉家住宅管理運営
図書館改修【老】 小学校トイレ改修【老】 織田幹雄記念館管理運営
ふるさと館管理運営 中学校トイレ改修【老】 クラブハウス管理
旧千葉家住宅管理運営 クラブハウス改修【老】
織田幹雄記念館管理運営 海田総合公園改修【老】
クラブハウス管理 一般公園改修【老】
クラブハウス改修【老】 公園施設再整備【老】

公園施設長寿命化対策【老】
空家等対策【老】
町営住宅管理・大規模改修【老】
海田総合公園整備

水防【リ・人】 避難行動要支援者支援 水防【リ・人】
地域防災計画推進【リ】 社会福祉総務一般事務 防災体制強化【リ・人】

地域共生社会推進【リ】
水防【リ・人】 公共下水道整備【老】 避難行動要支援者支援 水防【リ・人】
地域防災計画推進【リ】 海田総合公園改修【老】 社会福祉総務一般事務 防災体制強化【リ・人】

一般公園改修【老】 地域共生社会推進【リ】
公園施設再整備【老】
公園施設長寿命化対策【老】
海田総合公園整備

水防【リ・人】 建築物土砂災害対策改修促進【リ・老】 避難行動要支援者支援 水防【リ・人】
地域防災計画推進【リ】 社会福祉総務一般事務 防災体制強化【リ・人】

地域共生社会推進【リ】
避難行動要支援者支援 防災体制強化【リ・人】
多文化共生社会促進【リ】 防災情報伝達体制整備【リ】
社会福祉総務一般事務 防災行政無線管理
地域共生社会推進【リ】

水防【リ・人】 水道施設整備【老】 水防【リ・人】
防災備蓄
水防【リ・人】 水防【リ・人】
防災備蓄 防災行政無線管理

防災情報伝達体制整備【リ】
消防施設管理 水防【リ・人】
消防車両整備
消防事務委託
水防【リ・人】
消火栓管理
消防団運営【人】

2-4 防災備蓄
2-5 社会福祉協議会助成
2-6 防災備蓄 公共下水道整備【老】 社会福祉協議会助成

企画一般事務 公共下水道整備【老】 社会福祉協議会助成
防災備蓄 避難行動要支援者支援
図書館システム管理 地域共生社会推進【リ】

地域防災計画推進【リ】 小学校管理運営 庁舎移転【老】 電算システム管理
図書館システム管理 中学校管理運営 織田幹雄スクエア管理運営 地図情報アプリ運用
地方版総合戦略推進【官】 小学校改修【老】 海田東公民館管理運営 防災情報伝達体制整備【リ】
庁舎管理 小学校空調設備改修【老】 海田東公民館改修【老】 社会保障・税番号制度システム整備
電算システム管理 小学校トイレ改修【老】 図書館管理運営
社会保障・税番号制度システム整備 中学校改修【老】 図書館改修【老】
地図情報アプリ運用 中学校空調設備改修【老】 ふるさと館管理運営
織田幹雄スクエア管理運営 中学校トイレ改修【老】 旧千葉家住宅管理運営
海田東公民館管理運営 中学校耐震補強【老】 織田幹雄記念館管理運営
海田東公民館改修【老】 小学校改築【老】 クラブハウス管理
図書館管理運営 小中学校安全管理【リ】 クラブハウス改修【老】
図書館改修【老】
ふるさと館管理運営
旧千葉家住宅管理運営
織田幹雄記念館管理運営
クラブハウス管理
クラブハウス改修【老】

広報 防災体制強化【リ・人】
地図情報アプリ運用 防災行政無線管理

防犯カメラ管理
地図情報アプリ運用
防災情報伝達体制整備【リ】

5-1

6-1
公共下水道整備【老】
水道施設整備【老】

6-3

消防施設管理 都市計画調査
消防団運営【人】 海田総合公園改修【老】
消防車両整備 一般公園改修【老】
消防事務委託 公園施設再整備【老】

公園施設長寿命化対策【老】
海田総合公園整備

7-2
7-3

8-1
8-2 地籍調査

消防団運営【人】 都市計画調査
歴史文化継承 海田総合公園改修【老】

一般公園改修【老】
公園施設再整備【老】
公園施設長寿命化対策【老】
海田総合公園整備
歴史文化継承

8-4 地籍調査

8-3

事前に備えるべき目標８：地域社会・経済が迅速かつ従前より強靱な姿で復興できる条件を整備する

7-1

事前に備えるべき目標７：制御不能な複合災害・二次災害を発生させない

6-2

事前に備えるべき目標６：ライフライン、燃料供給関連施設、交通ネットワーク等の被害を最小限に留めるとともに、早期に復旧させる

4-1

事前に備えるべき目標５：経済活動を機能不全に陥らせない

3-1

事前に備えるべき目標４：必要不可欠な情報通信機能・情報サービスは確保する

2-7

事前に備えるべき目標３：必要不可欠な行政機能は確保する

2-2

2-3

2-1

事前に備えるべき目標２：救助・救急、医療活動が迅速に行われるとともに、被災者等の健康・避難生活環境を確実に確保する

1-4

1-5

1-2

1-3

起きてはならない
最悪の事態

1-1

個別施策分野

事前に備えるべき目標１：直接死を最大限防ぐ

 〔凡例〕 ※着色は下記の横断的分野を示す。 
■：リスクコミュニケーション ■：人材育成 ■：官民連携 ■：老朽化対策 
■：リスクコミュニケーション・人材育成 ■：リスクコミュニケーション・老朽化対策 
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表 4.4 脆弱性評価一覧② 

 

 

 

  

⑥産業
＜具体的な施策＞

⑦交通・物流
＜具体的な施策＞

⑧町土保全
＜具体的な施策＞

⑨地域防災
＜具体的な施策＞

町道管理【老】 町道管理【老】 消防団運営【人】
町内道路修繕【老】 町内道路修繕【老】 防災リーダー育成【リ・人】
橋りょう修繕【老】 橋りょう修繕【老】 水防【リ・人】
生活道路の整備 生活道路の整備 自治会運営支援【リ】
中店窪町線整備【老】 東広島バイパス高架下活用の検討
畝曽田線整備【老】 中店窪町線整備【老】
広島市東部地区連続立体交差【老】 畝曽田線整備【老】
海田市駅エレベーター管理・改修【老】 海田総合公園整備

広島市東部地区連続立体交差【老】
海田市駅エレベーター管理・改修【老】

海田市駅エレベーター管理・改修【老】 河川改修【老】 水防【リ・人】
河川災害復旧【老】 地域防災計画推進【リ】
地域地区拠点施設整備【老】 防災体制強化【リ・人】
東広島バイパス高架下活用の検討
ポンプ管理
海田市駅エレベーター管理・改修【老】

海田市駅エレベーター管理・改修【老】 河川改修【老】 水防【リ・人】
河川災害復旧【老】 防災体制強化【リ・人】
ポンプ管理 地域防災計画推進【リ】
東広島バイパス高架下活用の検討
海田総合公園整備
海田市駅エレベーター管理・改修【老】

生活道路の整備 建築物土砂災害対策改修促進【リ・老】 水防【リ・人】
海田市駅エレベーター管理・改修【老】 生活道路の整備 防災体制強化【リ・人】

東広島バイパス高架下活用の検討 地域防災計画推進【リ】
海田市駅エレベーター管理・改修【老】

1-5 海田市駅エレベーター管理・改修【老】 海田市駅エレベーター管理・改修【老】 防災体制強化【リ・人】

町道管理【老】 町道管理【老】 水防【リ・人】
町内道路修繕【老】 町内道路修繕【老】 防災備蓄
橋りょう修繕【老】 橋りょう修繕【老】
中店窪町線整備【老】 中店窪町線整備【老】
畝曽田線整備【老】 畝曽田線整備【老】
広島市東部地区連続立体交差【老】 広島市東部地区連続立体交差【老】
生活道路の整備 生活道路の整備

水防【リ・人】
防災備蓄

水防【リ・人】
防災リーダー育成【リ・人】
自治会運営支援【リ】
消防団運営【人】

2-4 防災備蓄
2-5
2-6 防災備蓄
2-7 地域地区拠点施設整備【老】 防災備蓄

地域地区拠点施設整備【老】 地域防災計画推進【リ】

防災体制強化【リ・人】
防犯カメラ管理

5-1

6-1
6-2

町道管理【老】 東広島バイパス高架下活用の検討
町内道路修繕【老】 町道管理【老】
橋りょう修繕【老】 町内道路修繕【老】
中店窪町線整備【老】 橋りょう修繕【老】
畝曽田線整備【老】 中店窪町線整備【老】
広島市東部地区連続立体交差【老】 畝曽田線整備【老】
生活道路の整備 広島市東部地区連続立体交差【老】

生活道路の整備

海田総合公園整備 消防団運営【人】
防災リーダー育成【リ・人】

7-2
ため池管理
農業振興一般事務
有害鳥獣対策
ひろしまの森づくり

8-1
8-2

ため池管理 消防団運営【人】
農業振興一般事務 防災リーダー育成【リ・人】
有害鳥獣対策 自治会運営支援【リ】
海田総合公園整備
ひろしまの森づくり

8-4

8-3

事前に備えるべき目標８：地域社会・経済が迅速かつ従前より強靱な姿で復興できる条件を整備する

7-1

7-3

6-3

事前に備えるべき目標７：制御不能な複合災害・二次災害を発生させない

事前に備えるべき目標６：ライフライン、燃料供給関連施設、交通ネットワーク等の被害を最小限に留めるとともに、早期に復旧させる

4-1

事前に備えるべき目標５：経済活動を機能不全に陥らせない

3-1

事前に備えるべき目標４：必要不可欠な情報通信機能・情報サービスは確保する

事前に備えるべき目標３：必要不可欠な行政機能は確保する

2-2

2-3

2-1

事前に備えるべき目標２：救助・救急、医療活動が迅速に行われるとともに、被災者等の健康・避難生活環境を確実に確保する

1-4

1-2

1-3

起きてはならない
最悪の事態

1-1

事前に備えるべき目標１：直接死を最大限防ぐ

個別施策分野

 〔凡例〕 ※着色は下記の横断的分野を示す。 
■：リスクコミュニケーション ■：人材育成 ■：官民連携 ■：老朽化対策 
■：リスクコミュニケーション・人材育成 ■：リスクコミュニケーション・老朽化対策 
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第5章 強靱化の推進方針 
第 4 章に示した脆弱性評価の結果を踏まえ、「起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）」を回避するため

の本町の強靱化に向けた「今後の施策」について、シナリオごとに掲げる。 

なお、「今後の施策」に係る個別事業については、別冊「アクションプラン（年次計画）個別事業一覧」へ明記す

る。 

 

※推進方針の文章内の括弧内は下記の内容を示す。 

〔 〕：個別施策分野及び横断的分野 

〈 〉：主な担当部署 

( )：海田町防災対策基本条例の該当箇所 

 

事前に備えるべき目標１ 直接死を最大限防ぐ 

 

起きてはならない最悪の事態 1-1 

住宅・建物・交通施設等の複合的・大規模倒壊により多数の死傷者が発生する事態 

 

推進方針 

【住宅・建築物等の耐震化・長寿命化】 

・災害に強いまちづくりを進めるため、住宅・建築物安全ストック形成事業及び地域防災拠点

建築物整備緊急促進事業を推進する。 

・庁舎、公民館、学校等の防災上重要な公共建築物の不燃化及び耐震化を進めるとともに、計

画的な維持修繕による長寿命化を推進する。 

・災害時の拠点となる庁舎、指定避難所等については、非構造部材を含む耐震対策等により、

発災時に必要と考えられる高い安全性を確保するよう努めるとともに、指定避難所等の老朽

化の兆候が認められる場合には、優先順位をつけて計画的に安全確保対策を推進する。 

・社会福祉施設について、民間保有施設の更新計画を踏まえながら、耐震化を促進する。 

・一般建築物の耐震性については、広く町民の認識を深めるため、建築物相談の体制強化、耐

震診断の促進並びに県の協力等による耐震工法、耐震補強等の重要性の周知を図る。 

〔住宅・都市/老朽化対策〕〈企画部/総務部/建設部/教育委員会〉 

（条例第５条 1(1)、第７条 1(1)、第 8条 1(1)(12)） 

【地震防災対策】 

・本町の災害時の対処能力の向上を図るため、国、県、防災関係機関、自主防災組織及び住民

等と連携した訓練も含め、初動対応や防災・危機管理に関する訓練を継続的に実施し、訓練

結果について評価・検討を行い防災体制の改善を図る。 

〔行政機能/地域防災〕〈総務部〉 

（条例第５条 1(9)、第７条 1(7)、第 8条 1(9)） 

【救助・捜索活動の迅速化・効率化】 

・早急な復旧・復興活動を視野に入れた、救助・捜索活動の迅速化・効率化を図るため、初動

段階での「行方不明者情報」の公開が有効であることを踏まえ、情報の公開制度の構築を図

る。 

・幹線道路の不通や大渋滞による消防・警察・自衛隊等の部隊の現場到着が困難となることに

備え、海田湾を有効活用した、物資・人員の搬送のための「海上輸送」について、関係機関

と事前に連携協力体制の構築を図る。 

〔行政機能/交通・物流〕〈総務部〉 

（条例第 8条 2(4)） 
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【消防団・自主防災組織の充実・強化】 

・消防団については、団員を確保するため、女性や若者の入団促進、従業員の消防団活動に対

する事業者の理解の促進、地域で消防団を支える機運の醸成を行うとともに、消防署や自主

防災組織等と連携した活動の推進、教育訓練の充実等により災害対応能力の向上を図る。 

・防災・減災目標を達成するため、地方公共団体の広域連携、住民、自主防災組織、企業等と

の連携等により、地域全体で自助、共助、公助により災害対策に取り組む。 

・防災対策が有効に実施されるためには、住民一人ひとりが主体的に行動することが重要であ

り、防災訓練の習熟によって、生涯にわたって災害から命を守り、生きることの大切さを育

む文化を醸成する。 

・自治会・自主防災組織の取り組みを活性化するため、平時における地域の交流機会の創出や

コミュニティ形成につながる地域活動の取り組みを推進する。 

〔行政機能/地域防災/リスクコミュニケーション/人材育成〕〈総務部〉 

（条例第５条 1(8)(9)、第 6条 1(2)(4)、第７条 1(7)、第 8条 1(9)(14)(15)、第 11条 2、3） 

【災害に強い道路ネットワークの構築】 

・災害時においてその機能が十分に発揮できるよう緊急道路を優先的に耐震点検し、他の道路

も順次点検を行う。また既設の橋梁については「道路橋示方書Ⅴ耐震設計編」の基準に基づ

き点検を行うとともに点検結果を踏まえ緊急度の高い順に落橋防止工事等の補強を講ずる。 

・災害に強い道路ネットワークの構築のため、災害対応能力向上に資する多重型道路ネットワ

ークの形成などを推進するとともに、大規模災害発生時には、各道路管理者と連携し速やか

に緊急輸送道路ネットワーク等を確保する。 

・東広島バイパス等の高架区間等の活用を検討し、津波や洪水からの浸水対策を国と連携して

実施する。 

〔交通・物流/町土保全/老朽化対策〕〈総務部/建設部〉 

（条例第 8条 1(2)、第 10条、第 15条 1(3)） 

【市街地での防災機能の確保等】 

・ちびっこ公園は避難中継基地の機能を街区公園等は避難場所としての機能を担うとともに、

緩衝緑地帯は避難路として重要な役割を担うため、これら公園緑地の計画的な配置を推進す

る。 

〔住宅・都市〕〈建設部〉 

（条例第 10条、第 16条 1） 

【既存建築物等の総合的な安全対策】 

・既存建築物の総合的な安全対策として、ブロック塀等の安全対策、屋外広告物等の落下防止

対策、大規模空間を持つ建築物の天井の崩落対策、エレベーターの閉じ込め防止対策及び家

具の転倒防止等の取り組みを推進する。 

・管理が不十分な老朽空き家について、災害時の倒壊等による危害を防ぐため、所有者に対す

る除却や適正管理の啓発など、空き家対策を推進する。 

・倒壊などの危険があると思われるブロック塀の所有者に指導を行うことなどによりブロック

塀の安全対策を推進する。 

〔住宅・都市/老朽化対策〕〈建設部〉 

（条例第５条 1(2)、第７条 1(2)、第 8条 1(13)） 

【家具固定の促進】 

・いつ起こるか分からない地震に対する備えの必要性について、報道機関等との連携による普

及啓発をはじめ、住民や企業・関係団体との一層の連携を図り、家具固定を促進する。 

〔住宅・都市/老朽化対策〕〈総務部〉 

（条例第５条 1(2)、第７条 1(2)、第 8条 1(13)） 
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起きてはならない最悪の事態 1-2 

広域にわたる大規模津波、高潮等により多数の死傷者が発生する事態 

 

推進方針 

【津波、高潮対策施設の整備】 

・国や県と連携し、護岸等の点検を行うとともに、護岸等の点検の結果、当該施設の安全性、

有効性に問題があると判断した場合は、改修、補強等の措置を図り、被害を最小限にとどめ

るための施設整備を推進する。 

・防潮堤、防波堤、水門等については、国や県と連携し、毎年点検・整備を実施し、常時容易

に操作可能な状態を維持する。 

〔町土保全/老朽化対策〕〈建設部〉 

（条例第 8条 1(2)、第 10条） 

【救助・捜索活動の迅速化・効率化】 

・早急な復旧・復興活動を視野に入れた、救助・捜索活動の迅速化・効率化を図るため、初動

段階での「行方不明者情報」の公開が有効であることを踏まえ、情報の公開制度の構築を図

る。＜再掲＞ 

・幹線道路の不通や大渋滞による消防・警察・自衛隊等の部隊の現場到着が困難となることに

備え、海田湾を有効活用した、物資・人員の搬送のための「海上輸送」について、関係機関

と事前に連携協力体制の構築を図る。＜再掲＞ 

〔行政機能/交通・物流〕〈総務部〉 

（条例第 8条 2(4)） 

【津波避難体制の整備】 

・地域における情報伝達のための連絡網の整備に加え、避難行動においてはお互いに避難を呼

びかけるなどの体制を整備するよう、自主防災組織等の取り組みを支援する。 

・津波被害が生じるおそれのある地域について、緊急避難場所（高台、津波避難ビル等）の指

定を促進するとともに、避難対象地区別の避難所、避難路等、具体的な避難実施に関して、

必要に応じ津波避難計画を更新し、各種防災施設の整備状況や、被害想定の実施等による検

証を推進する。また、自主防災組織等が自主的に津波避難計画を作成する場合、資料提供、

助言等の支援を行う。 

・津波からの避難について、避難訓練を繰り返し実施することにより、避難行動を個々人に定

着させるほか、津波高や津波到達時間等を想定に盛り込むなどにより、実践的な訓練を行う。 

〔地域防災/リスクコミュニケーション〕〈総務部〉 

（条例第 6条 2、第 8条 1(10)、第 11条 2、第 16 条 7） 

【避難行動要支援者に対する支援】 

・避難支援等関係者と連携し、避難行動要支援者への援護が適切に行えるように努めるととも

に、在宅及び社会福祉施設に入所する避難行動要支援者を把握し、名簿を更新する。 

・自治会や自主防災組織等の支援団体及び民生委員児童委員と町の連携の下、避難行動要支援

者に関する情報を平時から収集し、管理・共有する有効な方法（個人情報保護法に則った、

災害時における悪質詐欺被害防止への配慮を含む）を検討する。 

・一人ひとりの避難行動要支援者に対する個別避難計画を策定し、避難の際の支援における社

会福祉施設、医療施設との連携体制の構築等に努める。 

・平時から避難行動要支援者を含む住民に対して、命を守る行為の大切さを学ぶ機会を提供す

る。 

〔保健医療・福祉〕〈総務部/福祉保健部〉 

（条例第 13条 1、2） 
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【避難意識の向上等】 

・浸水が想定される地域を把握し、的確な避難を行うことができるよう、ハザードマップの作

成・見直しを進めるとともに、学校や職場、自主防災組織等を通じ、継続的に防災訓練や出

前講座による防災教育等を推進する。 

〔地域防災/リスクコミュニケーション〕〈総務部〉 

（条例第 5条 1(5)、第 6条 1(2)(5)、第 7条 1(5)、第 8条 1(10)(11)、第 11条 2、3） 

 

起きてはならない最悪の事態 1-3 

異常気象（ゲリラ豪雨・台風）等による突発的又は広域かつ長期的な市街地等の浸水により多数の死傷者

が発生する事態 

 

推進方針 

【洪水対策施設の整備】 

・二級河川瀬野川及び尾崎川について、県と協力し、その他の普通河川については、町が主体

となり、緊急度に応じた河川維持・修繕、河川改良等の改修工事を推進し、洪水の予防に努

める。 

〔町土保全/老朽化対策〕〈建設部〉 

（条例第 8条 1(2)、第 10条） 

【救助・捜索活動の迅速化・効率化】 

・早急な復旧・復興活動を視野に入れた、救助・捜索活動の迅速化・効率化を図るため、初動

段階での「行方不明者情報」の公開が有効であることを踏まえ、情報の公開制度の構築を図

る。＜再掲＞ 

・幹線道路の不通や大渋滞による消防・警察・自衛隊等の部隊の現場到着が困難となることに

備え、海田湾を有効活用した、物資・人員の搬送のための「海上輸送」について、関係機関

と事前に連携協力体制の構築を図る。＜再掲＞ 

〔行政機能/交通・物流〕〈総務部〉 

（条例第 8条 2(4)） 

【ゲリラ豪雨・台風等における避難体制の整備】 

・地域においてはお互いに避難を呼びかけるなどの体制を整備するよう、自主防災組織等の取

り組みを支援する。 

・避難訓練を繰り返し実施することにより、避難行動を個々人に定着させるほか、突発的な風

水害に対する避難のタイミング等を考慮した実践的な訓練の支援を行う。 

〔地域防災/リスクコミュニケーション〕〈総務部〉 

（条例第 6条 2、第 8条 1(10)、第 11条 2、第 16 条 7） 

【下水道施設の防災・減災対策】 

・内水氾濫等による浸水被害を予防するため公共下水道の整備を推進する。また、公共下水道

（雨水）未整備地区のうち、流下能力が不足している区域等については、公共下水道整備の

進捗状況や地区の実情を踏まえ、既存排水路の改修、ポンプの保守点検及び修繕に努める。 

・下水道による浸水対策や下水道施設の耐震化・耐水化や老朽化対策の推進並びに実効性のあ

る事業継続計画（BCP）への見直しを促進するなど、ハード・ソフト一体となった対策を行

う。 

〔住宅・都市/老朽化対策〕〈建設部〉 

（条例第 8条 1(2)、2(5)、第 10条） 
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【避難意識の向上等】 

・浸水が想定される地域を把握し、的確な避難を行うことができるよう、ハザードマップの作

成・見直しを進めるとともに、学校や職場、自主防災組織等を通じ、継続的に防災訓練や出

前講座による防災教育等を推進する。＜再掲＞ 

〔地域防災/リスクコミュニケーション〕〈総務部〉 

（条例第 5条 1(5)、第 6条 1(2)(5)、第 7条 1(5)、第 8条 1(10)(11)、第 11条 2、3） 

【市街地での防災機能の確保等】 

・雨水の流出抑制や都市における自然環境の保全、グリーンインフラの活用の観点から、都市

公園の整備など、適切な維持、保全、活用を推進する。 

〔住宅・都市〕〈建設部〉 

（条例第 10条） 

 

起きてはならない最悪の事態 1-4 

大規模な土砂災害等により多数の死傷者が発生する事態 

 

推進方針 

【土砂災害警戒区域等指定後の取り組みの推進】 

・土砂災害警戒区域等の指定を受けた場合は、土砂災害に関する情報の収集及び伝達、注意喚

起、避難指示等の発令、避難誘導、救助その他警戒区域における土砂災害を防止するために

必要な警戒・避難体制の整備を図る。 

・住民の適切な避難行動につながるよう、土砂災害警戒区域の指定後も将来にわたり指定効果

が継続する取り組みや、小学校ごとに土砂災害警戒区域等の標識を設置するなど、きめ細や

かな災害リスク情報を提供する取り組みを推進する。 

・急傾斜地の崩壊による災害を防止するため、県と連携し崩壊対策を推進する。また、毎年６

月には、県及び町の合同パトロールを実施するとともに、広報活動を展開し、ハザードマッ

プ等の配布により、土砂災害警戒区域等の周知徹底など、関係住民に対し自主防災意識の啓

発を図る。 

〔住宅・都市/町土保全/リスクコミュニケーション/老朽化対策〕〈総務部〉 

（条例第 6条 2、第 8条 1(10)、第 11条、第 16 条 7） 

【砂防施設の整備等】 

・砂防指定地内の三迫川、唐谷川、奥之谷川等については、県と協力し、緊急度に応じた砂防

施設の整備、維持及び修繕を推進し、土石流災害の予防に努める。 

〔町土保全/老朽化対策〕〈建設部〉 

（条例第 8条 1(2)、第 10条） 

【救助・捜索活動の迅速化・効率化】 

・早急な復旧・復興活動を視野に入れた、救助・捜索活動の迅速化・効率化を図るため、初動

段階での「行方不明者情報」の公開が有効であることを踏まえ、情報の公開制度の構築を図

る。＜再掲＞ 

・幹線道路の不通や大渋滞による消防・警察・自衛隊等の部隊の現場到着が困難となることに

備え、海田湾を有効活用した、物資・人員の搬送のための「海上輸送」について、関係機関

と事前に連携協力体制の構築を図る。＜再掲＞ 

〔行政機能/交通・物流〕〈総務部〉 

（条例第 8条 2(4)） 
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【宅地における防災対策の推進】 

・災害に強いまちづくりを進めるため、住宅・建築物安全ストック形成事業を推進する。 

・宅地造成に伴うがけ崩れ、土砂の流出等による災害を防止するため、宅地開発行為に対して、

都市計画法に基づく開発許可制度及び宅地造成等規制法による規制を加えることによって、

良好な宅地開発の誘導を図るとともに、開発事業者に対し、適切な指導を行う。 

・県が行う被災宅地危険度判定士養成講習会への職員の受講を促進し、判定士資格を持つ職員

の確保に努める。また、パトロールや標識の設置、ポスターの掲示等を適宜行い、宅地の安

全確保への啓発を進める。 

〔住宅・都市〕〈建設部〉 

（条例第 10条） 

【土地利用計画に基づく取り組みの推進】 

・災害リスク分析に基づき設定する誘導区域や地区ごとの対策を位置付けた立地適正化計画（防

災指針）を策定し、可能な限り災害リスクの回避・低減を図る。 

〔住宅・都市〕〈建設部〉 

（条例第 10条） 

 

起きてはならない最悪の事態 1-5 

情報伝達の不備等による避難行動の遅れ等で多数の死傷者が発生する事態 

 

推進方針 

【情報の迅速・的確な把握・伝達体制の整備】 

・災害時における各種情報の収集・伝達を迅速かつ的確に実施するため、防災行政無線（移動

系・同報系）、防災ラジオ、Ｊアラート（全国瞬時警報システム）による緊急情報の伝達機能

及び本町のホームページ・インターネット上で人と人とのつながりや交流を楽しむコミュニ

ティ型のサービス（SNS）や防災アプリの充実を図る。なお、災害時にいつでも迅速かつ的

確に通信の運用が行われるよう、定期的に機能確認を実施するとともに、平時から操作方法

等の訓練や教育を実施する。 

・雨量・水位観測所、ライブカメラ等からの情報を収集し、的確な判断ができるように努める。

また、収集した情報を防災行政無線、広報車、携帯電話（エリア・緊急速報メール、海田町

防災情報メール・電話、防災アプリ）等により迅速、円滑に伝達するための体制を整備する。 

・最新地図アプリを活用した業務のマッピング化や、防災アプリ（３Ｄ化を含む）の活用によ

り多様化する避難行動に対応し避難率の向上を図るとともに、情報通信機器（ドローン等）

を活用し、いち早く孤立地区を特定するなど、迅速な救出活動に資する体制の構築に努める。 

・「広島県防災情報システム」による雨量観測データや土砂災害危険度情報、他市町の防災配備体制

等、気象情報、防災関係情報の収集及び広島県防災情報メール通知サービス等を活用し、警戒・避難

体制を確立する。 

・伝達する情報は、高齢者や障がい者、外国人等にも分かりやすい言葉及び表現とし、一人ひ

とりに的確に伝わるよう努める。また、自治会又は自主防災組織、近隣住民、消防団等は声

掛けによる伝達に留意する。 

〔情報通信/地域防災/リスクコミュニケーション〕〈総務部〉 

（条例第 5条 1(7)、第 6条 1(1)、2、第 7条 1(6)、2(3)、第 8条 1(7)、2(1)(3)、第 16条 1） 
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【避難行動要支援者に対する支援】 

・避難支援等関係者と連携し、避難行動要支援者への援護が適切に行えるように努めるととも

に、在宅及び社会福祉施設に入所する避難行動要支援者を把握し、名簿を更新する。 

＜再掲＞ 

・自治会や自主防災組織等の支援団体及び民生委員児童委員と町の連携の下、避難行動要支援

者に関する情報を平時から収集し、管理・共有する有効な方法（個人情報保護法に則った、

災害時における悪質詐欺被害防止への配慮を含む）を検討する。＜再掲＞ 

・一人ひとりの避難行動要支援者に対する個別避難計画を策定し、避難の際の支援における社

会福祉施設、医療施設との連携体制の構築等に努める。＜再掲＞ 

・平時から避難行動要支援者を含む住民に対して、命を守る行為の大切さを学ぶ機会を提供す

る。＜再掲＞ 

〔保健医療・福祉〕〈総務部/福祉保健部〉 

（条例第 13条 1、2） 

 

事前に備えるべき目標2 救助・救急、医療活動が迅速に行われるとともに、被災者等の健康・避難

生活環境を確実に確保する 

 

起きてはならない最悪の事態 2-1 

被災地での食糧・飲料水・電力・燃料等、生命に関わる物資・エネルギー供給が長期停止する事態 

 

推進方針 

【物資調達・供給の連携体制の整備】  

・食糧・飲料水、毛布等の生活必需品は避難生活に不可欠であることから、災害が発生した場

合に直ちにこれらを提供するため、備蓄の推進、他の自治体との災害援助協定及び事業者団

体等との物資供給協定を締結するとともに、物資搬送体制を構築する。 

・調達物資のほか、義援物資が大量に搬入されることを考慮し、調達物資の調整及びボランテ

ィアとの連携を含めた受け入れ体制、運搬・配付体制の整備を推進する。 

〔行政機能〕〈総務部〉 

（条例第 8条 1(6)、第 12条 2、第 14条） 

【非常用物資の備蓄の推進】 

・応急用の備蓄物資や民間備蓄との連携等による町全体の備蓄物資に関し、大規模災害に備え

た物資の備蓄及び調達並びにその搬送方法について見直しを行う。また、企業等に対し、従

業員等が一定期間事業所内に留まることができる備蓄の必要性等の周知を図る。 

・新型コロナウイルス感染症をはじめとする感染症対策に必要な物資の備蓄を推進する。 

〔行政機能〕〈総務部〉 

（条例第 7条 1(4)、2(4)、第 8条 1(6)、第 14条） 

【上水道施設の耐震性の強化】 

・拡張事業において総合的な見地に立った配水施設整備等により施設の新設、改良及び整備を

実施する。また、耐久化に関しては、早急に実施するもの及び計画的に実施すべきものを見

極めて着実に実施する。 

〔住宅・都市/老朽化対策〕〈建設部〉 

（条例第 8条 1(2)、第 10条） 
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【応急給水体制の強化等】 

・災害時における給水施設の被災により一時的な送水不能、あるいは飲料水の汚染等により飲

料に適する水を得ることができなくなる事態に備えて、災害時の飲料水を確保するため、配

水池容量の増量や緊急貯留槽の設置など、事前対策を推進する。 

・緊急時の応急給水活動に必要な給水車、給水タンク、消毒剤、浄水装置、可搬式発電機及び

運搬車両の整備に努める。また、緊急時に、県及び近隣市町等からの給水タンク車の応援を

受けられるよう相互応援協力体制を確立する。 

〔行政機能〕〈総務部/建設部〉 

（条例第 10条、第 15条 1(2)、第 16条 2） 

【緊急輸送網の確保】 

・災害時における緊急輸送等の道路機能確保のため、道路の防災補修工事や拡幅整備や朽橋の

補強、道路付帯施設の更新・補強等について、緊急性を考慮した上で推進する。 

・集中豪雨や長雨による災害等の発生に備え、道路の冠水等の危険がないか道路防災点検調査

の実施を推進する。 

〔交通・物流/町土保全/老朽化対策〕〈総務部/建設部〉 

（条例第 8条 1(2)、第 10条、第 15条 1(3)(4)） 

【民間団体等と連携した緊急輸送体制の整備】 

・災害が発生した場合、災害応急対策の実施に必要な人員及び資機材、物資等の輸送を民間団

体や関係機関等と連携し、各機関及び運送事業者等の保有する車両、船舶、航空機等の調達

により実施するなど、緊急輸送体制を確保する。 

〔交通・物流〕〈総務部〉 

（条例第 15条 1(3)） 

【ボランティア体制の構築等】 

・災害時において個人・団体等のボランティアや企業等によるボランティア活動が円滑に行わ

れるよう、日本赤十字社広島県支部や社会福祉協議会等のボランティア調整機能を有する団

体と連携するとともに、平時から新型コロナウイルス感染症をはじめとする感染症対策を講

じた上で災害ボランティア活動の環境整備を図る。 

〔保健医療・福祉/地域防災〕〈総務部/福祉保健部〉 

（条例第 8条 1(15)、第 12条 2） 

【資材の確保】 

・応急対策、復旧工事等を迅速に行えるよう、平時から必要な資機材の確保・備蓄に努める。

また、ライフラインに関わる重要施設に対し、停電時の対応ができるよう自家用発電設備等

の整備に努める。 

〔行政機能〕〈総務部〉 

（条例第 8条 1(5)、第 17条 1） 

 

起きてはならない最悪の事態 2-2 

多数かつ長期にわたる孤立集落等が同時発生する事態 

 

推進方針 

【非常用物資の備蓄の推進】 

・応急用の備蓄物資や民間備蓄との連携等による町全体の備蓄物資に関し、大規模災害に備え

た物資の備蓄及び調達並びにその搬送方法について見直しを行う。また、企業等に対し、従

業員等が一定期間事業所内に留まることができる備蓄の必要性等の周知を図る。＜再掲＞ 

・新型コロナウイルス感染症をはじめとする感染症対策に必要な物資の備蓄を推進する。 

＜再掲＞ 

〔行政機能〕〈総務部〉 

（条例第 7条 1(4)、2(4)、第 8条 1(6)、第 14条） 
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【孤立が想定される地区への対策】 

・災害発生時において道路が寸断される等の被害が生じた場合、区域が孤立することが考えら

れるため、孤立が想定される地区に生活する町民の把握や防災行政無線等の情報通信手段の

確保、救助救援体制の確立などの対策に努める。 

〔行政機能/情報通信〕〈総務部〉 

（条例第 8条 1(7)、2(1)(3)(4)） 

 

起きてはならない最悪の事態 2-3 

警察、消防、自衛隊等の救助・救急活動等が絶対的に不足する事態 

 

推進方針 

【装備資機材の強化及び関係機関の連携体制の整備】 

・消防署については、装備資機材の強化促進、消防職員の知識・技能の向上を図るとともに、

地域の消防力を超える大規模災害に備え、県内消防機関や緊急消防援助隊、自衛隊等による

受援を円滑にできるよう、連携を促進する。 

・あらゆる事態を想定した訓練や資機材を有効に活用した訓練等を継続的に実施するための体

制構築に努める。 

・本町の災害時の対処能力の向上を図るため、国、県、防災関係機関、自主防災組織及び住民

等と連携した訓練も含め、初動対応や防災・危機管理に関する訓練を継続的に実施し、訓練

結果について評価・検討を行い防災体制の改善を図る。＜再掲＞ 

〔行政機能/地域防災〕〈総務部〉 

（条例第５条 1(9)、第７条 1(7)、第 8条 1(9)、2(4)） 

【消防団・自主防災組織の充実・強化】 

・消防団については、団員を確保するため、女性や若者の入団促進、従業員の消防団活動に対

する事業者の理解の促進、地域で消防団を支える機運の醸成を行うとともに、消防署や自主

防災組織等と連携した活動の推進、教育訓練の充実等により災害対応能力の向上を図る。 

＜再掲＞ 

・防災・減災目標を達成するため、地方公共団体の広域連携、住民、自主防災組織、企業等と

の連携等により、地域全体で自助、共助、公助により災害対策に取り組む。＜再掲＞ 

・防災対策が有効に実施されるためには、住民一人ひとりが主体的に行動することが重要であ

り、防災訓練の習熟によって、生涯にわたって災害から命を守り、生きることの大切さを育

む文化を醸成する。＜再掲＞ 

・自治会・自主防災組織の取り組みを活性化するため、平時における地域の交流機会の創出や

コミュニティ形成につながる地域活動の取り組みを推進する。＜再掲＞ 

〔行政機能/地域防災/リスクコミュニケーション/人材育成〕〈総務部〉 

（条例第５条 1(8)(9)、第 6条 1(2)(4)、第７条 1(7)、第 8条 1(9)(14)(15)、第 11条 2、3） 

 

起きてはならない最悪の事態 2-4 

想定を超える大量かつ長期の帰宅困難者の発生、混乱及び水・食糧等の供給が不足する事態 

 

推進方針 

【帰宅困難者対策の推進、周知】 

・災害発生時に公共交通機関が運行を停止し、自力で帰宅することが困難な帰宅困難者が大量

に発生する場合に備えて、必要に応じた一時滞在施設の確保を行うとともに、企業等に対し、

「むやみに移動を開始しない」という基本原則の周知を図る。 

〔行政機能/地域防災/リスクコミュニケーション〕〈総務部〉 

（条例第７条 2(4)、第 16条 1） 
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【非常用物資の備蓄の推進】 

・応急用の備蓄物資や民間備蓄との連携等による町全体の備蓄物資に関し、大規模災害に備え

た物資の備蓄及び調達並びにその搬送方法について見直しを行う。また、企業等に対し、従

業員等が一定期間事業所内に留まることができる備蓄の必要性等の周知を図る。＜再掲＞ 

・新型コロナウイルス感染症をはじめとする感染症対策に必要な物資の備蓄を推進する。 

＜再掲＞ 

〔行政機能〕〈総務部〉 

（条例第 7条 1(4)、2(4)、第 8条 1(6)、第 14条） 

 

起きてはならない最悪の事態 2-5 

医療・福祉施設及び関係者の絶対的不足・被災、支援ルートの途絶により医療・福祉機能が麻痺する事態 

 

推進方針 

【医療救護体制の強化】 

・防災関係機関と連携し迅速かつ的確な医療救護活動が実施できるよう、平時において、あら

かじめ連携に必要な情報等を共有するとともに、連携強化を図る。 

・迅速・的確な救急救命措置を講じるため、平時において、あらかじめ医師と救急救命士の連

携体制を構築する。 

・医療救護を円滑に実施するため、医師会及び薬剤師会との協定締結等を通じ、県との連携を

図る。 

〔保健医療・福祉/リスクコミュニケーション/老朽化対策〕〈総務部/福祉保健部〉 

（条例第 14条、第 15条 1(5)、第 16条 3） 

【緊急輸送網の確保】 

・災害時における緊急輸送等の道路機能確保のため、道路の防災補修工事や拡幅整備や朽橋の

補強、道路付帯施設の更新・補強等について、緊急性を考慮した上で推進する。＜再掲＞ 

・集中豪雨や長雨による災害等の発生に備え、道路の冠水等の危険がないか道路防災点検調査

の実施を推進する。＜再掲＞ 

〔交通・物流/町土保全/老朽化対策〕〈総務部/建設部〉 

（条例第 8条 1(2)、第 10条、第 15条 1(3)(4)） 

【医療・介護における人材確保】 

・大規模災害の発生及び感染症の拡大に備え、人材確保・人材育成に取り組むとともに、県、

他自治体、関係機関との連携による医療・介護提供体制の構築に努める。 

〔保健医療・福祉/人材育成〕〈福祉保健部〉 

（条例第 14条、第 15条 1(5)、第 16条 3） 

 

起きてはならない最悪の事態 2-6 

被災地における疫病・感染症等が大規模発生する事態 

 

推進方針 

【検査体制の強化】 

・感染症拡大防止のため、医療機関等と連携し、迅速な感染状況の把握が必要である。感染症

発生時には、県により、検査体制が構築されるが、県と連携し、必要な協力ができるよう体

制を整備する。 

〔保健医療・福祉〕〈福祉保健部〉 

（条例第 14条、第 15条 1(5)） 
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【避難所環境などの整備】 

・各避難所の環境・運営改善を進めるため、設備環境、レイアウト、必要な資材等の生活環境

に関する情報をまとめた避難所運営マニュアルの作成や設備環境の整備を行う。 

〔行政機能/地域防災〕〈総務部〉 

（条例第 8条 1(4)、2(2)、第 15条 1(1)、第 16 条 2、6） 

【予防接種の促進】 

・災害時における新型コロナウイルス感染症を含む感染症の発生・まん延を防ぐため、平時か

ら定期の予防接種の実施を行うなどの感染症対策を徹底するとともに、医師会との連携によ

る対応体制の構築を図る。 

〔保健医療・福祉〕〈福祉保健部〉 

（条例第 14条、第 15条 1(5)） 

【避難先の確保】 

・公共施設に加え、商業施設などの民間施設の活用や車での避難を想定した避難先の確保、学

校を避難所とする場合には体育館だけでなく教室も開放するなど、多くの避難先の確保や既

存施設の有効活用を推進する。 

〔行政機能〕〈総務部〉 

（条例第 8条 1(4)、第 14条、第 15条 1(1)） 

【分散避難の啓発】 

・避難場所にこだわらず、安全な場所にある親戚や知人宅など、複数の避難先の確保や避難先

での感染症防止対策について、様々な広報媒体を通じて、周知・啓発を行う。 

〔行政機能/地域防災/リスクコミュニケーション〕〈総務部〉 

（条例第 5条 3(1)(2)、第 6条 2、第 7条 2(1)(2)、第 8条 2(1)、第 16 条 5） 

【下水道施設の防災・減災対策】 

・下水道による浸水対策や下水道施設の耐震化・耐水化や老朽化対策の推進並びに実効性のあ

る事業継続計画（BCP）への見直しを促進するなど、ハード・ソフト一体となった対策を行

う。＜再掲＞ 

〔住宅・都市/老朽化対策〕〈建設部〉 

（条例第 8条 1(2)、2(5)、第 10条） 

【遺体への適切な対応】 

・遺体安置場所における感染防止措置のため、県と連携し、必要な資機材などの確保に努める。 

〔行政機能/保健医療・福祉〕〈総務部/福祉保健部〉 

（条例第 15条 1(5)） 

 

起きてはならない最悪の事態 2-7 

避難所における劣悪な避難生活環境、不十分な健康管理により多数の被災者の健康状態の悪化・死者が

発生する事態 

 

推進方針 

【避難所の防災機能強化】 

・避難所の運営が円滑かつ統一的に行えるよう、あらかじめ避難所運営マニュアルを作成し、

避難所の良好な生活環境を確保するための運営基準やその取り組み方法及び要配慮者に対す

る必要な支援について明確化する。また、マニュアルに基づき、関係機関の理解及び協力も

得て、平時から避難所の運営訓練を実施することで、運営体制の構築を図る。 

・海田東地区において、避難者が安心して避難できる拠点となる避難所について検討する。 

〔行政機能/地域防災〕〈総務部〉 

（条例第 8条 1(4)、2(2)、第 15条 1(1)、第 16 条 2、6） 
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【避難所の感染防止対策】 

・避難所を中心とした被災地区の衛生環境を確保するため、避難所周辺の消毒等防疫に必要な

資機材や薬品の調達体制を整備するとともに、他の関係機関等への応援要請のための情報収

集体制の整備等、防疫活動体制の確立を図る。 

・避難所における新型コロナウイルス感染症をはじめとする感染症拡大を防ぐため、予防接種

の促進など、平時における予防対策を徹底する。 

〔行政機能/保健医療・福祉〕〈総務部/福祉保健部〉 

（条例第 14条、第 15条 1(5)） 

【非常用物資の備蓄の推進】 

・応急用の備蓄物資や民間備蓄との連携等による町全体の備蓄物資に関し、大規模災害に備え

た物資の備蓄及び調達並びにその搬送方法について見直しを行う。また、企業等に対し、従

業員等が一定期間事業所内に留まることができる備蓄の必要性等の周知を図る。＜再掲＞ 

・新型コロナウイルス感染症をはじめとする感染症対策に必要な物資の備蓄を推進する。 

＜再掲＞ 

〔行政機能〕〈総務部〉 

（条例第 7条 1(4)、2(4)、第 8条 1(6)、第 14条） 

【心のケアなどの支援体制の整備・強化】 

・災害時に、被災者に対して、健康管理、栄養管理、リハビリ、心のケア等の迅速かつ適切な

公衆衛生支援を行うため、県や関係機関等との連携を図り、体制確立に努める。 

・市町間を越えた広域避難などの際に、被災者ニーズに応じた支援や市町の相互連携を円滑に

進めるため、平時から県や他市町との情報共有や連携を図る。 

・災害時に、被災者への見守り活動や相談支援、サロン活動等によるコミュニティづくりなど、

被災者の早期の生活再建に向けた支援を進めるため、支援体制の構築を推進する。 

〔保健医療・福祉〕〈企画部/総務部/福祉保健部〉 

（条例第 12条 2、第 14 条、第 15 条 1(5)） 

【要配慮者に対する支援】 

・避難所における高齢者や障がい者等の災害時要配慮者へのニーズを把握し、さらなる支援体

制の構築に努める。 

〔保健医療・福祉〕〈福祉保健部〉 

（条例第 13条 2） 

【平時からの連携体制構築】 

・在宅医療・介護連携や生活支援など、災害時においても関係者が必要な連携を円滑に図れる

よう、災害時支援の連携体制の構築を推進する。 

・災害時に円滑に広域的避難や広域的連携を実施できるよう、平時から市町間、地域間の協力

体制の強化に努める。 

〔保健医療・福祉/地域防災/リスクコミュニケーション〕〈企画部/総務部/福祉保健部〉 

（条例第 13条 2、第 14 条、第 16 条 4） 

【ボランティア体制の構築等】 

・災害時において個人・団体等のボランティアや企業等によるボランティア活動が円滑に行わ

れるよう、日本赤十字社広島県支部や社会福祉協議会等のボランティア調整機能を有する団

体と連携するとともに、平時から新型コロナウイルス感染症をはじめとする感染症対策を講

じた上で災害ボランティア活動の環境整備を図る。＜再掲＞ 

〔保健医療・福祉/地域防災〕〈総務部/福祉保健部〉 

（条例第 8条 1(15)、第 12条 2） 
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【下水道施設の防災・減災対策】 

・下水道による浸水対策や下水道施設の耐震化・耐水化や老朽化対策の推進並びに実効性のあ

る事業継続計画（BCP）への見直しを促進するなど、ハード・ソフト一体となった対策を行

う。＜再掲＞ 

〔住宅・都市/老朽化対策〕〈建設部〉 

（条例第 8条 1(2)、2(5)、第 10条） 

【遺体への適切な対応】 

・遺体安置場所における感染防止措置のため、県と連携し、必要な資機材などを確保する。 

＜再掲＞ 

・遺体安置所の適切な管理、運営や迅速な身元確認業務を推進するため、警察との円滑な連携

を行い、遺体安置所となりうる場所や必要な要員、資機材の確保に努める。 

〔行政機能/保健医療・福祉〕〈総務部/福祉保健部〉 

（条例第 15条 1(5)） 

【特定動物や被災動物への対応】 

・放浪・逸走動物、負傷動物の保護・収容や避難所における動物の適正飼育の指導等を実施で

きるように、災害時の被災動物等への対応体制の整備に努める。また、災害発生時にペット

との同行避難について、関係機関と検討を進めていくとともに、避難所における動物のスペ

ース確保に努める。 

・災害時の対応について、住民に対して、指定避難所等での適切な飼養のための必要な準備等

（動物用避難用品の確保等）の周知を図る。また、指定避難所等や応急仮設住宅で適切な飼

養のための支援に努める。 

〔行政機能〕〈総務部〉 

（条例第 8条 1(4)、2(2)、第 15条 1(1)、第 16 条 6） 

 

 

起きてはならない最悪の事態 3-1 

町の職員・施設等の被災及び各種情報の滅失等により機能が大幅に低下する事態 

 

推進方針 

【庁舎等の耐震化】 

・庁舎、公民館、学校等の防災上重要な公共建築物の不燃化及び耐震化を進めるとともに、計

画的な維持修繕による長寿命化を推進する。＜再掲＞ 

・災害対策本部等防災業務等の中心となる施設・設備の充実を図るため災害に強い施設・設備

を整備するとともに、常時良好な状態に保つよう努める。 

・社会福祉施設について、民間保有施設の更新計画を踏まえながら、耐震化を促進する。 

＜再掲＞ 

〔行政機能/老朽化対策〕〈企画部/総務部/福祉保健部/建設部/教育委員会〉 

（条例第 8条 1(1)） 

  

事前に備えるべき目標3 必要不可欠な行政機能は確保する 
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【業務継続性の確保】 

・災害発生時の災害応急対策等の実施や優先度の高い通常業務の継続のため、災害時に必要と

なる人員や資機材等を必要な場所に的確に投入するための事前の準備体制と事後の対応力の

強化を図る必要があることから、業務継続計画を更新し、業務継続性の確保を図る。 

・実効性ある業務継続体制を確保するため、地域や想定される災害の特性等を踏まえつつ、必

要な資源の継続的な確保、定期的な教育・訓練・点検等の実施、訓練等を通じた経験の蓄積

や状況の変化等に応じた体制の見直しに努める。 

・庁舎が被災した場合の代替庁舎の整備を検討する。 

〔行政機能〕〈企画部/総務部〉 

（条例第 8条 1(3)、2(5)） 

【執務環境、実施体制の維持確保】 

・災害時における用途に付随する食糧、飲料水及び活用資機材等を適正に備蓄するとともに、

調達体制を整備し、非常用発電施設の確保に努める。 

・防災業務等の中心となる施設・設備が被災した場合には、迅速な機能回復を図るため、非常

用発電施設の整備にあたり、専門的な知見・技術を基に耐震性があり浸水する危険性が低い

場所へ設置するとともに、保守点検を実施する。 

〔行政機能〕〈総務部〉 

（条例第 8条 1(5)(6)、第 15条 1(2)） 

【防災関係機関等の相互の連携体制の構築】 

・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応急活動、復旧活動について、

相互応援の協定を締結する等、平時より連携を強化する。 

・災害時において、情報の発信側が意図していることが伝わらない事態を未然に防止する観点

から、関係機関は防災対策の検討段階から災害時の対応についてコミュニケーションをとっ

ておくことにより、「顔の見える関係」を構築し信頼感を醸成するよう努める。 

・被災者対応に必要な物資の供給が円滑に実施できるよう、流通備蓄の拡充・体制強化を図る

とともに、緊急避難場所及び所要の資機材等の提供を受けることにより効果的な災害対応活

動の実施を可能とするため、企業等との災害時支援協定締結を推進する。 

〔行政機能/リスクコミュニケーション〕〈総務部〉 

（条例第 8条 1(3)、第 14条） 

 

事前に備えるべき目標4 必要不可欠な情報通信機能・情報サービスは確保する 

 

起きてはならない最悪の事態 4-1 

電力供給停止等により情報通信の麻痺・長期停止が発生する事態 

 

推進方針 

【庁舎の非常用電源、通信機能の確保】 

・停電時においても、庁舎等の電力供給や通信機能を維持するため、非常用電源や可搬型無線

機等の応急用資機材の整備を図り、平時においてはこれらの点検を行う。 

〔行政機能/情報通信〕〈総務部〉 

（条例第 8条 1(5)、2(5)、第 10条） 
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【情報の迅速・的確な把握・伝達体制の整備】 

・災害時における各種情報の収集・伝達を迅速かつ的確に実施するため、防災行政無線（移動

系・同報系）、防災ラジオ、Ｊアラート（全国瞬時警報システム）による緊急情報の伝達機能

及び本町のホームページ、インターネット上で人と人とのつながりや交流を楽しむコミュニ

ティ型のサービス（SNS）や防災アプリの充実を図る。なお、災害時にいつでも迅速かつ的

確に通信の運用が行われるよう、定期的に機能確認を実施するとともに、平時から操作方法

等の訓練や教育を実施する。＜再掲＞ 

〔情報通信/地域防災/リスクコミュニケーション〕〈総務部〉 

（条例第 5条 1(7)、第 6条 1(1)、2、第 7条 1(6)、2(3)、第 8条 1(7)、2(1)(3)、第 16条 1） 

【ライフライン事業者との連携】 

・ライフライン施設の迅速な復旧により、町民生活の早期安定が図られるよう、平時から多様

なライフライン事業者との協定締結や情報交換など、相互協力体制を構築しておくよう努め

る。 

・ライフライン事業者が災害発生時に円滑な対応が図れるよう、ライフラインの被害状況の予

測・把握及び緊急時の供給に関する事前の計画を作成できるよう情報共有、支援等に努める。

また、ライフライン施設の応急復旧に関して、広域的な応援を前提として、あらかじめ事業

所間で広域応援体制の整備を図ることができるよう促す。 

〔情報通信/産業〕〈企画部/総務部〉 

（条例第 7条 1(6)、第 8条 1(7)、2(1)、第 10 条、第 14条） 

 

事前に備えるべき目標5 経済活動を機能不全に陥らせない 

 

起きてはならない最悪の事態 5-1 

重要な農業、産業施設が長期間にわたり機能停止し地域競争力が低下する事態 

 

推進方針 

【事業継続の取り組みの推進】 

・地震等による業務中断の影響の事例なども踏まえながら、協定締結先事業者や中小企業等を

中心に事業継続計画（BCP）策定を普及啓発する。 

・災害等による影響を受けた事業者に対し、事業継続に関わる支援を行う。 

〔行政機能/産業/リスクコミュニケーション〕〈総務部〉 

（条例第 7条 1(8)、第 10条、第 14条） 

【民間事業者等との応援協定の締結】 

・災害時には、交通機関の途絶等により生活関連商品等の確保が困難になることが予想される

ため、関係団体等が締結している物資の調達等に関する協定や他自治体等と締結している災

害時応援協定に基づき、生活関連商品等の安定確保に努める。 

〔行政機能〕〈企画部/総務部〉 

（条例第 14条） 
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事前に備えるべき目標6 ライフライン、燃料供給関連施設、交通ネットワーク等の被害を最小限に

留めるとともに、早期に復旧させる 

 

起きてはならない最悪の事態 6-1 

電力供給ネットワーク（発変電所、送配電設備）や都市ガス供給、石油・LP ガスサプライチェーン等が長期間

にわたり機能停止する事態 

 

推進方針 

【電力供給における機能確保】 

・地域で予想される地震動などを勘案した耐震性の確保や耐水・耐火性のある電力施設の整備

や緊急時に備えた移動用発電機、移動用変圧器、移動用遮断器等の確保を促進するため、民

間事業者との連携を強化する。 

・電力設備の広範囲長時間にわたる停電を避けるため、民間事業者との協定締結を促進し、復

旧体制を確立する。 

〔行政機能/住宅・都市/情報通信/リスクコミュニケーション〕〈総務部〉 

（条例第 14条） 

【ガス供給における機能確保】 

・ガス設備について、耐震性に優れたポリエチレン管や溶接鋼管の設置など、高い耐震性を確

保するための整備や二次災害の発生防止や被害を最小限に抑えるためのガス導管網のブロッ

ク化を促進するため、民間事業者との連携を強化する。 

・地震計・圧力計や緊急遮断弁、遠隔監視・操作装置等の整備など、災害発生時において速や

かな状況把握を行い必要な措置を講じるため、民間事業者との連携を強化する。 

〔行政機能/住宅・都市/リスクコミュニケーション〕〈総務部〉 

（条例第 14条） 

【ライフライン事業者との連携】 

・ライフライン施設の迅速な復旧により、町民生活の早期安定が図られるよう、平時から多様

なライフライン事業者との協定締結や情報交換など、相互協力体制を構築しておくよう努め

る。＜再掲＞ 

・ライフライン事業者が災害発生時に円滑な対応が図れるよう、ライフラインの被害状況の予

測・把握及び緊急時の供給に関する事前の計画を作成できるよう情報共有、支援等に努める。

また、ライフライン施設の応急復旧に関して、広域的な応援を前提として、あらかじめ事業

所間で広域応援体制の整備を図ることができるよう促す。＜再掲＞ 

〔情報通信/産業〕〈企画部/総務部〉 

（条例第 7条 1(6)、第 8条 1(7)、2(1)、第 10 条、第 14条） 

【再生可能エネルギーの導入促進】 

・大規模災害発生時に、避難所等において、必要なエネルギーを確保するため、これらの施設

への再生可能エネルギー等の導入を検討する。 

〔産業〕〈総務部〉 

（条例第 14条） 
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起きてはならない最悪の事態 6-2 

上下水道等が長期間にわたり供給停止する事態 

 

推進方針 

【上水道施設の耐震性の強化】 

・拡張事業において総合的な見地に立った配水施設整備等により施設の新設、改良及び整備を

実施する。また、耐久化に関しては、早急に実施するもの及び計画的に実施すべきものを見

極めて着実に実施する。＜再掲＞ 

〔住宅・都市/老朽化対策〕〈建設部〉 

（条例第 8条 1(2)、第 10条） 

【下水道施設の防災・減災対策】 

・内水氾濫等による浸水被害を予防するため 公共下水道の整備を推進する。また、公共下水道

（雨水）未整備地区のうち、流下能力が不足している区域等については、公共下水道整備の

進捗状況や地区の実情を踏まえ、既存排水路の改修、ポンプの保守点検及び修繕に努める。

＜再掲＞ 

・下水道による浸水対策や下水道施設の耐震化・耐水化や老朽化対策の推進並びに実効性のあ

る事業継続計画（BCP）への見直しを促進するなど、ハード・ソフト一体となった対策を行

う。＜再掲＞ 

〔住宅・都市/老朽化対策〕〈建設部〉 

（条例第 8条 1(2)、2(5)、第 10条） 

 

起きてはならない最悪の事態 6-3 

地域交通ネットワークが分断する事態 

 

推進方針 

【災害に強い道路ネットワークの構築】 

・災害時における緊急輸送等の道路機能確保のため、道路の防災補修工事や拡幅整備や朽橋の

補強、道路付帯施設の更新・補強等について、緊急性を考慮した上で推進する。＜再掲＞ 

・災害時においてその機能が十分に発揮できるよう緊急道路を優先的に耐震点検し、他の道路

も順次点検を行う。また既設の橋梁については 「道路橋示方書Ⅴ耐震設計編」の基準に基づ

き点検を行うとともに点検結果を踏まえ緊急度の高い順に落橋防止工事等の補強を講ずる。

＜再掲＞ 

・災害に強い道路ネットワークの構築のため、災害対応能力向上に資する多重型道路ネットワ

ークの形成などを推進するとともに、大規模災害発生時には、各道路管理者と連携し速やか

に緊急輸送道路ネットワーク等を確保する。＜再掲＞ 

・東広島バイパス等の高架区間等の活用を検討し、津波や洪水からの浸水対策を国と連携して

実施する。＜再掲＞ 

〔交通・物流/町土保全/老朽化対策〕〈総務部/建設部〉 

（条例第 8条 1(2)、第 10条、第 15条 1(3)） 

【民間団体等と連携した緊急輸送体制の整備】 

・災害が発生した場合、災害応急対策の実施に必要な人員及び資機材、物資等の輸送を民間団

体や関係機関等と連携し、各機関及び運送事業者等の保有する車両、船舶、航空機等の調達

により実施するなど、緊急輸送体制を確保する。＜再掲＞ 

・広域かつ影響が長期にわたる災害においては、複数の交通モードの連携及び道路管理者等と

の連携により、町民の通勤・通学等の移動手段の確保を図る。 

〔交通・物流〕〈総務部〉 

（条例第 15条 1(3)） 
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事前に備えるべき目標7 制御不能な複合災害・二次災害を発生させない 

 

起きてはならない最悪の事態 7-1 

地震に伴う市街地での大規模火災の発生により多数の死傷者が発生する事態 

 

推進方針 

【消防力強化の整備】 

・地震に伴う火災時における応急対策の万全を期するため、消防用車両及び消防資機材の整備

や情報通信体制等の充実など、消防力の強化を図る。 

・地震後の同時多発火災を防止するための火災予防啓発や消防団と町民による初期消火などの

活動を行うため、可搬式消防ポンプ等を配備している消防庫を地区の消防防災拠点施設とし

て位置付け整備を図る。 

〔行政機能〕〈総務部〉 

（条例第 8条 1(5)(14)、2(4)） 

【消防団・自主防災組織の充実・強化】 

・消防団については、団員を確保するため、女性や若者の入団促進、従業員の消防団活動に対

する事業者の理解の促進、地域で消防団を支える機運の醸成を行うとともに、消防署や自主

防災組織等と連携した活動の推進、教育訓練の充実等により災害対応能力の向上を図る。 

＜再掲＞ 

・防災・減災目標を達成するため、地方公共団体の広域連携、住民、自主防災組織、企業等と

の連携等により、地域全体で自助、共助、公助により災害対策に取り組む。 

・防災対策が有効に実施されるためには、住民一人ひとりが主体的に行動することが重要であ

り、防災訓練の習熟によって、生涯にわたって災害から命を守り、生きることの大切さを育

む文化を醸成する。＜再掲＞ 

・自治会・自主防災組織の取り組みを活性化するため、平時における地域の交流機会の創出や

コミュニティ形成につながる地域活動の取り組みを推進する。＜再掲＞ 

〔行政機能/地域防災/リスクコミュニケーション/人材育成〕〈総務部〉 

（条例第５条 1(8)(9)、第 6条 1(2)(4)、第７条 1(7)、第 8条 1(9)(14)(15)、第 11条 2、3） 

【市街地での防災機能の確保等】 

・海田市駅南口周辺地区については土地区画整理等を契機とした土地の高度利用と市街地の面

的不燃化を促進する。また、JR 海田市駅北口周辺地区については、都市計画道路の整備を契

機とした建物等の不燃化、敷地内オープンスペースの確保、生活道路、公園の整備等により、

市街地の防災性の強化を図る。 

・ちびっこ公園は避難中継基地の機能を街区公園等は避難場所としての機能を担うとともに、

緩衝緑地帯は避難路として重要な役割を担うため、これら公園緑地の計画的な配置を推進す

る。＜再掲＞ 

〔住宅・都市〕〈建設部〉 

（条例第 10条、第 16条 1） 
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起きてはならない最悪の事態 7-2 

海上・臨海部の広域複合災害（工業系施設の被災による二次災害）が発生する事態 

 

推進方針 

【危険物施設における防災対策】 

・危険物施設において、地震による二次災害を防止するため、施設管理者に対し、予防規程に

基づく震災関係の教育及び訓練の実施を指導することで防災対策の強化を推進する。また、

大規模地震の発生に備え、事業所においては、関係法令の遵守及び自主保安体制の確立に努

める。 

〔産業〕〈総務部〉 

（条例第 7条 1(8)、第 8条 2(6)、第 14 条） 

【有害物質の流出対策】 

・船舶又は海洋施設等から海上に大量の油や有害物質等が流出した場合における被害を局限す

るため、各防災関係機関の実施事項を明確化し、かつ防災関係機関相互の緊密な協力体制を

確立する。 

〔産業〕〈総務部/建設部〉 

（条例第 7条 1(8)、第 8条 2(6)、第 14 条） 

 

起きてはならない最悪の事態 7-3 

農地・森林等の被害により土地の荒廃が発生する事態 

 

推進方針 

【農地・森林等の保全の取り組み】 

・農地や農業用施設の適切な管理を通じて、持続的に防災機能が発揮されるよう、地域と担い

手の連携のもと、農業生産を通じた保全活動や農業基盤の整備、鳥獣害防止対策等を推進す

る。 

・森林の有する公益的機能の発揮に向け、森林の間伐及び主伐後の再造林等の森林整備を着実

に推進することとし、これに必要となる森林整備や林道整備を実施する。また、公益的機能

の低下が懸念される手入れ不足の人工林のうち、町民生活に影響の大きい森林を整備する。

放置された里山林の整備については、地域住民等による主体的・継続的な森林保全活動を支

援し、住民参加の森づくりを推進する。 

〔町土保全〕〈建設部〉 

（条例第 10条） 

 

事前に備えるべき目標8 地域社会・経済が迅速かつ従前より強靱な姿で復興できる条件を整備する 

 

起きてはならない最悪の事態 8-1 

大量に発生する災害廃棄物の処理の停滞により復旧・復興が大幅に遅れる事態 

 

推進方針 

【災害廃棄物及び障害物処理体制の確立】 

・災害時に被災地域の環境衛生に万全を期するため、ごみ、し尿等の廃棄物処理を適正に行う

とともに、道路、住家等に運び込まれた土砂・がれき等の障害物除去を実施することで、緊

急交通路や必要最小限の町民生活を確保する。 

〔行政機能〕〈総務部/建設部〉 

（条例第 15条 1(4)(5)、第 17条 1） 
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【災害廃棄物処理計画に基づく対応】 

・「海田町災害廃棄物処理計画（R2.2）」に基づき、災害廃棄物の迅速な収集・運搬や廃棄、必

要に応じた仮置き場の確保など、具体的な対応体制の確立を図る。 

〔行政機能〕〈総務部/環境センター〉 

（条例第 15条 1(4)(5)、第 17条 1） 

 

起きてはならない最悪の事態 8-2 

道路啓開等の復旧・復興を担う人材の不足、治安の悪化等により復旧・復興が大幅に遅れる事態 

 

推進方針 

【応急復旧体制の確保】 

・所管する施設及び設備の被害状況の把握並びに応急復旧を実施するため、事前に体制や資機

材を整備する。このため、定期的な機器の総点検及び実践的訓練、非常時における運用計画

の策定等を実施するとともに、緊急用の自家発電設備等の整備、代替エネルギーの導入等に

ついても検討し、災害応急対応の迅速な実施を図る。 

〔行政機能/産業〕〈総務部〉 

（条例第 8条 1(5)、第 17条 1） 

【建設業の担い手確保】 

・建設産業は災害等発生時の被災地での緊急対応や遮断された交通網の復旧などを担っている

ことから、地域の持続的な発展と安全・安心の確保を図るため、官民の役割の中で連携して、

経営改善に向けた支援や労働環境の改善に向けた取り組み等を実施することにより、建設産

業の担い手の中・長期的な育成・確保を推進する。 

〔産業/人材育成〕〈総務部/建設部〉 

（条例第 17条 1） 

【デジタル技術を活用した生産性の向上】 

・人工知能（AI）/モノのインターネット（IoT）などのデジタル技術を最大限に活用し、効率

的かつ効果的に公共土木施設等を整備・維持管理する情報通信技術（ICT）活用工事や建物

情報のモデル化（BIM）/建設情報のモデル化（CIM）を推進し、建設分野の更なる生産性の

向上を図る。 

〔情報通信〕〈総務部/建設部〉 

（条例第 17条 1） 

【建築物への迅速な震災対応を可能とする体制整備】 

・多くの建築物が被害を受けた場合に、余震等による建築物の倒壊、部材の落下等から生じる

人的二次災害を防止するため、事前に被災建築物応急危険度判定士及びその他判定業務従事

者の確保を行い、建築判定の実施体制を確立する。 

・大地震又は豪雨等によって宅地が大規模かつ広範囲に被災した場合、二次災害を軽減、防止

し、町民の安全を確保するため、被災宅地危険度判定士を活用し、被害の発生状況を迅速か

つ的確に把握する体制を確立する。 

〔行政機能〕〈総務部/建設部〉 

（条例第 8条 2(6)、第 17条 1） 

【地籍調査の推進】 

・災害後の復旧・復興を円滑にするには、土地境界を明確にしておくことが重要であるため、

緊急性の高い地域における地籍調査の実施に努める。 

〔行政機能〕〈企画部〉 

（条例第 10条、第 17条 2） 
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起きてはならない最悪の事態 8-3 

貴重な文化財や環境的資産の喪失、地域コミュニティの崩壊等により有形・無形の文化が衰退・損失し、復

旧・復興に支障がでる事態 

 

推進方針 

【消防団・自主防災組織の充実・強化】 

・消防団については、団員を確保するため、女性や若者の入団促進、従業員の消防団活動に対

する事業者の理解の促進、地域で消防団を支える機運の醸成を行うとともに、消防署や自主

防災組織等と連携した活動の推進、教育訓練の充実等により災害対応能力の向上を図る。 

＜再掲＞ 

・自治会・自主防災組織の取り組みを活性化するため、平時における地域の交流機会の創出や

コミュニティ形成につながる地域活動の取り組みを推進する。＜再掲＞ 

 

〔行政機能/地域防災/リスクコミュニケーション/人材育成〕〈総務部〉 

（条例第５条 1(8)(9)、第 6条 1(2)(4)、第７条 1(7)、第 8条 1(9)(14)(15)、第 11条 2、3） 

【自助・共助の取り組み強化】 

・防災・減災目標を達成するため、地方公共団体の広域連携、住民、自主防災組織、企業等と

の連携等により、地域全体で自助、共助、公助により災害対策に取り組む。＜再掲＞ 

・防災対策が有効に実施されるためには、住民一人ひとりが主体的に行動することが重要であ

り、防災訓練の習熟によって、生涯にわたって災害から命を守り、生きることの大切さを育

む文化を醸成する。＜再掲＞ 

〔地域防災/リスクコミュニケーション〕〈総務部〉 

（条例第５条 1(8)(9)、第 6条 1(2)(4)、第７条 1(7)、第 8条 1(9)(14)(15)、第 11条 2、3） 

【平時からの連携体制構築】 

・在宅医療・介護連携や生活支援など、災害時においても関係者が必要な連携を円滑に図れる

よう、災害時支援の連携体制の構築を推進する。＜再掲＞ 

・災害時に円滑に広域的避難や広域的連携を実施できるよう、平時から市町間、地域間の協力

体制の強化に努める。＜再掲＞ 

〔保健医療・福祉/地域防災/リスクコミュニケーション〕〈企画部/総務部/福祉保健部〉 

（条例第 13条 2、第 14 条、第 16 条 4） 

【市街地での防災機能の確保等】 

・雨水の流出抑制や都市における自然環境の保全、グリーンインフラの活用の観点から、都市

公園の整備など、適切な維持、保全、活用を推進する。＜再掲＞ 

・ちびっこ公園は避難中継基地の機能を街区公園等は避難場所としての機能を担うとともに、

緩衝緑地帯は避難路として重要な役割を担うため、これら公園緑地の計画的な配置を推進す

る。＜再掲＞ 

〔住宅・都市〕〈建設部〉 

（条例第 10条、第 16条 1） 

【被災者の住宅確保】 

・応急仮設住宅の迅速な提供、公営住宅、民間賃貸住宅等利用可能な既存住宅のあっせん及び

活用等により、避難所の早期解消に努めるとともに、災害の規模、被災者の避難及び受入れ

状況、避難の長期化等を考慮し、避難者の健全な住生活の早期確保を図る。 

〔住宅・都市〕〈建設部〉 

（条例第 17条 1、2、3） 
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【農地・森林等の保全の取り組み】 

・農地や農業用施設の適切な管理を通じて、持続的に防災機能が発揮されるよう、地域と担い

手の連携のもと、農業生産を通じた保全活動や農業基盤の整備、鳥獣害防止対策等を推進す

る。＜再掲＞ 

・森林の有する公益的機能の発揮に向け、森林の間伐及び主伐後の再造林等の森林整備を着実

に推進することとし、これに必要となる森林整備や林道整備を実施する。また、公益的機能

の低下が懸念される手入れ不足の人工林のうち、町民生活に影響の大きい森林を整備する。

放置された里山林の整備については、地域住民等による主体的・継続的な森林保全活動を支

援し、住民参加の森づくりを推進する。＜再掲＞ 

〔町土保全〕〈建設部〉 

（条例第 10条） 

【文化財の保護】 

・災害が発生した場合でも文化財が保護されるよう、文化財の把握、災害時の避難や救出体制

の想定、計画立案を推進する。 

・所有者等に対して耐震診断等の措置の対策の必要性を啓発するとともに、補助金を活用した

耐震診断・耐震補強等の実施を積極的に促進する。 

〔住宅・都市/老朽化対策〕〈総務部/教育委員会〉 

（条例第 8条 1(1)、第 10条） 

 

起きてはならない最悪の事態 8-4 

事業用地の確保、仮設住宅・仮店舗・仮事業所等の整備が進まず復興が大幅に遅れる事態 

 

推進方針 

【事業用地の確保】 

・復興を迅速に進めるため、県や関係機関との連携による、事前の事業用地の選定・確保を推

進する。また、災害後、速やかに復興対応を行うための体制を確立する。 

〔住宅・都市〕〈企画部/総務部〉 

（条例第 17条 1、2） 

【地籍調査の推進】 

・災害後の復旧・復興を円滑にするには、土地境界を明確にしておくことが重要であるため、

緊急性の高い地域における地籍調査の実施に努める。＜再掲＞ 

〔行政機能〕〈企画部〉 

（条例第 10条、第 17条 2） 

【被災者の住宅確保】 

・応急仮設住宅の迅速な提供、公営住宅、民間賃貸住宅等利用可能な既存住宅のあっせん及び

活用等により、避難所の早期解消に努めるとともに、災害の規模、被災者の避難及び受入れ

状況、避難の長期化等を考慮し、避難者の健全な住生活の早期確保を図る。＜再掲＞ 

〔住宅・都市〕〈総務部/建設部〉 

（条例第 17条 1、2、3） 
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第6章 重点化プログラムの選定 
第 4 章において、脆弱性評価を実施するにあたり、「事前に備えるべき目標」とその目標の妨げになるものとして、

25 の「起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）」を設定した。 

最悪の事態を回避するためのプログラムは、全てが取り組むべき重要な施策ではあるが、基本計画や県計画及び

本町の特性を勘案し、「人命保護」、「行政機能の確保」、「ライフラインの確保」の観点から、表 6.1 に示す「起き

てはならない最悪の事態（リスクシナリオ）」に関するプログラムを重点化プログラムに位置付ける。 

重点化プログラムは、関連する施策の進捗状況を踏まえつつ、目標の早期達成や高度化などを含め、取り組み

を強化する。 

 

表 6.1 重点化プログラムとして位置付ける「起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）」 

重点化プログラムとして位置付ける「起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）」 

事前に備えるべき
目標 1 

直接死を最大限防ぐ 

起きてはならない 
最悪の事態 

1-1 
住宅・建物・交通施設等の複合的・大規模倒壊により多数の死傷
者が発生する事態 

人命
保護 

1-2 
広域にわたる大規模津波、高潮等により多数の死傷者が発生する
事態 

人命
保護 

1-3 
異常気象（ゲリラ豪雨・台風）等による突発的又は広域かつ長期
的な市街地等の浸水により多数の死傷者が発生する事態 

人命
保護 

1-4 大規模な土砂災害等により多数の死傷者が発生する事態 
人命
保護 

1-5 
情報伝達の不備等による避難行動の遅れ等で多数の死傷者が発
生する事態 

人命
保護 

事前に備えるべき 
目標 2 

救助・救急、医療活動が迅速に行われるとともに、被災者等の健康・避難生活環境を
確実に確保する 

起きてはならない 
最悪の事態 

2-1 
被災地での食糧・飲料水・電力・燃料等、生命に関わる物資・エネ
ルギー供給が長期停止する事態 

ライフ
ライン 

2-7 
避難所における劣悪な避難生活環境、不十分な健康管理により多
数の被災者の健康状態の悪化・死者が発生する事態 

人命
保護 

事前に備えるべき 
目標 3 

必要不可欠な行政機能は確保する 

起きてはならない 
最悪の事態 

3-1 
町の職員・施設等の被災及び各種情報の滅失等により機能が大幅
に低下する事態 

行政
機能 

事前に備えるべき 
目標 6 

ライフライン、燃料供給関連施設、交通ネットワーク等の被害を最小限に留めるととも
に、早期に復旧させる 

起きてはならない 
最悪の事態 

6-1 
電力供給ネットワーク（発変電所、送配電設備）や都市ガス供
給、石油・LP ガスサプライチェーン等が長期間にわたり機能停止する
事態 

ライフ
ライン 

6-2 上下水道等が長期間にわたり供給停止する事態 
ライフ
ライン 

6-3 地域交通ネットワークが分断する事態 
ライフ
ライン 

事前に備えるべき 
目標 7 

制御不能な複合災害・二次災害を発生させない 

起きてはならない 
最悪の事態 

7-1 
地震に伴う市街地での大規模火災の発生により多数の死傷者が発
生する事態 

人命
保護 
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第7章 計画の進捗管理 
「起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）」を回避するという観点から、毎年度、それぞれのリスクシナリオご

とに具体的な施策の取り組み内容、目標・指標の達成状況及び課題等を全庁横断的に把握・整理するとともに、

総合計画の見直し等を考慮し、適宜、見直しを行う。 

 

  

  

  

  

 

JR 海田市駅南口ロータリー 海田町消防団（平成30（2018）年7 月豪雨） 
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