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広陵町地域防災計画 修正 新旧対照表 一般対策編 第 2 章 

 

地域防災計画 今回修正箇所 備考 

第２章 災害予防計画 

住民避難  

「避難」は「安全確保行動」と定義づけ、「災害から生命、身体を守る危険回避行動」と

「自宅を離れて一定期間仮の生活をおくる行動」の２つの避難行動に分類して、その対策を

講ずる。 

第１節 避難行動計画 

本節では、「災害から生命、身体を守る危険回避行動」を意味する「避難」に関し、避難

指示等の具体性と迅速性の確保をするために、避難行動計画を定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１ 避難路の選定基準 

略 

 

第２ 町における計画 

町は、災害時において安全かつ迅速な避難、誘導を行うことができるよう、あらかじめ次

の事項を定める。 

１ 避難の準備情報提供、勧告又は支持を発令する基準及び伝達方法（基本法第 60 条） 

(1) 避難勧告発令基準の策定 

河川の水位や気象情報、土砂災害は土砂災害・防災情報システムのメッシュ情報や気象情

報を使用した具体的な基準を策定する。また、勧告等を有効なものとするため、発令する対

象地域を適切に設定するよう留意する。策定にあたっては、「避難勧告等に関するガイドラ

イン①（避難行動・情報伝達編）、②（発令基準・防災体制編）（平成 29 年 1 月内閣府（防

災担当））「土砂災害警戒避難ガイドライン（平成 27 年４月国土交通省砂防部）」等を参

考にする。また、町は躊躇なく避難勧告等を発令できるよう、平常時から災害時における優

第２章 災害予防計画 

住民の避難  

 

 

 

第１節 避難行動計画 

災害発生時に円滑な避難を行うためには、平時からの取組が重要であり、自分の住む土地の災

害リスクや避難に関する情報が住民等に十分に理解する必要がある。そのため、町は、県やその

他防災関係機関と連携し、住民等へ「自らの命は自らが守る」意識の徹底と、正しい避難行動の周

知に努め、日頃から適切な避難計画の整備、避難対策の推進を図る。 

本節では、「災害から生命、身体を守る危険回避行動」を意味する「避難」に関し、避難

指示等の具体性と迅速性の確保をするために、避難行動計画を定める。 

第１ 避難について 

本計画では、「避難」を「安全確保行動」と定義づけ、「災害から生命、身体を守る危険回避行

動」と「自宅を離れて一定期間仮の生活を送る行動」の２つに分類する。本節でいう「避難」は「災害

から生命、身体を守る危険回避行動」を意味するもので、必ずしも指定避難所や指定緊急避難所

へ行くことだけを指すものではないある。 

町は、安全な場所にいる人まで避難場所に行く必要がないこと、避難先として安全な親戚・知人

宅等も選択肢としてあること、警戒レベル４で「危険な場所から全員避難」すべきこと等の避難に関

する情報の意味の理解の促進に努め、適切に周知するものとする。 

また住民等は、災害に備え、どのような情報を元に、どのようなタイミングで、どこへ避難するの

かについて、あらかじめ具体的に、自ら決めておくよう努めるものとする。 

第２ 避難路の選定基準 

略 

 

第３ 指定緊急避難場所の指定 

指定緊急避難場所は、災害時又は危険が切迫した状況において、住民等の生命の安全確保を

目的として、住民等が緊急に避難する施設又は場所を位置づけするもの。 

１ 指定基準 

町長は、災害時における緊急の避難場所として、以下の基準に適する施設又は場所を、災

害の種別ごとに指定する。なお、指定の際には災害の種類ごとにより避難に適した施設又は場所

を指定緊急場所に指定する。 

(1) 災害の種類 

略 

(2) 指定基準 

ア災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において住民等に開放されること。 

 

 

避難については、第１

節に記載しているため

ここからは削除 

奈良県地域防災計画に

基づく追記 

 

 

 

 

項目追記 

地震編に基づく追記 

 

 

 

奈良県地域防災計画に

基づく追記 

 

 

 

 

番号の更新 

 

以降記載順を入れ替え 

項立て修正 

追記 
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表現の修正 
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地域防災計画 今回修正箇所 備考 

先すべき業務を絞り込むとともに、当該業務を遂行するための役割を分担するなど、全庁を

あげた体制の構築に務める。   

具体的な発令基準については、県並びに気象庁等が発表する情報を入手して策定する。な

お、発令基準については、常に情報を収集し適時見直しを行う。 

(2) 町民への情報伝達手段の確保 

発災時には通信施設の被災等により、想定していた情報提供手段が利用できない恐れがあ

ることから、町は、確実に町民への情報伝達を行うために、下記に示すような複数の情報伝

達手段を確保する。 

また、その際は、高齢者、障がい者等の避難行動要支援者への配慮が必要である。 

ア 防災行政無線の屋外スピーカーや個別受信機 

イ 防災行政無線と地域有線放送との連動  

ウ 広報車や消防団による呼びかけ 

エ インターネット(ＭＣＡ同報防災行政無線連携型スマートホン防災アプリ) 

オ 緊急速報メール 

カ ファクシミリ 

(3) 防災マップの作成（法第 49 条の 9） 

町長は、指定緊急避難場所、指定避難所、防災倉庫の場所、避難路及びその他町民の円滑

な避難や、避難をするのための立退きを指示する上で必要な事項を町民に周知を図るため、

これらを記載した防災マップを作成し、町民に公開する。その配布等の必要な措置を講ずる

よう努める。 

２ 避難場所、避難所 

(1) 避難場所、避難所の区分 

災害時における緊急の避難場所と、一定期間滞在して避難生活をする学校、公民館等の避

難所とを区別するため、町における避難所を以下のとおり区分して指定する。 

ア 指定緊急避難場所（基本法第 49 条の 4 から第 49 条の 6） 

町長は、切迫した災害の危険から逃れるための場所又は施設として、以下に掲げる事項を

総合的に勘案して、指定緊急避難場所を指定する。 

また、その内容を町民に周知する。 

(ｱ) 防災施設の整備の状況 

(ｲ) 地形 

(ｳ) 地質 

(ｴ) その他の状況 

(ｵ) 洪水等異常な現象の種類ごとに安全性等の一定の基準を満たす施設 

(ｶ) 洪水等異常な現象の種類ごとに安全性等の一定の基準を満たす場所 

イ 指定避難所（基本法第 49 条の 7） 

町長は、災害の発生時における被災者の滞在先となるべき適切な施設の円滑な確保を図る

ため、以下に掲げる事項を総合的に勘案して、指定避難所を指定する。 

(ｱ) 想定される災害の状況 

イ住民等の受入の用に供すべき屋上その他の部分（人の生命又は身体に危険がおよぶおそれが

ないと認められる土地の区域（以下「安全区域」という。）外にある指定緊急避難場所の場合は、

当該部分及び当該部分までの避難上有効な段階その他の経路）について、物品の設置又は地

震による落下、転倒若しくはその他の事由により避難上の支障を生じさせないものであること。 

ウ災害が発生した場合において、安全区域にあるものであること。ただし、エ、オに適合する施設に

ついては、この限りでないが、エ、オに適合した施設であっても、町は、洪水浸水想定区域や、土

砂災害警戒区域等内にある建物は、原則として指定しないこととする。 

エ 災害により生じる水圧、波力、振動、衝撃その他の予想される自由により当該施設に作用する

力によって損壊、転倒、滑動又は沈下その他構造耐力上支障のある事態を生じない構造のもの

であること。 

オ 洪水等が発生し、又は発生するおそれがある場合に使用される施設にあっては、想定される洪

水等の水位以上の高さに住民等の受入れの用に供すべき屋上その他の部分が配置され、かつ

住民等受入用部分までの避難上有効な段階その他の経路があること。 

２ 指定に当たっての注意事項 

町長は、指定緊急避難場所を指定しようとするときは、当該指定緊急避難場所の管理者（民間

施設）の同意を得なければならない。 

３ 県への通知 

町長は、指定緊急避難場所を指定したときは、その旨を知事に通知するとともに公示しなければ

ならない。 

４ 指定の取消 

町長は、当該指定緊急避難場所が廃止され、又は基準に適合しなくなったと認めるときは、指定

を取り消すものとする。その際、その旨を知事に通知するとともに公示しなければならない。 

５ 留意事項 

指定緊急避難場所から指定避難所への円滑な移動を図るため、普段から住民等に対して制度

の趣旨と指定緊急避難場所等の所在地情報の周知徹底を行うようにする。その際、災害の種類に

適合した指定緊急避難場所へ避難すべきことの周知に努める。 

 

第４ 指定緊急避難場所及び避難路の整備 

町は、指定緊急避難場所及び避難路について、自ら、若しくはその管理者（設置者）と十分調整

を図り、次のとおり整備に努める。 

① 指定緊急避難場所に指定されている施設等の耐震性の確保 

② 高齢者や障害者等に配慮した指定緊急避難場所への避難誘導標識等の整備 

③ 幅員や明るさなど避難路における通行の安全性の確保 

④ 近隣居住者等を加えた指定緊急避難場所の鍵の分散管理 

⑤ 避難場所の開錠・開設を自主防災組織等で担うなどの円滑な避難のための地域のコミ

ュニテイを活かした避難活動の促進 

⑥ 誘導標識の設置の際は日本工業規格に基づく災害種別一般図記号を使用し避難場所

の災害種別を明示  

 

追記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

奈良県地域防災計画に
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地域防災計画 今回修正箇所 備考 

(ｲ) 避難施設周辺人口の状況等 

(ｳ) 一定期間滞在して避難生活をする場所として一定の基準を満たす施設 

ウ 福祉避難所（基本法施行令第 20 条の６第５号） 

町長は、以下に掲げる要介護者等介護等を必要とする避難者を収容避難する場所として福

祉避難所を確保する。 

(ｱ) 高齢者 

(ｲ) 障がい者 

(ｳ) 妊産婦 

(ｴ) 乳幼児 

(ｵ) 病弱者等避難所生活において何らかの特別な配慮を必要とする者 

(ｶ) 介護保険施設や医療機関等に入所・入院に至らない程度の在宅の災害時要配慮者 

(2) 避難所等に関する特例（基本法第 86 条の２） 

ア 著しく異常かつ激甚な非常災害であって、当該災害に係る避難所又は応急仮設住宅

（以下この条において「避難所等」という。）が著しく不足し、被災者に対して住居を迅速

に提供することが特に必要と認められる場合は、特例として別途避難所を指定する。 

イ アの規定による指定があつたとき、一定区域及び期間、町長が設置する避難所等は、

消防法（昭和 23 年法律第 186 号）第 17 条の規定は、適用しない。 

ウ 町長は、イの規定にかかわらず、消防法に準拠して、以下の対策を講ずる。 

(ｱ) イの規定する避難所等の消防の用に供する設備の遵守 

(ｲ) イの規定する避難所等の消防用水及び消火活動上必要な施設の設置及び維持に関す

る基準の設定 

(ｳ) その他当該避難所等の災害防止及び公共の安全を確保するため必要な措置 

３ 指定緊急避難場所への経路及び誘導方法 

(1) 避難路の選定基準 

町は、次の事項に留意して避難路を地域と協働して選定し、日ごろから町民への周知徹底

に努める。 

ア 避難路は、原則として指定緊急避難場所又はこれに準ずる安全な場所に通じる通路と

する。 

イ 避難路は、道路沿いに火災、爆発等の危険性の大きい工場等がない道路とする。 

ウ 避難路は、浸水等の危険のない道路とする。 

エ 避難路は、主要道路、鉄道、河川等を横断して避難することをできるだけ避ける。 

オ 避難路となる道路、橋梁及びトンネル等、道路施設自体の安全性について十分検討し、

必要ならば適切な措置を講ずる。 

カ 豪雨等が予測される場合には、徒歩による避難だけではなく、自動車等を使って遠方

への避難を検討できる道路とする。 

キ 避難所への移動時間を考慮し、早めのタイミングで避難を開始する。 

ク 夜間避難をする場合等を想定した避難ルートを整備する。 

 

第５ 指定緊急避難場所の公表 

町は、指定緊急避難場所の安全性や整備状況について把握し、最新の情報を住民等に公表す

るようにする。 

 

第６ 避難指示等の具体的な発令基準の設定及び体制の構築 

町は、発災時又は発災するおそれが高まったときに迅速かつ的確な警戒レベル３～５（高齢者等

避難、避難指示、緊急安全確保）が行えるよう、河川の水位や気象情報を使用した具体的な発令

基準及びタイムラインを策定する。 

避難情報（警戒レベル）を有効なものとするため、発令する対象地域を適切に設定するよう

留意する。策定にあたっては、「避難勧告等に関するガイドライン ①（避難行動・情報伝

達編）、②（発令基準・防災体制編）（平成 29 年 1 月内閣府（防災担当））「避難情報に関

するガイドライン（令和３年５月内閣府（防災担当））」を参考にする。また、町は躊躇なく警戒レ

ベル３以上を発令できるよう、平常時から災害時における優先すべき業務を絞り込むととも

に、当該業務を遂行するための役割分担を明確にするタイムラインを作成するなど、全庁をあ

げた体制の構築に務める。   

具体的な発令基準については、県並びに気象庁等が発表する河川の水位情報や気象情報を

入手して策定する。なお、発令基準及びタイムラインについては、常に情報を収集し適時更新し同

時に災害警戒体制を見直しする。また、安全な場所にいる人まで 指定緊急避難場所等へ避難し

た場合、混雑や交通渋滞が発生するおそれ等があることから、避難指示等を有効なものとするた

め、災害リスクのある区域に絞って避難指示等の発令対象区域を設定するとともに、必要に応じて

見直すものとする。設定に当たっては、「避難情報に関するガイドライン（令和３年５月内閣府（防災

担当））」等を参考にする。 

 

第７ 住民等への情報伝達手段の確保 

発災時には通信施設の被災等により、想定していた情報提供手段が利用できないおそれれ

があることから、町は、確実に住民に情報が伝達できるよう、以下に挙げるような可能な限

り多様な情報伝達手段を適切に組み合わせた周知に努めるその際は、要配慮者の特性等に応

じた適切な配慮を行うとともに、行政、防災関係機関、福祉関係機関等でも連携を行うこと

が必要である。 

① 防災行政無線の屋外スピーカーや地域有線放送との連動 

② 広報車や消防団による呼びかけ 

③ HP・LINE・FB・スマートホーンアプリ等のＳＮＳ 

④ 緊急速報メール（エリアメール含む） 

⑤ 電話、ファクシミリ、登録制メール 

⑥ テレビ放送（ケーブルテレビ含む） 

⑦ ラジオ放送（コミュニティＦＭ含む） 

⑧ 地域住民による直接的な声かけ 

 

追加 

 

 

 

災害対策基本法改正に

伴う表現の修正など 

 

 

表現の修正 

 

更新 

 

奈良県地域防災計画に

基づく表現の修正 

 

追記 

奈良県地域防災計画に

基づく追記 
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表現の修正 
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地域防災計画 今回修正箇所 備考 

(2) 指定緊急避難場所の指定 

ア 指定基準 

町長は、災害時における緊急の避難場所として、以下の基準に適合する施設又は場所を、

災害の種類ごとに指定する。 

(ｱ) 災害の種類（基本法施行令 20 条の４） 

ａ 洪水 

ｂ 崖崩れ、土石流、地すべり 

ｃ 大規模な火事 

ｄ 内水氾濫・外水氾濫による浸水 

なお、地震に関連する災害の種類については、震災対策編による。 

(ｲ) 管理要件（基本法施行規則第１条の３） 

指定緊急避難場所が、役割を果たすための管理要件を以下に示す。 

ａ 災害が差し迫った状況や発災時において居住者等（居住者、滞在者その他のものをい

う。以下同じ。）が緊急的に避難し、身の安全を確保できるよう指定緊急避難場所を確実に

開放し、解放後の施設を管理すること 

ｂ 居住者等の受入場所は、物品の設置又は器物の落下、転倒若しくは移動等により避難

経路上に障がいが生じないように防備すること 

ｃ 発災時等における指定緊急避難場所の居住者等への開放を行う担当者をあらかじめ

指定すること 

ｄ 居住者等の受入部分等において避難上の支障のないように対処すること 

(ｳ) 立地条件（基本法施行令第 20 条の３第２号） 

指定緊急避難場所は、原則として「安全区域」（「異常な現象が発生した場合において人

の生命又は身体に危険が及ぶおそれがないと認められる土地の区域」）に立地する場所とす

る。 

なお、災害が発生するおそれがある区域として、以下ａからｅ等を基に、町長が安全区域

を判断する。 

ａ 洪水については浸水想定区域（水防法第 14 条第１項） 

ｂ 土砂災害の原因となる崖崩れや土石流、地すべりについては土砂災害警戒区域や土砂

災害特別警戒区域（土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律同法

第８条第１項、第６条第１項） 

ｃ 土砂流危険渓流や地すべり危険箇所、急傾斜地崩壊危険箇所 

ｄ 大規模な火事については延焼危険度を示す地図等や木造住宅密集市街地において大

規模な火事による輻射熱等の影響が及ばない範囲 

ｅ これらの区域や過去の災害履歴等 

(ｴ) 構造条件（基本法施行令第 20 条の３第２号ただし書（イ及びロ）、基本法施行規則第１

条の４、５） 

ａ 安全な構造に関する技術的基準として、当該異常な現象により生ずる水圧等の予想さ

れる事由により当該施設に作用する力によって損壊、転倒等を生じない構造であること 

第８ 住民等への周知及び啓発 

１ 災害に関するリスク等の開示 

町は、円滑な避難が行われるよう住民等に対し、広報紙、掲示板、パンフレット等により、地域の

指定緊急避難場所や避難路、避難指示等の発令基準などを周知する。あわせて、町及び県は、住

民等が自らの地域の災害リスクに向き合い、被害軽減の取組を行う契機となるよう分かりやすい災

害リスクの開示に努める。また建物の特性や位置、災害の種別等によって有効な避難行動の方法

は異なることへの理解が深まるよう、周知に努めるものとする。 

２ ハザードマップの内容の理解促進 

町は、ハザードマップを作成し、洪水浸水想定区域、早期の立退き避難が必要な区域の明示な

ど、地域の危険性についても周知する。その際、ハザードマップは安全な場所を示す「安全マップ」

ではないことを理解してもらうとともに、ハザードマップの内容が正しく住民に伝わり、避難に対する

意識の向上や訓練の実施等につながるようにする。また、ハザードマップ等の配布又は回覧に際し

ては、居住する地域の災害リスクや住宅の条件等を考慮したうえでとるべき行動や適切な避難先

を判断できるよう周知に努める。 

３ 迅速かつ適切な避難行動等の促進 

町は、災害時の迅速な住民避難につながるよう、災害に関する情報を自らが積極的に収集して

早めに避難することの重要性や、雨の際は山や川、田畑や用水路等に近づかないことを住民等に

対し啓発するようにする。また、ひとりで２階に上がれない玄関を出られない要配慮者については、

親族や近隣住民等の助けが必要であるため、一人ひとりに合った避難行動のあり方を定めるよう、

自主防災組織と連携して取り組むものとする。さらに、「避難」は必ずしも指定避難所や指定緊急避

難場所へ行くことだけを指すものではなく、場合によっては指定避難所等へ行くことがかえって危険

となる場合もあることに留意し、町は、安全な場所にいる人まで避難場所に行く必要がないこと、避

難先として安全な親戚・知人宅等も選択肢としてあること、警戒レベル４で「危険な場所から全員避

難」すべきこと等の避難に関する情報の意味の理解の促進に努め、適切に周知するものとする。ま

た、町は、避難指示等を発令したが、被害が生じなかった場合にも、その理由、状況等を住民に周

知する。 

４ 生活再建に向けた事前の備え 

町及び県は、防災週間や防災関連行事等を通じ、住民等に対し「早期の立退き避難が必要な

区域」からの早期な立退き避難を求めるとともに、水・食料の備蓄、ライフライン途絶時の対策、保

険・共済等の生活再建に向けた事前の備えについて普及啓発を図る。 

 

第９ 町における計画 

町は、地域防災計画の中で、災害時において安全かつ迅速な避難、誘導を行うことができ

るよう、あらかじめ次の事項を内容とした避難計画を策定する。 

① 【警戒レベル３】高齢者等避難、【警戒レベル４】避難指示、【警戒レベル５】緊急安全確保を

発令する基準及び伝達方法 

② 避難情報の発令区域、タイミング 

③ 水害、複数河川の氾濫など、複合的な災害の発生 

項立て 
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地域防災計画 今回修正箇所 備考 

ｂ 土砂災害特別警戒区域内に立地する施設に関しては既に安全な構造に関する基準と

して建築基準法施行令第 80 条の３に基づき定められている基準等を基に判断し、土砂災害

警戒区域内に立地する施設に関しても鉄筋コンクリート造等の極力強固な構造であること 

ｃ 洪水や内水氾濫等については、基本的に堤防等の近傍に立地せず、浸水想定水位以上

の高さに避難スペースがある場所を（令第 20 条の３第２号ロ参照。）、指定緊急避難場所

とすること 

ｄ 具体的な被害想定が実施されておらず、当該被害想定を行うまでの間に長期間を要す

るような場合には、過去の災害発生時の水位の実績等を基に判断すること 

なお、過去の災害発生時の水位の実績等に基づき指定する場合、その旨を町 

民に周囲するとともに、時間的に余裕がある場合には、より安全な場所へ移動することも

併せて周知を図る。 

(ｵ) 指定緊急避難場所と指定避難所とは、相互に兼ねることができる。（基本法 49 条の８） 

イ 必要となる手続 

指定緊急避難場所の指定は、以下の手続を行う。 

(ｱ) 指定緊急避難場所の管理者の同意を得ること（基本法第 49 条の４第２項） 

(ｲ) 指定緊急避難場所を定めた旨を知事へ通知すること（基本法第 49 条の４第３項） 

(ｳ) 指定緊急避難場所を定めた旨を公示すること（基本法第 49 条の４第３項） 

(ｴ) 県へ指定緊急避難所の指定又は指定を取消す場合は、県に通知すること 

(ｵ) 指定緊急避難所の管理者は、指定緊急避難所を廃止し、又は指定緊急避難所の現状

に「指定緊急避難所の被災者等の滞在の用に供すべき部分の総面積の 10 分の１以上の面積

の増減を伴う変更」（基本法施行令第 20 条の５）等を加えようとするとき、町長に届け出

なければならない。 

ウ その他の留意事項 

(ｱ) 指定緊急避難場所施設担当者は、避難支援を受けて指定緊急避難場所まで避難した

避難行動要支援者の引継ぎの方法等を検討しておくようにする。 

(ｲ) 指定緊急避難場所施設担当者は、避難行動要支援者を災害の危険が去った後速やか

に、指定緊急避難場所から福祉避難所への円滑な移送等を実施する。 

(ｳ) 町は、あらかじめ避難行動要支援者の移送先及び当該移送先までの移送方法等、を

避難行動要支援者や移送先となる関係行政機関、運送事業者等と調整をしておくようにす

る。 

(ｴ) 避難行動要支援者の移送先への移送等実施は、事前に運送事業者と避難行動要支援

者の移送に関する協定等を結び、その協定に基づき被災者等の移送を行う。 

(ｵ) 「輸送関係者に対する従事命令」（救助法第７条第１項）及び「被災者の運送の要

請等に関する規定」（基本法第 86 条の 14）を活用する。 

 

(3) 避難路及び避難誘導施設の整備 

町は、避難路及び避難誘導設備は、次の事項の整備に努める。 

ア 避難路の整備 

④ 指定緊急避難場所の名称、所在地、対象地区及び対象人口 

⑤ 指定緊急避難場所への経路及び誘導方法 

⑥ 指定緊急避難場所の整備に関する事項 

⑦ 避難準備及び携帯品の制限等 

⑧ その他必要な事項  

 

第 10 防災上重要な施設における計画 

学校、病院、社会福祉施設及びその他防災上重要な施設の管理者は、次の事項に留意して

避難計画を策定するとともに、避難訓練を行い避難の万全を期する。 特に、洪水浸水想定区

域や土砂災害警戒区域等内における避難確保計画の策定が義務づけられており（平成２９年６月

法改正）、該当施設の管理者や町は、適切に避難確保計画の策定がなされるよう留意する。 

１ 学校 

学校においては、それぞれの地域の特性等を考慮したうえで、園児、児童及び生徒の身体

及び生命の安全を確保するために、次の事項に留意して避難計画を作成する。 

(1) 避難場所及び避難経路 

(2) 避難誘導及びその指示伝達の方法 

(3) 避難場所の選定、収容施設の確保 

(4)  避難後の教育・保健・衛生・給食等の実施方法 

２ 病院 

病院においては、患者等を他の医療機関又は安全な場所へ集団で避難させるため、次の事

項に留意して避難計画を作成する。 

(1) 避難場所及び避難経路 

(2) 避難誘導及びその指示伝達の方法 

(3) 避難場所の選定、収容施設の確保及び移送方法 

(4) 避難後の治療・保健・衛生・給食等の実施方法 

３ 社会福祉施設等 

社会福祉施等においては、それぞれの地域の特性等を考慮したうえで、次の事項に留意し

て避難計画策定と避難訓練を行う。 

(1) 避難場所及び避難経路 

(2) 避難誘導及びその指示伝達の方法 

(3) 避難場所の選定、収容施設の確保 

(4) 避難後の保健・衛生・給食等の実施方法 

 

第 11 住民等自らが取り組むべきこと 

住民等は、自主防災組織を結成し、住民等主体の避難訓練の実施や避難経路作成等により、

地域全体の防災意識を向上させ、災害発生時の安全・確実な避難行動や住民間のお互いの避難

の声がけを実現し、地域の避難体制の強化を図る。 

町は、住民等の防災活動を全面的に推進、支援、協力を行う。また、住民等は、災害に備え、ど

 

 

 

 

 

 

表現の修正 

 

奈良県地域防災計画に

基づく追記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

箇条書きで整理 

 

奈良県地域防災計画に

基づく追記 

 

 

 

箇条書きで整理 

 

奈良県地域防災計画に

基づく追記 

 

 

 

 

奈良県地域防災計画に

基づく追記・表現の修

正 

 



新旧対照表一般対策編 （第 2 章）  p. 14 

地域防災計画 今回修正箇所 備考 

避難路は、安全なルートの確認等、自主防災組織の行う避難訓練等と絡ませて、実践的な

避難路の整備に努める。 

イ 標識等の整備 

町は、避難所等の案内図として避難所の配置を地図上に示す等、｢避難所｣の周知を図ると

ともに、適切な避難所案内標識の整備を進める。特に、夜間避難に備え太陽電池内蔵 LED 避

難標識等の設置を行う。 

４ 避難施設の整備に関する事項 

(1) 指定緊急避難場所、指定避難所、福祉避難所及び避難路の整備 

町は、指定緊急避難場所、指定避難所、福祉避難所及び避難路について、施設管理者（設

置者）と十分調整を図り、以下の事項に留意して整備する。 

ア 指定緊急避難場所の施設等及び指定避難所の耐震性の確保。 

イ 高齢者や障がい者、女性及び子ども等に配慮した避難場所への避難誘導標識等を整備

する。 

ウ 幅員や明るさ等避難路における通行の安全性を確保する。 

エ 災害時の的確な情報収集と適切な伝達のための有線・広報車等の整備に努める。 

オ 広陵町避難所基本計画に定められた備蓄物資倉庫の整備に努め、防災機能を強化す

る。 

カ 指定避難所の解錠・開設を自主防災組織で担うなどの避難活動の促進 

キ 誘導標識の設置の際は日本工業規格に基づく災害種別一般図記号を使用し避難場所

の災害種別を明示する。 

(2) 物資及び救助用資機材等の備蓄 

町は、避難生活に必要な以下の物資及び救助用資機材等を備蓄する。 

ア 食料 

イ 飲料水 

ウ 給水用設備 

エ 照明設備 

オ 非常用電源 

カ 常備薬 

キ 炊き出し用具 

ク 燃料 

ケ 毛布 

コ 暖房器具等 

(3) 設備の整備 

町は、飲料水、電源等を確保し、被災者の安全を図るために必要な以下の施設又は設備を

整備する。 

ア 井戸 

イ 貯水槽 

ウ 水泳プール 

のような情報を元にどのようなタイミングでどこへ避難するのかについて、あらかじめ具体的に、自

ら決めておくよう努めるものとする。 

 

第 12 自宅療養者等の避難 

新型コロナウイルス感染症を含む感染症の自宅療養者等の被災に備えて、日頃から、保健所と

連携の下、ハザードマップ等に基づき、自宅療養者等が危険エリアに居住しているか確認を行うよ

う努め、自宅療養者等の避難の確保に向けた具体的な検討・調整を行うとともに、必要に応じて、

自宅療養者等に対し、避難の確保に向けた情報を提供するよう努めるものとする。 
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エ 自家発電設備 

オ 給水車 

カ 電源車 

キ 仮設トイレ 

ク その他の施設又は設備 

５ 避難準備及び携帯品の制限等 

(1) 避難誘導体制の整備 

ア 教育施設、保育施設の学校長、園長、所長は避難誘導計画をたて、その内容を随時見

直し、迅速かつ適切な避難誘導に備えること 

イ 病院等の管理者は、災害時における避難所をあらかじめ定め、負傷者に対する応急措

置、患者記録及び応急救護所の設置を図ること 

ウ 病院等の管理者は、移送に必要な医薬品、食料、衣類、担架、車両及び手押車等を備

蓄すること 

エ 病院等の管理者は、避難誘導のための自主組織を設置すること 

(2) 避難方法の周知徹底 

ア 避難時の携帯品等を制限すること 

イ 避難に際して火気及び危険物の始末を完全にすること 

ウ 避難に際して電気のブレーカーを切ること 

エ 車による避難は避けること 

(3) 避難行動要支援者 

町は、避難行動要支援者に配慮した避難場所への避難誘導標識、防災情報案内板等の避難

誘導体制を整備する。 

ア 地域における災害時要配慮者の避難 

イ 施設(入所施設、通所施設)における避難行動要支援者の避難 

(4) 浸水想定区域内災害時要配慮者関連施設 

浸水想定区域にある災害時要配慮者関連施設へは、「洪水予報」及び「避難判断水位（は

ん濫注意水位）到達情報」を電話で連絡する。電話連絡ができない場合は、口頭で連絡する。 

また、災害時要配慮者関連施設の管理者は、防災体制の整備に努める。 

(5) 救護用資機材の整備 

町は、負傷者の応急的措置を行う救護所用の仮設テント、担架ベッド、投光器、緊急電源

装置等の救護用資機材の整備に努める。 

(6) 携帯品の制限 

携帯品については、災害の状況及び避難措置の程度により以下のものを携帯して避難する

ように心がける。 

ア 携帯品として認められるもの 

貴重品（現金、預金通帳、印鑑、有価証券）、常備薬、懐中電燈、携帯ラジオ 

イ 余裕がある場合 

上記の他若干の食料品、日用品等 
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６ その他必要な事項 

(1) 町民への周知及び啓発 

町は、円滑な避難が行われるよう町民に対し、広報紙、掲示板、パンフレット等により、

地域の緊急指定避難場所や避難路等を周知する。あわせて、町は、町民が自らの地域の水害

リスクに向き合い、被害軽減の取組を行う契機となるよう分かりやすい水害リスクの開示に

務める。 

さらに、ハザードマップを作成し、浸水想定区域、早期の立ち退き避難が必要な区域の明

示等、地域の危険性を周知する。その際、ハザードマップは安全な場所を示す「安全マップ」

ではないことを解説し、理解と周知を図るとともに、町民自らが積極的に災害情報を収集す

ること、できるだけ早めに避難すること、雨の際は崖地や川に近づかないようにすること等、

過去の災害の事例等を用いて、安全確保対策を町民に周知、啓発する。 

また町は、防災週間や防災関連行事等を通じ、町民に対し、「早期の立ち退き避難が必要

な区域」からの早期な立ち退き避難を求めるとともに、水・食料の備蓄、ライフラインの途

絶時の対策、保険・共済等の生活再建に向けた事前の備えについて普及啓発を図る。 

(2) 避難訓練の実施 

町は、避難所・避難ルートの整備と確保をし、災害時において安全かつ迅速な避難、誘導

活動実施に向け、あらかじめ避難計画を策定する。 

(3) 避難に関するガイドライン等の整備 

町及び関係機関は、災害発生時における正確な状況把握方法を定めるために、避難勧告等

に関するガイドライン①（避難行動・情報伝達編）、②（発令基準・防災体制編）（平成 29

年 1 月内閣府（防災担当））「土砂災害警戒避難ガイドラインを整備する。 

また、ため池等に近接し、決壊時に被害の可能性が考えられる地域周辺の町民は、早め、

広めの避難行動実施に向けた対策を講ずる。 

第３ 災害時の拠点となる施設における計画  

学校、病院、社会福祉施設及びその他防災上重要な施設の管理者は、次の事項に留意して

避難計画を策定するとともに、避難訓練を行う。 

１ 学校 

学校管理者は、それぞれの地域の特性等を考慮したうえで、園児、児童及び生徒の身体及

び生命の安全を確保するために、次の事項に留意して避難計画を作成する。 

(1) 避難場所及び避難経路 

(2) 避難誘導及びその指示伝達の方法 

(3) 児童・生徒等の集団避難場所の選定、収容施設の確保及び避難後の教育・保健・衛

生・給食等の実施方法 

(4) 平時より、避難計画に従った避難訓練を実施 

２ 病院 

病院は、あらかじめ患者等を他の医療機関又は、安全な場所へ集団で避難させるための収

容施設の確保、移送方法、治療・保健・衛生・給食等の実施方法を定める。 
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３ 社会福祉施設等 

社会福祉施設管理者は、高齢者、障がい者及び児童が入居する福祉施設において、それぞ

れの地域の特性等を考慮したうえで、避難場所、避難経路、誘導、収容施設の確保、保健・

衛生・給食等の実施方法に関する計画策定と避難訓練を行う。 

第４ 応急仮設住宅の建設及び住宅の提供体制の準備  

町は、県等の協力得て、被災者に対して応急仮設住宅等の住宅が迅速に提供されるよう、

あらかじめ計画の作成に務め必要な体制を整備しておくようにする。 

１ 建設可能用地の事前把握 

応急仮設住宅の建設可能な用地をあらかじめ把握する等、供給体制の整備をしておくよう

にする。 

２ 必要な資機材の調達・供給体制 

応急仮設住宅の建設に必要な資機材に関し、供給可能量の把握及び調達・供給体制をあら

かじめ整備しておくようにする。 

３ 公営住宅等の空き家活用 

公営住宅等の空き家状況を常に把握し、震災時における被災者への迅速な提供、入居に当

たっての選考基準、入居手続等を、あらかじめ定めておくようにする 

 

 

 

 

第２節 避難生活計画 

町は、避難所の安全性及び良好な居住性の確保、食料、衣料、医薬品その他の生活関連物

資の配布、保健医療サービスの提供及びその他避難所に滞在する被災者の生活環境に必要な

措置を講ずるとともに、日頃から地域の自主防災組織を協力し、災害発生時に円滑な避難所

運営ができるよう務める。 

また、やむを得ない理由により避難所に滞在することができない被災者に対しても、必要

な生活関連物資の配布、保健医療サービスの提供、情報の提供及びその他これらの者の生活

環境の整備に必要な措置を講ずる。（基本法第 86 条の 6 及び 7） 

第１ 指定避難所の指定（基本法第 49 条７及び第 49 条８等関係） 

１ 指定避難所の指定及びその指定基準（基本法施行令第 20 条６等関係） 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 規模条件（基本法施行令第 20 条の６第１号） 

指定避難所は、被災者の生活の場になることを踏まえ、地域の実情に応じて想定される被

災者を滞在させるために必要かつ適切な規模を有する施設とする。 

(2) 構造条件（基本法施行令第 20 条の６第２号） 

指定避難所は、多数の被災者等の出入りに適した出入口等を有し、多数の被災者等の受入

第２節 避難生活計画 

町は、避難所の指定や避難所運営訓練等、日頃から地域の自主防災組織及び防災士ネットワ

ークと協力し、災害発生時に円滑な避難所運営ができるよう努める。また、住宅被災者等について

も、必要な情報や物資を確実に受け取れるよう、その支援体制の整備に努める。 

 

 

 

 

第１ 指定避難所の指定 

１ 指定避難所指定基準 

町は、地域的な特性や過去の教訓、想定される災害、新型コロナウイルス感染症を含む感染症

対策等を踏まえ、公民館、学校等の公共的施設等を対象に、避難者が避難生活を送るために必

要十分な指定避難所をあらかじめ指定し、日頃から、指定避難所の場所、収容人数等について、

住民への周知徹底を図るものとする。また、災害時に指定避難所の開設状況や混雑状況等を周

知することも想定し、ホームページやアプリケーション等の多様な手段の整備に努めるものとする。 

町は次の事項に留意して避難所を指定し、日頃から住民等への周知徹底に努める 

(1) 規模条件 

避難のための立ち退きを行った住民等又は被災者（以下「被災者等」という。）を滞在させるため

に必要かつ適切な規模のものであること。 

(2) 構造条件 

速やかに、被災者等受け入れられるよう、多数の被災者等の出入りに適した出入口等を有

し、多数の被災者等の受入に必要となるトイレ、水道等の設備が整備され、又生活関連物資

 

奈良県地域防災計画に

基づく修正等 

 

 

 

 

 

 

 

防災基本計画及び奈良

県防災計画に基づく追

記 

 

 

 

 

表現の修正 

 

 

奈良県地域防災計画に

基づく追記 
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に必要となるトイレ、水道等の設備が整備されている施設とする。 

(3) 立地条件（令第 20 条の６第３号） 

避難所の立地場所は自然災害の影響が比較的少ない場所とし、洪水の浸水想定区域等、災

害が発生するおそれがある区域内に立地している施設を極力避けて指定する。 

(4) 交通条件（基本法施行令第 20 条の６第４号） 

災害の影響が比較的少ない場所や車両その他の運搬手段による輸送が比較的容易な施設

を指定する。 

(5) 公共施設（基本法第 49 条の７第１項） 

上記(1)から(4)の事項に加えて、「公共施設及びその他の施設」を指定避難所として指定

しなければならない。 

避難生活を一定期間送るのに適切ではない公園や広場等は、指定避難所の対象とはならな

い。 

(6) その他の施設（基本法第 49 条の７第１項） 

その他の施設とは、公共施設を含め広く施設一般を想定し、宿泊施設等の民間施設も対象

とする。 

ただし、民間施設を指定避難所として指定するに当たっては、当該民間施設の管理者の同

意を取得する等の法定の手続をを行う。 

(7) 災害が発生したときに講ずる事項 

町は、救助法等に基づく支援が被災者に行き届くようにすることともに、災害が発生した

ときは、以下の事項を講ずるよう努める。（基本法第 86 条の６） 

ア 町防災計画の定めるところにより、遅滞なく、避難所を供与 

イ 当該避難所に係る必要な安全性及び良好な居住性の確保 

ウ 当該避難所における食料、衣料、医薬品その他の生活関連物資の配布 

エ 当該避難所における保健医療サービスの提供 

オ その他避難所に滞在する被災者の生活環境の整備に必要な措置 

２ 必要となる手続 

指定避難所の指定にあっては、以下の手続を行う。 

(1) 指定避難所の管理者の同意を得ること（法第 49 条の７第２項） 

(2) 指定避難所を定めた旨について知事へ通知すること（法第 49 条の７第３項） 

(3) 指定避難所を定めた旨について公示すること（法第 49 条の９） 

(4) 指定避難所の指定又は指定の取消す場合は、県に通知すること 

(5) 指定避難所の管理者は、指定避難所を廃止し、又は指定避難所の現状に「指定避難

所の被災者等の滞在の用に供すべき部分の総面積の 10 分の１以上の面積の増減を伴う変

更」（令第 20 条の７）等を加えようとするときは、「内閣府令で定めるところにより」町

長に届け出なければならないこと 

(6) 知事は、町長より通知を受けたときは、内閣総理大臣に対し、その旨を報告しなけ

ればならないこと 

 

を被災者等に配布することが可能な構造又は設備を有している施設とする。 

(3) 立地条件 

洪水浸水想定区域や、土砂災害警戒区域等内にある建物は、原則として指定しないこととする。 

(4) 交通条件 

車両その他の運搬手段による輸送が比較的容易な場所にある施設を指定する。 

(5) 要配慮者避難 

要配慮者を滞在させることが想定されるものにあっては、要配慮者の円滑な利用の確保、要配

慮者が相談し、又は助言その他の支援を受けることができる体制の整備、その他の要配慮者の良

好な生活環境の確保に資する事項について、基準に適合するものであること。 

 

２ 指定にあたっての注意事項 

指定緊急避難場所と指定避難所とは、相互に兼ねることができるが、指定緊急避難場所と指定

避難所が相互に兼ねる場合においては，特定の災害においては当該施設に避難することが不適

当である場合があることを日頃から住民等へ周知徹底するよう努めるものとする。 

 

３ 県への通知 

町長は、指定避難所を指定したときは、その旨を知事に通知するとともに公示しなければならな

い。 

 

４ 指定の取消 

町長は、当該指定避難所が廃止され、又は基準に適合しなくなったと認めるときは、指定を取り

消すものとする。その際、その旨を知事に通知するとともに公示しなければならない。 

 

５ 住民等への周知 

町長は、広報誌、掲示板、ホームページ、ハザードマップ等により、指定避難所の場所を周知す

る。 
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３ その他の留意事項 

(1) 指定避難所施設担当者は、避難支援を受けて指定避難所まで避難した避難行動要支

援者の引継ぎの方法等を検討しておくようにする。 

(2) 指定避難所施設担当者は、避難行動要支援者を災害の危険が去った後速やかに、福

祉避難所等の適切な避難施設への円滑な移送等を実施する。 

(3) 町は、あらかじめ避難行動要支援者の移送先及び当該移送先までの移送方法等、を

避難行動要支援者や移送先となる関係行政機関、運送事業者等と調整をしておくようにす

る。 

(4) 避難行動要支援者の移送先への移送等実施は、事前に運送事業者と避難行動支援者

の移送に関する協定等を結び、その協定に基づき被災者等の移送を行う。 

(5) 「輸送関係者に対する従事命令」（救助法第７条第１項）及び「被災者の運送の要

請等に関する規定」（基本法第 86 条の 14）を活用する。 

(6) 指定避難所が指定管理施設となる場合には、指定管理者との間で事前に避難所運営に

関する役割分担等を定めるように務める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２ 福祉避難所 

福祉避難所とは、災害時要配慮者のために特別の配慮がなされた避難所のことである。 

町は、指定避難所、福祉施設、保健センター等の施設を対象に、高齢者等の災害時要配慮

者（避難行動要支援者を含む）で、一般の避難所での生活に支障をきたす等、何らかの特別

の配慮が必要な対象者に対し、次の事項に留意して福祉避難所を指定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ その他の留意事項 

(1) 指定避難所施設担当者は、避難支援を受けて指定避難所まで避難した避難行動要支

援者の引継ぎの方法等を検討しておくようにする。 

(2) 指定避難所施設担当者は、避難行動要支援者を災害の危険が去った後速やかに、福

祉避難所等の適切な避難施設への円滑な移送等を実施する。 

(3) 町は、あらかじめ避難行動要支援者の移送先及び当該移送先までの移送方法等、を

避難行動要支援者や移送先となる関係行政機関、運送事業者等と調整をしておくようにす

る。 

(4) 避難行動要支援者の移送先への移送等実施は、事前に運送事業者と避難行動支援者

の移送に関する協定等を結び、その協定に基づき被災者等の移送を行う。 

(5) 「輸送関係者に対する従事命令」（救助法第７条第１項）及び「被災者の運送の要

請等に関する規定」（基本法第 86 条の 14）を活用する。 

(6) 指定避難所が指定管理施設となる場合には、指定管理者との間で事前に避難所運営

に関する役割分担等を定めるように務める。 

(7) 主として高齢者、障害者、乳幼児その他の特に配慮を要する者等要配慮者を滞在させる

ことが想定されるものにあっては、要配慮者の円滑な利用の確保、要配慮者が相談し、又は助言

その他の支援を受けることができる体制の整備その他の要配慮者の良好な生活環境の確保に資

する事項について基準に適合するものであること。 

(8) 新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策のため、平常時から、指定避難所のレイアウ

トや動線等を確認しておくとともに、感染症患者が発生した場合の対応を含め、防災担当部局と保

健福祉担当部局が連携して、必要な措置を講じるよう努めるものとする。また、必要な場合には、

国や独立行政法人等が所有する研修施設、ホテル・旅館等の活用を含めて、可能な限り多くの避

難所の開設に努めるものとする。 

 

第２ 福祉避難所 

福祉避難所とは、要配慮者のために特別の配慮がなされた避難所のことである。 

一般の避難所は階段や段差が多いこと、障がい者用のトイレがないことなど、必ずしも要配慮者

に配慮したものになっていない場合が多く、また常時介護が必要な者にとっては、一般の避難所で

の生活は困難を強いられることが考えられる。 

町は、指定避難所、福祉施設、学校校舎等の施設を対象に、高齢者等の要配慮者で、一

般の避難所での生活に支障をきたす等、何らかの特別の配慮が必要な対象者に対し、次の事

項に留意して福祉避難所を指定する。 

町は、要配慮者の円滑な利用を確保するための措置が講じられており、また、災害が発生した

場合において要配慮者が相談等の支援を受けることができる体制が整備され、主として要配慮者

を滞在させるために必要な居室が可能な限り確保されるものを福祉避難所として指定するものとす

る。 

町は、福祉避難所について、受入れを想定していない避難者が避難してくることがないよう、必

要に応じて、あらかじめ福祉避難所として指定避難所を指定する際に、受入れ対象者を特定して
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１ 福祉避難所に関する指定基準（基本法施行令第 20 条の６第５号） 

主として災害時要配慮者を滞在させることを想定し、施設のバリアフリー化に加え、避難

所生活に関する相談等の支援体制を整え、災害時要配慮者を受け入れるために必要な一定の

措置を講ずることが可能な施設を指定する。 

また、発災時において主として災害時要配慮者を滞在させるために必要な居室が可能な限

り確保できる施設を指定する。 

２ 災害救助法による福祉避難所の適用 

災害救助法が適用された場合、町又県は、その委任を受けた福祉避難所が以下の基準を満

たす場合には、消耗機材の費用について国庫負担を受けることができる。 

(1) 設置した場合、おおむね 10 人の災害時要配慮者に１人の生活相談職員（災害時要配

慮者に対して生活支援・心のケア・相談等を行う上で専門的な知識を有する者）等の配置 

(2) 災害時要配慮者に配慮したポータブルトイレ、手すり、仮設スロープ、情報伝達機

器等の器物 

(3) 日常生活上の支援を行うために必要な紙おむつ、ストーマ用装具等の消耗機材を確

保する。 

３ 災害時要配慮者の状況を考慮した施設指定 

避難生活に必要な空間を確保できる等、災害時要配慮者の特性を踏まえた施設を指定し、

「（仮称）広陵町災害時要配慮者避難支援プラン」個別計画を作成し、災害時要配慮者個々

の特徴に応じて避難所を指定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公示するものとする。 

１ 福祉避難所に関する指定基準 

主として災害時要配慮者を滞在させることを想定し、施設のバリアフリー化に加え、避難

所生活に関する相談等の支援体制を整え、災害時要配慮者を受け入れるために必要な一定の

措置を講ずることが可能な施設を指定する。 

また、発災時において主として災害時要配慮者を滞在させるために必要な居室が可能な限

り確保できる施設を指定する。 

２ 災害救助法による福祉避難所の適用 

災害救助法が適用された場合、町又県は、その委任を受けた福祉避難所が以下の基準を満

たす場合には、消耗機材の費用について国庫負担を受けることができる。 

(1) 設置した場合、おおむね 10 人の災害時要配慮者に１人の生活相談職員（災害時要配

慮者に対して生活支援・心のケア・相談等を行う上で専門的な知識を有する者）等の配置 

(2) 災害時要配慮者に配慮したポータブルトイレ、手すり、仮設スロープ、情報伝達機

器等の器物 

(3) 日常生活上の支援を行うために必要な紙おむつ、ストーマ用装具等の消耗機材を確

保する。 

３ 災害時要配慮者の状況を考慮した施設指定 

避難生活に必要な空間を確保できる等、災害時要配慮者の特性を踏まえた施設を指定し、

「広陵町避難行動要支援者支援プラン」個別計画を作成し、災害時要配慮者個々の特徴に応

じて避難所を指定する。 

町は、要配慮者が必要な生活支援や相談が受けられるなど、安心して生活できる体制が整えら

れ、滞在するために必要な居室が確保された社会福祉施設等を福祉避難所として、平常時におい

て、あらかじめ受入可能人数や受入条件等を明確にするなど、施設との協定を進め、福祉避難所

の指定をする。また、国の「避難所における良好な生活環境の確保に向けた取組指針」等も参照

し、福祉避難所の量的確保にも努めるとともに、その際に、耐震化、要配慮者に配慮したバリアフリ

ー化や要配慮者が使うことが想定される物資（紙おむつ、ストーマ用装具、粉ミルク等）の備蓄を行

う。 

 

第３ 多様な施設の利用 

１ 県有施設の利用  

町は、指定避難所の不足に備えて県有施設の指定を検討する。  

２ 民間施設の利用  

町は、指定した避難所では避難者に対して収容人数が不足する場合に備えて、寺院や地域の

公民館・集会所等の利用についても検討する。 

３ 隣接市町村等における受入体制の検討  

町は、避難所の不足や災害の想定等により必要に応じて、隣接市町等との間で災害発生時に

おける避難者の受入や指定緊急避難場所の設置等に関する検討を事前に行っておく。 

４ その他の施設の利用  
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第３ 指定避難所の整備 

町は、指定避難所について、以下の事項に基づき施設の整備に努める。 

 

１ 指定避難所施設等の耐震性の強化 

指定避難所施設は、耐震性、耐火性の確保に加え、被構造部材についても耐震対策を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 設備の充実による避難施設としての機能強化 

(1) 非常用電源、自家発電機 

(2) 衛生携帯電話等複数の通信手段 

(3) 照明設備 

(4) 食料、飲料水、生活用品 

(5) マスクや手指消毒液 

(6) 暖房器具 

(7) マッチ、プロパンガス、固形燃料等の燃料 

(8) 簡易トイレ 

(9) パーティション、避難者用テント     等 

 

 

 

 

 

 

３ 災害時要配慮者や、女性、乳幼児等を考慮した避難施設・設備の整備 

(1) 紙おむつ等の介護用品 

町は、国の施設や個人の住宅も指定避難所の対象として検討する。 指定管理施設が指定避

難所となっている場合には、指定管理者との間で事前に避難所運営に関する役割分担等を定める

ように努める。  

 

 

第４ 指定避難所の整備 

町は、指定避難所について、自ら、若しくはその管理者（設置者）と十分調整を図り、以下の事

項に基づき施設・設備の整備に努める。 

１ 指定避難所に指定されている施設等の整備 

(1) 要配慮者等に配慮したトイレ 

町は、要配慮者をはじめ誰もが健康を維持できる環境で避難生活を送れるよう、当該指定避難

所におけるトイレの洋式化、バリアフリー化等の整備を図るものとする。 

(2) 耐震性の強化 

指定避難所施設は、耐震性、耐火性の確保に加え、非構造部材についても耐震対策を図る

とともに、耐震性がない、または耐震性が明らかでない施設については、代替施設を検討するもの

とする。 

(3) 家庭動物のための避難スペースの確保 

町は、指定避難所における家庭動物のための避難スペースの確保、ペットと人が同じスペース

で過ごせる同伴避難所の設置等に努めるとともに、獣医師会や動物取扱業者等から必要な支

援が受けられるよう連携に努める。 

２ 設備の充実による避難施設としての機能強化 

(1) 非常用電源（電気自動車の活用を含む）、自家発電機 

(2) 衛生携帯電話等複数の通信手段 

(3) 換気や空調、照明設備 

(4) 食料、飲料水、生活用品 

(5) マスクや手指消毒液 

(6) 暖房器具 

(7) マッチ、プロパンガス、固形燃料等の燃料 

(8) 簡易トイレ、洋式トイレ 

(9) 段ボールベッド、パーティション、避難者用テント     

(10) シャワールームやスロープ、多目的トイレ等、要配慮者等をはじめ誰にでも対応できるバ

リアフリー化された衛生設備 

(11) 冷房・暖房器具 

(12) 紙おむつ、口腔ケア用品等、要配慮者等をはじめ誰にでも対応できるその他物資の備蓄 

等 

 

３ 要配慮者や女性等を考慮した避難施設・設備の整備 

(1) 紙おむつ等の介護用品 
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(2) 高齢者や食物アレルギーを持つ人に対応した食事 

(3) 生理用品 

(4) 粉ミルク、おむつ等の乳幼児用品 

 

 

４ 指定避難所の鍵の分散管理 

発災時、鍵の管理者が駆けつけなければならないリスクを回避するため、現場にて地域の

自主防災組織が解錠できるよう、安全な方法で今後整備する防災備蓄倉庫にて保管を検討す

る。 

第４ 指定避難所の情報の公表 

町は、指定避難所の安全性や整備状況を把握し、常時公表する。また町は、指定避難所状

況を的確に把握するため、確認項目を列挙したリストを作成し点検する。 

 

第５ 指定避難所の運営 

町は、自主防災組織等と協力して、指定避難所運営に関する以下の対策を講ずる。 

１ 避難所運営マニュアルの作成 

町は、災害時における迅速かつ円滑な避難所の管理・運営等を図るため、「奈良県避難所

運営マニュアル」に基づき、本町内各地域の実情に応じた避難所運営マニュアルを自主防災

組織と協働して作成に努める。 

 

 

 

 

 

 

 【マニュアルの主な記載内容】 

 1.避難所運営の基本方針 

 2.マニュアルの目的・構成及び使い方 

 3.各ステージ（初動期、展開期、安定期、撤収期）で実施すべき業務の全体像 

 4.各ステージ（初動期、展開期、安定期、撤収期）で実施すべき個々の業務 

 5.災害時要配慮者への対応 

 6.女性への配慮 

 7.避難所のペット対策 

 8.大規模災害時の避難所の状況想定 

 9.関係機関の役割 

 10.様式 

 

 

(2) 口腔ケア用品（歯ブラシ、歯磨剤等） 

(3) 高齢者や食物アレルギーを持つ人に対応した食事 

(4) 生理用品 

(5) ミルク、おむつ等の乳幼児用品 

 

４ 指定避難所の鍵の分散管理 

町は、鍵の分散によるリスク回避のため、現場にて地域の自主防災組織が解錠できるよう、

安全な方法で出入口等にて保管する。 

 

第５ 指定避難所の情報の公表 

町は、指定避難所の安全性や整備状況を把握し、最新の情報を住民等に公表する。また町

は、指定避難所状況を的確に把握するため、確認項目を列挙したリストを作成し点検する。 

 

第６ 指定避難所の運営 

町は、自主防災組織等と協力して、指定避難所運営に関する以下の対策を講ずる。 

１ 避難所運営マニュアルの作成 

町は、災害時における迅速かつ円滑な避難所の管理・運営等を図るため、「奈良県避難所

運営マニュアル」に基づき、本町内各地域の実情に応じた避難所運営マニュアルを自主防災

組織と協働して作成に努める。 

町は、マニュアルの作成、訓練等を通じて、指定避難所の運営管理のために必要な知識等の普

及に努めるものとする。この際、住民等への普及に当たっては、住民等が主体的に指定避難所を

運営できるように配慮するよう努めるものとする。特に、夏季には熱中症の危険性が高まるため、

熱中症の予防や対処法に関する普及啓発に努めるものとする。また町は、新型コロナウイルス感

染症の発生を踏まえ県が作成した「新型コロナウイルス感染症に備えた避難所運営に係るガイドラ

イン（令和 2 年 6 月）」を参考に、手洗いやマスクの着用、避難者の過密抑制など、感染症対策の

観点を取り入れたマニュアルの見直しや拡充に努める。 

【マニュアルの主な記載内容】 

1.避難所運営の基本方針 

 2.マニュアルの目的・構成及び使い方 

 3.各ステージ（初動期、展開期、安定期、撤収期）で実施すべき業務の全体像 

 4.各ステージ（初動期、展開期、安定期、撤収期）で実施すべき個々の業務 

 5.要配慮者への対応 

 6.女性への配慮 

 7.避難所のペット対策 

 8.大規模災害時の避難所の状況想定 

 9.関係機関の役割 

 10.様式 
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２ 町民等による指定避難所の運営体制の整備 

町は、町民に対し、町民による指定避難所の自主運営の考え方を周知し、災害時の円滑な

指定避難所自主運営体制の確立に努める。 

 

 

 

 

３ 指定避難所開設・運営訓練の実施 

町は、自主防災組織や住民等と協力し、避難所運営マニュアルに沿った指定避難所開設・

運営訓練を実施し、実際の災害に備える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 避難所としての学校施設利用計画の策定 

町は、指定避難所である学校施設について、地域住民の円滑な誘導や避難所となる学校施設

の効果的な活用のため、学校と連携し学校施設利用計画の策定に努める。また、作成した計画は

避難所運営マニュアルとも調整し、マニュアル内へ位置づけるよう努める。 

３ 住民等による指定避難所の運営体制の周知 

町は、住民等に対し、避難者等による指定避難所の自主運営の考え方を周知し、災害時の

円滑な指定避難所自主運営体制の確立に努める。 

また、避難所における正確な情報の伝達、食料・飲料水等の配付、清掃等については、防災士

ネットワーク、自主防災組織、避難所運営について専門性を有した外部支援者等の協力が得られ

るよう努める。 

４ 指定避難所開設・運営訓練の実施 

町は、自主防災組織や住民等と協力し、避難所運営マニュアル及び地域の災害リスクに基

づいた定期的な避難所開設・運営訓練を夜間等様々な条件に配慮し、居住地、職場、学校等にお

いてきめ細かく実施し、住民等の災害時の避難行動、基本的な防災用資機材の操作方法等の習

熟を図るものとする。また、新型コロナウイルス感染症を含む感染症の拡大のおそれがある状況下

での災害対応に備え、感染症対策に配慮した避難所開設・運営訓練を積極的に実施するものとす

る。 

５ 女性等の多様な視点の取り入れ、プライバシーの確保  

町は、住民等主体の避難所運営組織と連携し、避難所の設営や運営において、女性をはじめと

する多様な視点を幅広く取り入れて、誰もが最低限健康を維持できる環境づくりを目的とし、設備

面の改善や住民への意識啓発等の対応を進めるものとする。 

町は、全ての避難者が安心して過ごせるよう、避難所におけるプライバシーの確保のため、間仕

切りカーテン等を確保する。また、警察と連携し、盗難や性暴力等の犯罪抑止対策に努める。 

町は、指定緊急避難場所や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。 

６ 普及啓発 

町は、マニュアルの作成、訓練等を通じて、指定避難所の運営管理のために必要な知識等の普

及に努めるものとする。この際、住民等への普及に当たっては、住民等が主体的に指定避難所を

運営できるように配慮するよう努めるものとする。特に、夏季には熱中症の危険性が高まるため、

熱中症の予防や対処法に関する普及啓発に努めるものとする。 

７ 平常時の感染対策 

新型コロナウイルス感染症を含む感染症予防対策のため、あらかじめ指定避難所のレイアウト

や動線及び感染予防対策についてマニュアルを作成し、日頃から住民等に訓練を通して周知して

おくとともに、感染症患者が発生した場合の対応を含め、防災担当部局と保健福祉担当部局が連

携して、必要な措置を講じるよう努めるものとする。また、必要な場合には、国や独立行政法人等

が所有する研修施設、ホテル・旅館等の活用を含めて、可能な限り多くの避難所の開設に努めるも

のとする。 
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第６ 在宅被災者等への支援体制の整備 

町は、在宅被災者が食料・物資及び必要な情報や支援・サービスを確実に受け取ることの

できるような支援体制を整備する。 

 

第７ 避難所運営において具体的に定める事項 

１ 避難所の運営担当者割当等 

町は、大字・自治会や自主防災組織を活用し、区長・自治会長や防災士ネットワークを中

心に各種役員及び構成員とボランティアが協力し、次のように活動を前提に運営担当者の割

当等を行う。町は、大字・自治会や自主防災組織との連絡調整や介護施設・医療施設との連

絡調整、支援物資の調達配給、ボランティアの受入、情報収集と発信、避難所運営等広域的

な活動を行う。 

(例)担当役員一覧 （参考 別紙１） 

本部長       区長・自治会長・自主防災会長等 

副本部長      区長・自治会長、副会長等 

総合調整役     防災士ネットワーク等 

総務班長      各自治会より選任された者 

施設管理班長    自主防災会や大字・自治会より選任された者 

入所者管理班長   自主防災会や大字・自治会より選任された者 

情報班長      自主防災会や大字・自治会より選任された者 

食料物資班長    自主防災会や大字・自治会より選任された者 

保健衛生班長    自主防災会や大字・自治会より選任された者 

ボランテイア班長  自主防災会や大字・自治会より選任された者 

各居住組代表    自主防災会や大字・自治会より選任された者 

 

※ 同じ地域に避難所が複数ある場合は、それぞれに役員を配置し、副本部長を各避難地

の統括担当にする等弾力的に運用する。 

※ 役員は毎年、年度当初の定例会等で選任し、防災訓練等では組織や役割について確認

しておくようにする。 

２ 避難所管理運営方法 

(1) 運営本部設置 

設置場所 

運営本部の設置場所をあらかじめ定める。ただし、あらかじめ定めた場所が使用不能の場

合、本部長が下記事項を有する他の場所を選定する。 

ア 二次被害を受けない場所 

イ 本部役員が協議できる広さを有していること 

ウ 車両が通行できる道路に面していること 

エ 地域住民と容易に連絡がとれること 

オ 外部との連絡が容易にとれること 

第７ 在宅被災者等への支援体制の整備 

町は、在宅被災者が食料・物資及び必要な情報や支援・サービスを確実に受け取ることの

できるような支援体制を整備する。 

 

 

 

 

 

 

第８ 町における計画 

町は、地域防災計画の中であらかじめ次の事項を具体的に定めるものとする。 

１ 避難所の運営担当者割当等の避難所管理運営方法 

２ 避難者への給水、給食、日用必需品等の支給方法 

３ 避難所等での応急教育、保育施設の開設 

４ その他必要事項 

 

第９ 住民等自らが取り組むべきこと 

住民等は、いつ災害が起きても対応できるよう、施設管理者、周辺事業所なども含めて、避難所

運営組織を編成して避難所運営に係わる事項を協議するなど、事前対策に努める。 

町は、住民等の活動を全面的に推進、支援、協力を行う。 

 

 

 

 

 

 

削除 

 

 

 

 

別項からの移動 
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カ 地域住民がその場所を容易に確認ができること 

キ 火気の取り扱いが容易であること 

ク 避難所に近いこと 

(2) 各活動班の業務について（概要） 

ア 総 務 班・・・避難所記録、入居ルール調整等 

イ 施設管理班・・・危険箇所対応、防火、治安 

ウ 避難者管理班・・名簿管理、問い合わせの対応、郵便物取次ぎ、取材の対応等 

エ 情 報 班・・・避難所外情報収集、避難所外向け情報発信、避難所内向け情報発信 

オ 食料物資班・・・物資食料の調達、物資の管理・配給、食料管理・配給、炊き出し 

カ 保健衛生班・・・ゴミ、風呂、トイレ、掃除、衛星管理、ペット、医療・介護活動生

活用水管理 

キ ボランティア班・・ボランティアの受入管理 

※ これ以外にも必要な役割りを付け加えたり、規模に応じて統合する。 

(3) 居住組の編成 

運営本部は、各自主防災組織（大字・自治会）ごとに、各世帯を一つの単位とし居住組を

編成する。その場合 40 名ほどを一つの居住組の目安とし、各大字・自治会内にある班や組

等を最大限活用する。 

※ 観光客等、地域内に居住していない避難者は、まとめて居住組を編成する。 

これらの避難者はあまり、長く避難所にはとどまらないと考えられるので、地域の避難者

とは分けて考える。 

(4) 避難者名簿の作成 

ア 運営本部は、自主防災組織（大字・自治会）ごとに避難者名簿を作成する。 

イ 避難者名簿は、町及び運営本部が管理する。 

ウ 避難者名簿作成時には、緊急を要する要望も同時に調査する。（病院・養護施設等へ

の収容希望や薬品希望等） 

エ 避難者名簿は避難者把握、物資や食料の配給の基礎データとする。 

オ 町は、あらかじめ避難者に記入してもらう記入用紙を作成する。 

カ 避難者名簿記入項目は以下の事項を基本として作成する。 

(ｱ) 氏名（フリガナ） 

(ｲ) 性別 

(ｳ) 年齢 

(ｴ) 続柄（例：妻、子、父、母・・・） 

(ｵ) 被災以前の住所 

(ｶ) 緊急時の連絡先（住所・電話番号）連絡先は必ず連絡がとれるものを記入 

(ｷ) このほか、必要と思われる項目を必要に応じて付加 

キ 町は、避難者名簿作成時に、避難所生活に関する心得やルールを書いた用紙を配布し、

円滑な避難所運営の支援に努める。 

２ 避難住民への給水、給食、日用必需品等の支給方法 
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町は、避難住民等に必要な救援を的確に把握し、受給必要量、配分等に係る連絡調整を実

施する。 

特に食品、給水、医療等、当初から必要な物資、役務は迅速に状況等を連絡し、先行的な

確保に努める。 

このため、避難所ごとの避難住民等の人数、状況等の最新情報を常に把握できる体制を確

保する。 

３ 避難所での臨時教育、保育施設の開設 

(1) 応急教育 

町は、避難先都道府県又は県、避難先市町村等と、避難児童・生徒の応急教育に関する連

絡調整、要請を行う。 

また、避難教員等により、避難先市町村の実施する応急教育に協力する。 

(2) 応急保育 

町は、「(1) 応急教育」に準じて、保育所の開設及び応急保育に係る連絡調整等を実施

する。 

４ その他必要事項 

(1) 衛生環境 

町は、避難住民等の健康管理、避難所の衛生維持に注意し、避難先都道府県、県、避難先

市町村又は関係機関・団体等が実施する衛生業務について、避難住民等に係る情報提供、受

援に係る連絡調整及び要請等を行う。 

(2) 施設の設置、維持管理  

町は、避難所、臨時医療施設等の設置、維持管理等について、避難先都道府県、県、避難

先市町村又は関係機関・団体等に対し、情報の提供、連絡調整及び必要な要請等を行う。 

また町は、必要に応じ、避難先市町村の協力を得て、町役場仮庁舎等を設置・維持すると

ともに、その他の町有施設は、必要に応じ代替施設の確保等必要な対応を実施する。 

(3) 広報、広聴活動  

町は、避難所等に対する職員派遣、広報資料の作成、掲示、配付等により、避難住民等に

対して、生活関連情報、安否情報等の各種情報を提供する。 

また、広報、広聴活動について避難先都道府県、県又は避難先市町村等と連絡調整及び要

請等を行う。 

(4) 文化財の保護  

町は、搬出した町指定文化財等について、避難先都道府県、県又は避難先市町村の協力を

得て、適切な保管、管理に当たる。 

第３節 帰宅困難者対応計画 

第１ 帰宅困難者 

町は、災害発生時の通勤や通学、出張、買物、旅行等の理由等で、外出時に自力で帰宅が

困難となる人々に対し、関係防災機関と連携し、各種の対策を講ずる。 

第２ 想定される事態 

１ 駅・バスターミナルへの殺到 

第３節 帰宅困難者対応計画 

第１ 帰宅困難者 

町は、災害発生時の通勤や通学、出張、買物、旅行等の理由等で、外出時に交通機関の途

絶等により自力で帰宅が困難となる人々を帰宅困難者として受け入れる一時退避場所や一時

滞在施設の確保に努める。 
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外出中の災害発生時は、家族や自宅の状況が不明なことから安否の確認の問い合わせが殺

到する等混乱が予測される。 

特に、事業所、学校等に所属していない人々は、帰属する場所がないことにより駅・バス

ターミナルへ殺到する等、パニックの発生が予測される。 

２ 公共施設等への集中 

災害発生時は、一時的な休息並びに各種の情報収集を目的に、多くの人々が公共施設や大

規模民間施設に参集することが予測される。 

３ 安否確認電話等の集中 

災害発生後において、家族等の安否確認電話が集中し、通信機能の麻痺が発生し、混乱が

予想される。 

４ 帰宅行動等に伴う混乱 

災害発生時において、公共交通機関をはじめとする交通手段が停止することが予測され

る。このため、徒歩での帰宅行動に限定される等の事態から、帰路沿道での水、食料、救護

等の需要が発生するほか、帰宅経路での混乱が予想される。 

５ 水、食料、毛布等の需要の発生 

災害発生時は、災害発生当日に帰宅することが困難な者は、事業所等にとどまり事態の推

移をうかがう等の行動が予想される。このため、水、食料、毛布等の備蓄がない事業所等は、

物資の需要が多発することが予想される。 

第３ 帰宅困難者対策の推進 

１ 普及・啓発 

町は、災害発生時に徒歩での帰宅を強いられる場合を想定し、日ごろから周辺地域の防災

情報や避難施設の位置確認を行う等、個々の危機管理意識を啓発する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 事業所、学校等における対策の推進 

町は、事業所、学校等における水、食料、毛布等の備蓄の推進を啓発する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２ 普及啓発 

大規模水害や台風等の発生時に、大量の帰宅困難者が徒歩等により一斉帰宅を開始した場合

には、救急・救命活動、救助活動、消火活動、緊急輸送等緊急車両の通行の妨げになる可能性が

あり、応急活動に支障をきたすことが懸念されるとともに、帰宅困難者自身にも危険が及ぶ恐れが

ある。このため、町は、県や関西広域連合、 隣接市町村等と連携して、一斉帰宅の抑制を図るた

めに、、「むやみに移動を開始しない」という基本原則の周知徹底を図るとともに、各主体に対し以

下の内容の啓発を行うこととする。また町は、災害発生時に徒歩での帰宅を強いられる場合を想

定し、日ごろから周辺地域の防災情報や避難施設の位置確認を行う等、個々の危機管理意識

を啓発する。 

１ 住民等への普及啓発 

町は、住民等に対し、大規模水害や台風等の発生時には帰宅困難になる場合があること、日頃

からの備え、家族との安否確認方法や災害時帰宅支援ステーション（関西広域連合がコンビニエン

スストア、外食事業者等と締結した「災害時における帰宅困難者支援に関する協定」）について啓

発を行う。また、台風等の襲来に備えて交通事業者が行う「計画運休」について、利用者の安全確

保のために計画運休が行われることや、計画運休が行われる際には、状況によっては交通事業者

間の振替輸送が行われない場合もあること等について、町は、交通事業者等と連携し、社会的理

解の醸成に努める。 

２ 企業等への普及啓発 

町は、企業等に対して、従業員等の施設内待機や施設内待機のための食料、飲料水、毛布な
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３ 情報提供の体制づくり 

町は、開設した避難場所等に関する情報や、交通機関の運行状況や復旧予定に関する情報

を、駅や交番における張り紙や放送機関からの放送等により、迅速に情報提供できる体制を

整備する。 

４ 通勤・通学者の行動に関する指導 

町は、帰宅が困難となった者に対し、無理に帰宅せず勤務している各事業所又は各学校等

にとどまり、待機するよう指導する。 

また、企業が独自に定める災害時の行動指針にしたがって情報収集に当たる等、防災活動

の一翼を担いながら、帰宅する道路の啓開、復旧を待つよう指導する。 

５ 観光客の行動に関する指導 

旅行で町内を訪れているときに災害に遭遇して帰宅が困難となった人は、通常の住居同

様、近隣の避難所へ収容する。 

なお、通信や交通が安定したときは、帰宅するように指導する。 

ただし、避難所では、これらの人々に対し、可能な限り、一般住民と距離を置き、分散さ

せず一箇所に収容するよう配慮する。 

６ 外国人の行動に関する指導 

旅行者が、外国人である場合も、扱いは国内旅行者と同様であるが、言葉のコミュニケー

ションギャップから、孤立によるストレスが大きくなるため、国内旅行者以上に配慮した対

策を検討する。 

７ 道路走行中の車両運転者及び同乗者の一時避難 

町は、道路走行中の車両運転手や同乗者の一時的な避難を考慮し、大型駐車場を有する公

共的な施設への避難誘導と、その受入対策を講ずる。 

また、多数の駐車スペース確保が可能な施設事業者に対し、災害時緊急避難に関する協力

を求める。 

 

どの備蓄、施設の安全確認、防災訓練等にかかる計画を策定することを働きかける。 

その際、従業員の安否確認手段の確保や、出勤時間帯や帰宅時間帯に発災した場合など、発

災時間帯別の従業員の対応についても定めることを働きかける。 

また町は、事業所、学校等における水、食料、毛布等の備蓄の推進を啓発する。 

３ 集客施設や公共交通機関への普及啓発 

町は、集客施設や公共交通機関に対して、大規模水害や台風等の発生時における利用者の安

全確保計画の作成や、施設の安全確保対策の啓発を行う。 

 

第３ 帰宅困難者への支援対策 

１ 徒歩帰宅者への支援 

大規模災害発生時に、徒歩帰宅者が円滑に帰宅できるよう、出発地と目的地を入力するだけ

で、徒歩帰宅ルートの沿道にある災害時帰宅支援ステーション等をインターネット上の地図で確認

できる「関西広域連合帰宅困難者 NAVI（ナビ）」の活用について周知を図る。 

 

２ 一時退避場所や一時滞在施設の確保 

発生した滞留者を一時的に避難させるため、町は、オープンスペースや公園等の「一時退避場

所」の確保に努める。また、交通機関の運行停止等により帰宅できない状況が長引く場合に帰宅

困難者を受け入れるため、町は、所有・管理する施設を一時滞在施設として確保に努めるととも

に、民間事業者にも協力を求めるよう努める。 

また、交通機関の運行停止等により帰宅できない状況が長引き場合に帰宅困難者を受け入れ

るため、町は、所有・管理する施設を一時滞在施設として確保に努めるとともに民間事業者にも協

力を求めるよう努める。 

３ 情報提供の体制づくり 

町は、開設した避難場所や一時退避場所や一時滞在施設に等に関する情報や、交通機関の運

行状況や復旧予定に関する情報等を迅速に提供できるよう、ホームページや ＳＮＳ、緊急速報メ

ール等の活用や、関西広域連合、隣接府県・市町村、交通事業者をはじめとする民間企業、民間

団体、ＮＰＯ等の関係機関と連携した情報提供体制を整備する。その際、発災時は情報伝達手段

が限られることから、多様な情報伝達手段の確保に努めることとする。 

 

 

 

 

奈良県地域防災計画に

基づく追記 

 

 

奈良県地域防災計画に

基づく追記 

 

 

 

 

奈良県地域防災計画に

基づく追記 

 

 

 

 

 

 

 

奈良県地域防災計画に

基づく追記 

第４節 要配慮者の安全確保計画 

災害時要配慮者（以下「要配慮者」という。）とは災害時に特に配慮を必要とする者であ

り、一般的には、高齢者、障がい者、妊産婦、乳幼児、外国人等があげられる。中でも、災

害時に自ら避難することが困難であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支

援を要する者は「避難行動要支援者」（以下「要支援者」）とされ、基本法 49 条の 10 にお

いて、避難行動要支援者名簿（以下「名簿」という。）作成が義務づけられた。なお、平常

時には支援が必要でなくとも、被災による負傷や長期間の避難生活等により要支援者になり

うる点にも留意が必要である。町は、「奈良県災害時要支援者支援ガイドライン（第２版）」

等をもとに、町、町民及び自主防災組織と協力して、要支援者支援の体制を整備する。 

 

第４節 要配慮者の安全確保計画 

要配慮者とは、災害時に特に配慮を必要とする者であり、一般的には、高齢者、障がい者、

妊産婦、乳幼児、傷病者、内部障がい者、難病患者、外国人等があげられる。中でも、災害時

に自ら避難することが困難であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を

要する者は「避難行動要支援者」（この節において「要支援者」という。）とされ、避難行

動要支援者名簿（以下「要支援者名簿」という。）作成が義務づけられている。なお、日頃

には支援が必要でなくとも、被災による負傷や長期間の避難生活等により要配慮者になりう

る点にも留意が必要である。町は、「災害時要援護者避難支援のための手引き」等をもとに、

住民及び自主防災組織と協力して、要支援者支援の体制を整備する。   

 

 

 

奈良県地域防災計画に

基づく追記 

表現の修正 

 

 

奈良県地域防災計画に

基づく追記 
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第１ 基本的な考え方 

災害発生時において、「自分の命は自分で守る」という自助の意識が大切であるが、要支

援者は、情報の収集や避難行動を自ら行うことが困難な状況にあり、「自分たちの地域は自

分たちで守る」という共助の取組が不可欠である。 

こうしたことから、町と地域は、平常時より要支援者の情報を把握し、災害時に迅速かつ

効果的な避難活動に向けた対策を協働して講ずる。 

要配慮者は、発災前から避難後の生活までの段階に区分し、時間軸に沿って整理すると、

下図の（1）～（3）ように分類される。 

図表 避難行動と避難生活における避難行動要支援者支援（概念の整理） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：避難行動要支援者の避難支援に関する検討会報告書（平成 25 年 3 月）をもとに作成 
 

上記に示す要配慮者のうち、※要支援者は、発災前から、発災時の避難行動に支援が必要

な者として、避難支援、安否確認等、避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護する

措置を講ずるために、あらかじめその把握に努める。 

 

※ 要支援者 

要配慮者のうち、自ら避難することが困難な者であって、特に支援が必要な者 

第２ 要配慮者プラン全体計画の策定 

町は、要配慮者に係る全体的な考え方を整理し、本計画の下位計画として、全体計画を定

める。 

なお、本計画においては以下の事項を定める。 

 

 

 

 

 

 

第１ 基本的な考え方 

災害発生時において、「自分の命は自分で守る」という自助の意識が大切であるが、要支

援者は、情報の収集や避難行動を自ら行うことが困難な状況にあり、「自分たちの地域は自

分たちで守る」という共助の取組が不可欠である。 

こうしたことから、町と地域は、日頃から要支援者の情報を把握し、災害時に迅速かつ効

果的な避難活動に向けた対策を協働して講ずる。 

要配慮者は、発災前から避難後の生活までの段階に区分し、時間軸に沿って整理すると、

下図の（1）～（3）ように分類される。 

図表 避難行動と避難生活における要配慮者への支援（概念の整理） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：避難行動要支援者の避難支援に関する検討会報告書（平成 25 年 3 月）をもとに作成 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

第２ 地域防災計画への規定及び全体計画の策定 

町は、要支援者の避難支援等についての考え方を整理し、要支援者名簿及び個別避難計画に

係る作成・活用方針等整理するものとし、そのうち、下記の重要事項を地域防災計画に定めなけれ

ばならない。また、町は、作成した要支援者名簿及び個別避難計画に基づき、要支援者を適切に

誘導し、安否確認等を行うための措置について定めるものとする。 

１ 要支援者名簿の作成 

２ 避難支援等関係者となる者 

３ 要支援者名簿に掲載する者の範囲 

４ 要支援者名簿・個別避難計画作成に必要な個人情報及びその入手方法 

表現の修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現の修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

削除 

 

 

 

 

 

表現の修正 

奈良県地域防災計画に

基づく修正、追記及び

町の取り組みの反映 

 

 

 

 

 

要配慮者 

（2） 避難途中に障がい
等を負い、避難支援
が必要となった者 

（3） 避難後に避難所等
での生活に支援が
必要となった者 

発 災 前 

発 災 

避 難 避 難 所 

時 間 

要支援者  （1） 発災前から要介護状態や障がい等の理由により、発災
時の避難行動に支援が必要な者  

要配慮者 

（2） 避難途中に障がい
等を負い、避難支援
が必要となった者 

（3） 避難後に避難所等
での生活に支援が
必要となった者 

発 災 前 

発 災 

避 難 避 難 所 

時 間 

避難行動要支援者  （1） 発災前から要介護状態や障がい等の理由により、発災
時の避難行動に支援が必要な者  
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１ 名簿の作成（基本法第 49 条の 10 第１項） 

町長は、町に居住する要配慮者のうち、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある

場合に自ら避難することが困難である要支援者の把握に努める。 

また、要支援者避難の支援、安否の確認その他の要支援者の生命又は身体を災害から保護

するために必要な措置（以下「避難支援等」という。）を実施するために名簿を作成する。 

 

 

 

 

 

 

 

２ 避難支援等関係者となる者（基本法第 49 条の 11 第２項） 

災害時に、必要となる情報を的確に把握して、災害から自らを守るため、安全な場所への

避難する際に支援が必要な者を要支援者という。 

略 

(8) その他避難に当たって支援が必要な者 

 

 

 

 

 

 

３ 名簿に掲載する者の範囲（法第 49 条の 10） 

略 

(6) 要介護１～２を受けている独居の世帯で、名簿への記載を希望する者 

(7) 町、自治会長、民生委員が支援の必要を認める者で、かつ該当者の世帯の世帯主が

名簿への記載を希望する者 

(8) 外国人、妊婦、乳幼児等がいる世帯で、世帯主が名簿への記載を希望する者 

なお、名簿の更新については、毎年行う。 

略 

５ 要支援者名簿・個別避難計画の更新に関する事項 

６ 要支援者名簿・個別避難計画情報の提供に際し情報漏えいを防止するために町が求める措

置及び町が講ずる措置 

７ 要支援者が円滑に避難のための立退きを行うことができるための通知又は警告の配慮 

８ 避難支援等関係者の安全確保 

９ 個別避難計画作成の優先度の高い要支援者の範囲及び作成目標期間、作成の進め方   

 

第３ 要支援者名簿の整備 

１ 要支援者名簿の作成 

町は、災害時に迅速かつ効率的に避難誘導・安全確認等ができるよう、基本法で義務づけ

られた要支援者名簿を整備するため、福祉部局は防災部局と連携して、同法の規定に基づき

必要な情報を収集して名簿作成及び定期的更新を行う。また、名簿には避難行動要支援者に

関する次の事項を記載し、又は記録するものとする。 

(1) 氏名 

(2) 生年月日 

(3) 性別 

(4) 住所又は居所 

(5) 電話番号その他連絡先 

(6) 避難支援等を必要とする事由 

(7) 前各号に掲げたものの他、避難支援等の実施に関し町長が必要と認める事項 

２ 避難支援等関係者となる者 

日頃から、要支援者名簿を活用して声がけ等を通じて要支援者の見守り活動を行うこと

や、災害発生時等に要支援者の安否確認や情報提供、避難誘導等の実施に携わる関係者、

関係機関をいう。 

(1) 消防機関 

(2) 県警察 

(3) 民生・児童委員 

(4) 町社会福祉協議会 

(5) 自主防災会 

(6) 区・自治会 

３ 要支援者名簿に掲載する者の範囲 

略 

(6) その他、町長が特に必要と認め要支援者名簿へ登録を希望する者  

なお、名簿の更新については、毎年行う。 

略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項立て 

表現の修正  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内容の修正及び町の取

り組みに合わせた追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現の修正 

 

町の取り組みに合わせ

た修正及び削除 
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４ 名簿作成に必要な個人情報及びその入手方法（基本法第 49 条の 10 第１項、第４項） 

(1) 町は、要支援者の所在情報を、町が保有する高齢者等の福祉情報を整理し、基本とな

るリストを整理する。 

(2) 自主防災組織は、災害時に要配慮者の安否確認、救出、救護を迅速に行い支援をする

ために、要配慮者の情報収集を行う。 

(3) 自主防災組織は、要配慮者支援について周知し、該当する町民が自発的に手を上げる

よう呼びかける。 

(4) 支援を希望する者は、「登録カード」等に本人（又は家族）が記入し、町又は自主防

災組織へ提出する。 

(5) 町は、登録者本人の同意を得て、支援関係者に避難の為の情報を提供し、本人や家族

及び避難支援者を交えて、個別避難支援計画（以下「個別計画」という。）を策定する。 

(6) 町は、平常時の要援護状態にかかわらず、災害情報の収集や避難に不安を感じている

者が要配慮者登録されるよう、町民に名簿の周知に努める。 

(7) 難病患者に係る情報等、町で把握できていない情報については、県その他関係機関に

情報提供を求める。情報提供の依頼及び提供に際しては、法令に基づく依頼又は提供である

ことを、書面をもって通知する。 

５ 名簿の更新に関する事項（基本法第 49 条の 10 第２項） 

名簿の記載事項は、次の(1)から(7)の掲げる事項とする。 

(1) 氏名 

(2) 生年月日 

(3) 性別 

(4) 住所又は居所 

(5) 電話番号その他連絡先 

(6) 避難支援等を必要とする事由 

(7) 前各号に掲げたものの他、避難支援等の実施に関し町長が必要と認める事項 

６ 名簿情報の提供に際し情報漏えいを防止するために町が求める措置及び町が講ずる措

置（基本法第 49 条の 12、同第 49 条の 11 第３項） 

町は、名簿の保管に当たって、町において厳重に管理し、名簿情報の漏えいの防止のため

に必要な措置を講ずる。また、支援関係者に提供される情報は、要支援者本人の同意を必

須とし、プライバシー保護に配慮した具体実施方法を定める。 

７ 要支援者が円滑に避難のための立退きを行うことができるための通知又は警告の配慮

（基本法第 56 条第１項及び第２項） 

町長は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に、人命や身体を保護し、災害

の拡大を防止するため、特に必要があると認めるとき、避難のための立退きを指示する

ことができる。 

この場合に、町は要支援者が避難のための立ち退きが行うことができるよう、様々な情

報伝達手段講じて対処する。 

略 

４ 要支援者名簿・個別避難計画作成に必要な個人情報及びその入手方法 

(1) 町は、町が保有する障がい者等の福祉情報を整理し、基本となるリストを整理する。 

 

(2) 自主防災組織は、災害時に要配慮者の安否確認、救出、救護を迅速に行い支援をす

るために、要配慮者の情報収集を行う。  

(3) 自主防災組織は、要配慮者支援について周知し、該当する住民が自発的に手を上げ

るよう呼びかける。 

(4) 支援を希望する者は、避難行動要支援者名簿登録申請書兼名簿情報提供同意書に本

人（又は家族）が記入し、区・自治会又は自主防災組織を通じて町へ提出する。 

(5) 町は、登録者本人の同意を得て、支援関係者に避難の為の情報を提供し、本人や家

族及び避難支援者を交えて、個別避難計画を策定する。 

(6) 町は、日頃の要援護状態にかかわらず、災害情報の収集や避難に不安を感じている

者が要支援者登録されるよう、住民等に要支援者名簿の周知に努める。 

(7) 難病患者に係る情報等、町で把握できていない情報については、県その他関係機関

に情報提供を求める。情報提供の依頼及び提供に際しては、法令に基づく依頼又は提供で

あることを、書面をもって通知する。 

５ 要支援者名簿・個別避難計画の更新に関する事項 

要支援者名簿に記載し、又は記録された情報（以下「名簿情報」という。）の収集・更新に

あたっては、民生委員・児童委員・自治会役員・自主防災会などの地域住民等の協力を得て行

う場合も多いことから、地域コミュニティーの活性化を図るなど、要支援者が安心して地域住

民等に情報提供できる雰囲気づくりが大切である。 

 

 

 

 

６ 要支援者名簿・個別避難計画情報の提供に際し情報漏えいを防止するために町が求める

措置及び町が講ずる措置 

町は、要支援者名簿の保管に当たって、町において厳重に管理し、名簿情報の漏えいの

防止のために必要な措置を講ずる。また、支援関係者に提供される情報は、要支援者本

人の同意を必須とし、プライバシー保護に配慮した具体実施方法を定める。 

７ 要支援者が円滑に避難のための立退きを行うことができるための通知又は警告の配慮  

 

町長は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に、人命や身体を保護し、災害

の拡大を防止するため、特に必要があると認めるとき、避難のための立退きを 指示す

ることができる。 

この場合に、町は要支援者が避難のための立ち退きが行うことができるよう、様々な情

報伝達手段を講じて対処する。 

略 

表現の修正 
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８ 避難支援等関係者の安全確保（基本法第 50 条２項） 

避難支援等関係者本人又はその家族等の生命及び身体の安全を守ることが大前提である。 

町は、避難支援等関係者等が、地域の実情や災害の状況に応じて、可能な範囲で避難支援

等を行えるよう、避難支援等関係者の安全確保に十分に配慮して、支援に当たることを徹

底する。 

 

 

 

 

 

第３ 名簿情報の利用及び提供（基本法第 49 条の 11） 

略 

第４ 名簿情報を提供する場合における配慮（基本法第 49 条の 12） 

１ 名簿情報の漏えいの防止のために必要な措置 

略 

第５ 秘密保持義務（第 49 条の 13） 

以下の者は、正当な理由がなく、当該名簿情報に係る要支援者に関して知り得た秘密を漏ら

してはならない。 

略 

第６ 個別支援計画の作成「(仮称)広陵町災害時要配慮者避難支援プラン」 

災害時の避難支援等を実効性のあるものとするため、全体計画に加え、避難行動要支援者

名簿の作成に合わせて、平常時から、災害時要支援者の一人ひとりの状況を踏まえた個別支

援計画の作成を進めることが必要である。町は、地域の特性や事情を踏まえつつ、避難行動

要支援者本人と、避難支援者、避難所、避難方法など具体的な打合せを行いながら、個別支

援計画を作成する。 

そして、個別支援計画は、避難行動要支援者本人、その家族、避難所及び町役場の必要最

小限の関係部署のほか、避難支援者等要支援者本人が同意した者に配布する。 

また、その際には、誓約書等の提出により守秘義務を確保するほか、情報管理上の責任を

明確にし、情報の管理方法を確立するよう求める。 

なお、個別支援計画内容に変更が生じた場合は速やかな更新する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

８ 避難支援等関係者の安全確保 

避難支援等関係者本人及びその家族等の生命並びに身体の安全を守ることが大前提であ

る。 

町は、避難支援等関係者等が、地域の実情や災害の状況に応じて、可能な範囲で避難支

援等を行えるよう、避難支援等関係者の安全確保に十分に配慮して、支援に 当たるこ

とを徹底する。 

９ 個別避難計画作成の優先度の高い要支援者の範囲及び作成目標期間、作成の進め方 

個別避難計画作成の優先度の高い要支援者の範囲及び作成目標期間、作成の進め方につい

ては、第７個別避難計画の作成に整理する。  

 

第４ 要支援者名簿情報の利用及び提供 

略 

第５ 要支援者名簿情報を提供する場合における配慮  

１ 要支援者名簿情報の漏えいの防止のために必要な措置 

略 

第６ 秘密保持義務 

以下の者は、正当な理由がなく、名簿情報に係る要支援者に関して知り得た秘密を漏らして

はならない。 

略 

第７ 個別避難計画の作成 

災害時の避難支援等を実効性のあるものとするため、避難行動要支援者名簿の作成に合わ

せて、平常時から、災害の危険性等の地域の特性や事情、要支援者の一人ひとりの状況を踏

まえつつ、優先度の高い避難行動要支援者から、個別避難計画の作成を進めることが必要で

ある。 

町は、福祉部局と防災部局など関係部局の連携の下、福祉専門職、社会福祉協議会、民生委

員、地域住民等の避難支援等に携わる関係者と連携して、名簿情報に係る要支援者ごとに、作成

の同意を得て、要支援者本人と、避難支援者、避難所、避難方法など具体的な打合せを行い

ながら、個別避難計画を作成する。また、個別避難計画については、要支援者の状況の変化、

ハザードマップの見直しや更新、災害時の避難方法等の変更等を適切に反映したものとなるよう、

必要に応じて更新するとともに、庁舎の被災等の事態が生じた場合においても、計画の活用に支

障が生じないよう、個別避難計画情報の適切な管理に努めるものとする。そして、個別避難計画

は、要支援者本人、その家族、避難所及び町役場の必要最小限の関係部署のほか、避難支援

者等関係者に配布する。また、その際には、誓約書等の提出により守秘義務を確保するほか、

情報管理上の責任を明確にし、情報の管理方法を確立するよう求める。なお、個別避難支援

計画内容に変更が生じた場合は速やかに更新する。 

また、多様な主体の協力を得ながら、要支援者に対する情報伝達体制の整備、避難支援・安否

確認体制の整備、避難訓練の実施等を一層図り、国の「避難行動要支援者の避難行動支援に関

する取組指針」等に留意するとともに、個別避難計画情報の漏洩防止等必要な措置を講じるもの
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第７ 町、地域住民の役割分担 

町は、地域住民等と協力し、要支援者を含む要配慮者の生命・財産を守るため災害予防あ

るいは災害応急対策等の防災知識の普及を次により行う。 

１ 避難支援計画の策定 

町は、防災担当と福祉担当との連携の下、防災関係機関や福祉関係者と協力して要支援者

の避難支援の体制の整備、要支援者に関する情報の共有体制を構築するとともに、「（仮称）

広陵町災害時要配慮者避難支援プラン」の策定に努める。 

２ 要配慮者への防災知識の普及 

町は、町内各地域の災害予防、災害応急対策等の防災知識を普及し、地域に即した住民ネ

ットワ－クの構築や要支援者に適した方法・媒体等により防災知識の普及を行う。 

３ 避難行動 

町は、要支援者を含む要配慮者の避難支援対策を充実・強化するため、避難勧告及び避難

指示に加えて、一般町民を含めて、避難準備を呼びかける。 

特に、要支援者等に対しては、早めの段階で避難行動を開始することを求める避難準備（要

支援者避難）情報の伝達を行う。 

４ 緊急連絡体制の整備 

町は、名簿を作成するに当たり、町の関係部局で把握している要介護高齢者や障がい者等

の情報を集約するよう努める。 

また、地域ぐるみの協力のもとに、要支援者に対するきめ細かな緊急連絡体制の確立を図

る。 

町は、指定避難所や※福祉避難所の指定に当たっては、地域の実態に合わせ、利便性や安

全性を十分配慮するとともに、避難施設の周知にに努める。 

※ 福祉避難所 

既存の建物を活用し、一般の避難所では生活に支障をきたす人のケアや、要支援者に配慮

した設備等がある避難所である。なお、福祉避難所は、各避難所での避難生活及び保護が困

難な要配慮者の受入を行う二次避難所として開設する。 

５ 住民ネットワーク 

自主防災組織は、住民ネットワ－クを組織し、町が実施する災害予防あるいは災害応急対

策のための行事などへの参加援助・情報伝達など、要支援者を含む要配慮者への防災知識の

普及促進に努める。 

第８ 普及の方法 

町は、防災知識の普及について、要支援者を含む要配慮者の内容、程度及び地域の実態を

考慮し、おおむね次の方法により行う。 

１ 視覚機能に障がいのあるとき 

とする。なお、町は、個別避難計画が作成されていない要支援者についても、避難支援等が円滑

かつ迅速に実施されるよう、日頃から避難支援等に携わる関係者への情報提供、関係者間の事

前協議・調整その他の避難支援体制の整備など、必要な配慮をするものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第８ 地域における支援体制のネットワークづくり 

町は、事前に把握した要支援者の情報をもとに、安否確認や避難誘導、避難所での支援を円滑

に実施するため、自治会や自主防災組織、民生委員・児童委員、福祉サービス事業者等と連携を

図り、必要な支援体制の整備に努める。 
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(1) 音声情報による周知 

(2) 拡大文字による周知 

(3) その他、効果的な方法の併用による周知 

２ 聴覚機能に障がいのあるとき 

(1) 文字情報による周知 

(2) 映像による周知（テレビ、ビデオ、パソコンなど） 

(3) 手話による周知 

(4) その他、効果的な方法の併用による周知 

３ 日本語理解に障がいのあるとき 

(1) 外国語による周知 

(2) その他、効果的な方法の併用による周知 

４ 地理的理解に障がいがあるとき 

(1) 地図付き情報による周知 

(2) その他、効果的な方法の併用による周知 

第９ 平常時における状況把握 

町は、各災害の発生に際し、要支援者を含む要配慮者に対して火災通報の伝達、避難誘導、

応急救助などを迅速に実施するため、平常時からその状況把握に努める。その取扱いは、住

民のプライバシー保護の観点から慎重に行う。 

また、民生児童委員、ヘルパー、自主防災組織、大字・自治会、地域住民などとの協力体

制を整え、要支援者を含む要配慮者に係る状況把握に努める。 

第 10 災害時要援護者利用施設における防災 

１ 災害時要援護者利用施設を利用する者等の安全確保等 

ア  施設管理者は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に備え、防災体制、情

報の収集・伝達、利用者の避難誘導、 緊急に施設保護を必要とする者の一時的受入体制等

を定めた計画の作成に努めるものとする。ただし、水防法（昭和 24 年法律第 193 号）第 15

条第１項第４号ロの規定に基づき広陵町地域防災計画に位置付けされた施設にあっては、前

段に規定する計画を作成しなければならない。 

イ 施設管理者は、災害による公共交通機関の停止等により従業員が帰宅で 

きない場合にも備え、必要な食料、飲料水等の物資の備蓄を行うとともに、その場合にお

ける当該従業員の行動等の方針の策定に努めるものとする。 

２ 災害時要援護者利用施設の安全性の確保 

ア 施設管理者は、事業の用に供する建築物について、必要な耐震診断を行うよう努める

とともに、その結果に基づき耐震改 修等適切な措置を行うよう努めるものとする。 

イ 施設管理者は、地震が発生した場合に備え、設備の転倒及び落下、備品の散乱等を防

止するための対策並びに復電火災を生じさせないための対策を行うよう努めるものとする。 

３ 防災訓練等 

施設管理者は、施設に滞在する者若しくは来所する者及び従業員の安全の確保を目的 

とした防災訓練等の実施に努めるものとする。ただし、第 19 条第１項ただし書の施設に
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あっては、これを実施しなければならない。 

なお、防災訓練を実施する際には、事故の発生することのないように十分な事前準備を行

い、特に利用者（入所者）の安全性を確保した方法により行う。 

 

 

 

 

 

 

 

第９ 避難所における対策 

１ 福祉避難所の整備  

一般の避難所は階段や段差が多いこと、障がい者用のトイレがないことなど、必ずしも要支援者

に配慮したものになっていない場合が多く、また常時介護が必要な者にとっては、一般の避難所で

の生活は困難を強いられることが考えられる。このため、福祉避難所については、要配慮者が円滑

に利用できるようバリアフリー化された施設など、要配慮者の円滑な利用が確保された施設を選定

し、指定福祉避難所として指定するよう努めるものとし、指定する際は、受入れを想定しない避難者

が避難してくることがないよう、受入対象者を特定して公示するものとする。なお、町は本公示を活

用しつつ、福祉避難所で受け入れるべき要配慮者を事前に調整の上、個別避難計画等を作成し、

避難が必要となった際に要配慮者が福祉避難所へ直接避難できるよう努めるものとする。 

設置基準などは、「第２節 避難生活計画 第２ 福祉避難所」の項に記載する。 

※ 福祉避難所 

既存の建物を活用し、一般の避難所では生活に支障をきたす人のケアや、要支援者に配慮

した設備等がある避難所である。なお、福祉避難所は、各避難所での避難生活及び保護が困

難な要配慮者の受入を行う二次避難所として開設する。 

２ 指定避難所における外国人対策 

外国人が安心して避難所で過ごすことができるよう、災害に関する情報や食料・トイレ等避難生

活に関する基本的な情報について、多言語や「やさしい日本語」に対応した例文やピクトグラムによ

る案内板をあらかじめ作成し、自動翻訳機等の活用等を避難所運営マニュアル等に記載する。 

災害時に外国人が迅速に避難できるよう、町は、日頃から防災パンフレットやホームページ、ＳＮ

Ｓを活用し、多言語や「やさしい日本語」により、指定避難所の周知に努める。 

 

第 10 情報伝達手段の整備 

１ 様々な情報伝達手段の整備  

過去の災害においては、特に要支援者には災害時に情報が伝達されにくかったという状況があ

ったため、災害用伝言ダイヤル「１７１」、携帯電話による災害用伝言板サービスや遠隔手話通訳

サービスの活用を図るほか、情報提供の方法について、点字、録音、文字情報等の工夫を図る。 

また、日頃から、要支援者自身に緊急時に情報を知らせてもらえる人、安否を確認してくれる人

など、情報を得る手段を確保しておくよう周知し、平常時から要支援者に関わりのある当事者団体

や介護保険事業者等のネットワーク等の活用を含め、多様な伝達ルートを確保できるよう推進す

る。 

２ 外国人に対する情報提供 

外国人には日本語が十分には理解できない方や災害に不慣れな方が多いため、町は、日頃か

ら多言語や「やさしい日本語」による、防災パンフレットの作成・配布や、ホームページ、ＳＮＳ等での
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奈良県地域防災計画に

基づく追記 
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情報発信等を行い、災害に関する知識や、災害時に取るべき行動などの防災啓発に努める。外国

人は、災害時に情報弱者になりやすいため、多言語や「やさしい日本語」によるホームページ、ＳＮ

Ｓ等の様々な情報伝達手段を確保し、災害に関する情報や表示については「ピクトグラム(図記

号)」の活用も検討する。また、災害時に災害情報の通訳や翻訳の活動を行うことができるボランテ

ィア等の確保や養成に努め、ＮＰＯや民間機関などの協力を得て、連携しながら情報伝達を行う。 

第 11 防災訓練、教育の実施 

住民等に対し、要支援者の支援に関する知識や情報を周知するために、住民等、自主防災組

織、警察・消防・医療機関・障がい者団体や関係団体等と要支援者が参加した避難訓練や防災訓

練を行うよう推進する。また、専門家・支援団体・当事者本人を講師にして、障がいの特性に応じた

支援方法を住民等が習得できるよう推進する。さらに、可能であれば、地域の社会福祉施設等が

行う防災訓練に住民等や自主防災組織等が参加したり、災害時の相互応援協定を締結するなど、

地域での協力体制づくりを進めることも望まれる。また、多様な主体の協力を得ながら、要支援者

に対する情報伝達体制の整備、避難支援・安否確認体制の整備、避難訓練の実施等を一層図る

ものとする。その際、個別避難計画情報の漏えいの防止等必要な措置を講じるものとする。 

町は、個別避難計画が作成されていない要支援者についても、避難支援等が円滑かつ迅速に

実施されるよう、平常時から、避難支援等に携わる関係者への必要な情報の提供、関係者間の事

前の協議・調整その他の避難支援体制の整備など、必要な配慮をするものとする。 

 

第 12 要配慮者等向け生活用品・食料等の準備  

町において備蓄物資を検討する場合、食料品については、最近の食生活の向上と保存食の多

様化を踏まえ、乾パンなど画一的なものにならないよう、要支援者等に配慮した食料品の備蓄を検

討する。また、特に外国人などで、宗教上の理由などで食べられないものがある場合を想定し、備

蓄する食料に配慮する。 

現物備蓄が困難な場合は、民間企業等と協定を結ぶなどにして、調達体制の整備を図り、要支

援者をはじめとする全ての避難者に必要な生活用品等についても確保を図る。また、アレルギー対

応食や常備薬などの特殊ニーズについては、要配慮者にもできるだけ自分で備蓄するように求め

る。 

 

 

 

 

 

 

奈良県地域防災計画に

基づく修正、追記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

奈良県地域防災計画に

基づく追記 

第５節 住宅応急対策予防準備計画 

町は、県との連携のもとで、一般社団法人プレハブ建築協会や、災害時の被災建物に関す

る応援活動等に係る防災協定を締結した日本建築家協会との連携で、県産材を利用した応急

仮設住宅の供給など、迅速に応急住宅を提供できる体制の整備に努める。 

また、大規模災害時には広域的な観点に立った実質的な供給体制が構築できるよう、関係

機関との検討・調整に努める。 

 

第１ 応急仮設住宅の供給体制の整備 

町は、県と協力し、災害に対する安全性に配慮しつつ応急仮設住宅を設置できる用地を把

握し、一般社団法人プレハブ建築協会や、災害時の被災建物に関する応援活動等に係る防災

協定を締結した日本建築家協会と連携しつつ、災害時における応急仮設住宅の設置が円滑に

第５節 住宅応急対策予防準備計画 

町は、一般社団法人プレハブ建築協会や、災害時の被災建物に関する応援活動等に係る防

災協定を締結した日本建築家協会、及び快適で魅力的な災害に強い住環境等創出に資する公

民連携に関する包括連携協定を締結した大和ハウス工業株式会社奈良支社との連携で、県産

材を利用した応急仮設住宅の供給等、迅速に応急住宅を提供できる体制の整備に努める。さ

らに、大規模災害時には広域的な観点に立った実質的な供給体制が構築できるよう、関係機

関との検討・調整に努める。 

第１ 応急仮設住宅の供給体制の整備  

町は県と連携し、災害に対する安全性に配慮しつつ応急仮設住宅を設置できる用地を逐次

見直しの上把握し、一般社団法人プレハブ建築協会や、災害時の被災建物に関する応援活動

等に係る防災協定を締結した日本建築家協会、及び快適で魅力的な災害に強い住環境等創出

 

表現の修正 

 

 

 

 

 

 

表現の修正 
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実施できるよう体制の整備に努める。 

 

 

 

 

第２ 応急仮設住宅の設置 

略 

に資する公民連携に関する包括連携協定を締結した大和ハウス工業株式会社奈良支社と連

携しつつ、災害時における応急仮設住宅の円滑な設置に向けた体制の整備に努める。また町

は、被災状況等に応じて県の対策に従い、市町村を跨いだ避難者にも柔軟に対応できるよ

う、応急仮設住宅の設置可能戸数等の検討を行う。さらに、町は広域的な観点にたった実質

的な供給体制が構築できるよう、県及び関係機関との検討・調整に努める。 

第２ 応急仮設住宅の設置 

略 

町民などの防災活動の促進  

第６節 防災教育計画 

町は、災害発生時における被害の軽減を図るため、防災業務に従事する職員の防災知識の

向上及び技能の習得を図る。 

また、町民一人ひとりが日ごろから災害に対する正しい知識を身につけるため、防災知識

の普及と防災意識の高揚に努める。 

第１ 防災教育推進の基本的な考え方 

町は、災害を予防し、又はその拡大を防止するため、職員に対する防災教育、研修、訓練

を行う。また、町民に対する防災思想・知識の普及・啓発及び防災教育の推進により、防災

意識の高揚を図るため、以下の事項に配慮して防災知識の普及に努める。 

 

略 

第３ 普及・啓発を要する事項 

防災思想・知識の普及・啓発及び防災教育の推進を要する事項を以下に掲げる。 

略 

３ 災害の予防措置 

(1) 自助（備蓄）の心得 

(2) 防災の心得 

(3) 火災予防の心得 

(4) 台風襲来時の家庭の保全方法 

(5) 農作物の災害予防事前措置 

(6) 車両等の避難措置 

(7) その他 

 

４ 災害の応急措置 

略 

(4) 災害時の心得 

ア (家庭内、組織内の）連絡体制 

イ 気象情報の種別と対策 

ウ 避難時の心得 

エ 被災世帯の心得 

住民等の防災活動の促進  

第６節 防災教育計画 

町は、災害発生時における被害の軽減を図るため、防災業務に従事する職員の防災知識の

向上及び技能の習得を図る。また住民等一人ひとりが日頃から災害に対する正しい知識を身

につけるため、防災知識の普及と防災意識の高揚に努める。 

 

第１ 防災教育推進の基本的な考え方 

町は、災害を予防し、又はその拡大を防止するため、職員及び学校に対する防災教育、研

修、訓練を行う。また、住民等に対する防災意識の高揚を図るため、以下の事項に配慮して

防災知識の普及に努める。 

 

略 

第３ 普及・啓発を要する事項 

防災思想・知識の普及・啓発及び防災教育の推進を要する事項を以下に掲げる。 

略 

３ 災害の予防措置 

 

(1) 防災の心得 

(2) 火災予防の心得   

(3) 台風襲来時の家庭の保全方法 

(4) 農作物の災害予防事前措置 

(5) 車両等の避難措置 

(6) 地域における自主防災活動の心得 

(7) その他 

４ 災害の応急措置 

略 

(4) 災害時の心得 

ア 家庭備蓄対策 

イ (家庭内、組織内の）連絡体制 

ウ 気象情報の種別と対策 

エ 避難時の心得 

表現の修正 

 

 

表現の修正 

 

 

 

追記 

表現の修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

削除 

 

 

 

 

 

追記 

 

 

 

 

 

追記 
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略 

 

 

第４ 学校における防災教育 

１ 趣旨 

学校における防災教育は、「災害に適切に対応する能力の基礎を培う」ために、児童・生

徒等の発達段階を考慮して、関連する教科、総合的な学習の時間、特別活動等学校の教育活

動全体をとおした防災教育に努める。 

略 

【各校種毎の目標】 

(1) 幼稚園段階における目標 

安全に生活し、緊急時に教職員や保護者の指示に従い、落ち着いて素早く行動できるよう

に指導する。 

(2) 小学校段階における目標 

日常生活の様々な場面で発生する災害の危険を理解し、安全な行動ができるようにすると

ともに、他の人々の安全にも気配りができるように指導する。 

(3) 中学校段階における目標 

日常の備えや的確な判断のもと主体的に行動するとともに、地域の防災活動や、災害時の

助け合いの大切さを理解し、進んで活動できるように指導する。 

(4) 高等学校段階における目標 

略 

２ 防災教育の内容 

様々な災害発生時における危険について理解し、正しい備えと適切な行動がとれるように

するため、次に掲げる内容について、教育を行う。 

略 

(6) 災害に関する情報の活用や災害に対する備えについての理解 

(7) 地域の防災活動の理解と積極的な参加・協力 

(8) 災害時における心のケア 

３ 防災教育に関する指導計画の作成 

防災教育に関する指導計画は、防災教育を学校教育活動全体を通じて組織的、計画的に推

進するための基本計画である。 

防災教育の基本的な目標、各学年の指導の重点、項目ごとに整理する等全教職員の共通理

解を図って、防災教育に関する指導計画を作成する。 

防災教育に関する指導計画は、次に掲げる内容について配慮して作成する。 

 

 

【指導計画作成に当たっての配慮事項】 

略 

オ 被災世帯の心得 

カ 地域共助による救出及び支援等 

略 

第４ 学校における防災教育 

１ 趣旨 

学校における体系的かつ地域の災害リスクに基づいた防災教育は、「災害に適切に対応する

能力の基礎を培う」ために、児童・生徒等の発達段階を考慮して、関連する教科、総合的な

学習（探究）の時間、特別活動等学校の教育活動全体をとおした防災教育に努める。 

略 

【各校種毎の目標】 

(1) 幼稚園等の段階における目標 

安全に生活し、緊急時に教職員や保護者の指示に従い、落ち着いて素早く行動できるよう

に指導する。 

(2) 小学校の段階における目標 

日常生活の様々な場面で発生する災害の危険を理解し、安全な行動ができるようにすると

ともに、他の人々の安全にも気配りができるように指導する。 

(3) 中学校の段階における目標 

日頃の備えや的確な判断のもと主体的に行動するとともに、地域の防災活動や、災害時の

助け合いの大切さを理解し、進んで活動できるように指導する。 

(4) 高等学校の段階における目標 

略 

２ 防災教育の内容 

気候変動の影響も踏まえつつ、様々な災害発生時における危険について理解し、正しい備え

と適切な行動がとれるようにするため、次に掲げる内容について、教育を行う。 

略 

(6) ハザードマップ等災害に関する情報の活用や災害に対する備えについての理解 

(7) 地域の防災活動や災害時の支援活動への理解と積極的な参加・協力 

(8) 災害時における心のケア 

３ 防災教育に関する指導計画の作成 

防災教育に関する指導計画は、防災教育を学校教育活動全体を通じて組織的、計画的に推

進するための基本計画である。したがって、防災教育の基本的な目標、各学年の指導の重点各

教科、道徳、総合的な学習（探究）の時間、特別活動（学級〈ホームルーム〉活動及び学校行事）な

ど指導内容や指導の時期、配当時間数、安全管理との関連、地域の関係機関との連携などの概

要について明確にした上で、項目ごとに整理する等全教職員の共通理解を図って、防災教育に

関する指導計画を作成する。 

防災教育に関する指導計画は、次に掲げる内容について配慮して作成する。 

【指導計画作成に当たっての配慮事項】 

略 

 

 

 

 

 

 

 

奈良県地域防災計画に

基づく追記 
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(4) 避難訓練の計画の立案に当たっては、学校等の立地条件や校舎等健康物の構造等に

十分考慮し、火災、地震、水害等、多様な災害を想定する。 

略 

(8) 避難訓練の実施に際しては、町危機管理課、広陵消防署並びに香芝警察署と連携し

て、計画実施に努める。 

(9) 防災教育の授業の実施に当たっては、児童、生徒等が興味関心を持って積極的に学

習に取り組めるよう、国、県、他の自治体及び防災関係機関等で作成した指導資料や副読本、

視聴覚教材等を活用する。その際、コンピューターや情報ネットワークを活用する等指導方

法の多様化にも努める。 

略 

第５ 町民に対する防災教育 

町は、災害から、町民の生命、身体、財産を守るために、「自らの生命は自ら守る」こと

ができるよう、防災知識の普及・啓発活動を積極的に行うことで町民の防災意識の高揚を図

り、「個」（自助）のレベルからの防災体制整備を推進する。 

 

 

 

 

１ 普及の内容 

普及する知識は、町民の「個」（自助）のレベルからの防災体制の促進に役立つものであ

ることに留意する。 

(1) 町内の災害危険箇所（早朝の立ち退き避難が必要な区域など） 

(2) 過去の主な災害事例及びその教訓 

(3) 気象知識（特に近年の局地的大雨、竜巻等への対応） 

(4) 地域の指定緊急避難場所、指定避難所、避難経路、避難勧告等の発令基準、災害発

生のおそれがある場合に早めの避難行動など避難に関する知識 

(5) 家庭での災害予防や安全対策（浸水深、浸水継続時間等に応じた食料等の備蓄、非

常持ち出し品の準備等） 

(6) 災害発生時の行動（家族の安否確認、情報収集等）等 

(7)  ライフラインの途絶時の対策 

(8) 水害保険の加入など保険・共済等の加入など生活再建に向けた事前の備え 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 避難訓練の計画の立案に当たっては、学校等の立地条件や校舎等の構造等に十分 

考慮し、火災、地震、水害等、多様な災害を想定する。 

略 

(8) 避難訓練の実施に際しては、町災害対策所管課、広陵消防署並びに香芝警察署と

連携して、計画実施に努める。 

(9) 防災教育の授業の実施に当たっては、児童、生徒等が興味関心を持って積極的に学

習に取り組めるよう、国、県、他の自治体及び防災関係機関等で作成した指導資料や副読本、

視聴覚教材等を活用する。その際、ＩＣＴを活用する等指導方法の多様化にも努める。 

略 

 

第５ 住民等対する防災教育 

町は、災害から、住民等の生命、身体、財産を守るために、「自らの生命は自ら守る」こ

とができるよう、日頃から災害に対する正しい知識を身に着けておくいつ要がある。また、災害時

には、初期消火を行う、近隣の負傷者及び避難行動要支援者を助ける、避難場所や避難所で自ら

活動する、あるいは県や町等が行っている防災活動に協力するなど、防災への寄与に努めること

が求められる。 

そのため、町は防災知識の普及・啓発活動を積極的に行うことで住民等の防災意識の高揚

を図り、住民等の自助力の強化や災害に対する備えを進める。 

１ 普及の内容 

普及する知識は住民等の自助の促進に役立つものであることに留意する。 

(1) 町内の災害危険箇所（早朝の立ち退き避難が必要な区域など） 

(2) 過去の主な災害事例及びその教訓 

(3) 気象知識 

(4) 頻発化・激甚化 する災害環境における自助・共助の重要性 

(5) 自分自身を助ける一番の基本は自宅であり、災害時に、自宅で、家族で、自分たちが過ご

せる環境づくりを考えることが重要な自助の一つであること 

(6） 警報等発表時や緊急安全確保、避難指示、高齢者等避難の発令時にとるべき行動、避難

に関する情報の意味や早めの避難行動の重要性についての知識、広域避難の考え方 

(7） 避難行動への負担感、過去の被災経験等を基準にした災害に対する危険性の認識、正常

性バイアス等を克服し、避難行動を取るべきタイミングを逸することなく適切な行動をとること 

(8) 指定緊急避難場所、指定避難所、安全な親戚・知人宅や職場、ホテル・旅館等の避難場

所、避難経路等の確認 

(9) 最低３日間、推奨１週間分の食料、水、生活用品の備蓄等（アレルギー対応食や常備薬、

口腔ケア用品などを含む 

(10)非常持出品の準備、自動車へのこまめな満タン給油、負傷の防止や避難路の確保の観点

からの家具・ブロック塀等の転倒防止対策 

(11)飼い主による家庭動物との同行避難や指定避難所での飼養についての準備 

(12)様々な条件下（家屋内、路上、自動車運転中等）で災害時にとるべき行動、避難場所や避

 

 

表現の修正 
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２ 普及の方法 

略 

 

 

 

 

 

 

第８ 事業所の責務 

町は、施設利用者や従業員の安全確保、経済活動の維持、地域住民への貢献度等、事業所

が災害時に果たす役割を十分に認識し、防災活動を推進するための教育活動を推奨する。 

略 

難所での行動 

(13)災害時の家族内の連絡体制等（連絡方法や避難ルールの取決め等）についてあらかじめ

決めておくこと 

(14)ライフラインの途絶時の対策 

(15)水害保険等の加入など保険・共済等の加入など生活再建に向けた事前の備え 

(16)家屋が被災した際に、片付けや修理の前に、家屋の内外の写真を撮影するなど、生活の

再建に資する行動 

２ 普及の方法 

略 

(5) 災害リスクの現地表示 

(6) 避難訓練（特に水害・土砂災害等のリスクがある学校） 等 

略 

第８ 災害教訓の伝承  

町は、過去に発生した災害の教訓を後世に伝えるために、当該災害に係る資料を収集・保存し、

広く一般に閲覧できるよう公開に努める。 

第９ 事業所の責務 

町は、施設利用者や従業員の安全確保、経済活動の維持、地域住民等への貢献度等、事業

所が災害時に果たす役割を十分に認識し、防災活動を推進するための教育活動を推奨する。 

略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

奈良県地域防災計画に

基づく追記 

 

奈良県地域防災計画に

基づく追記 

 

番号の更新 

表現の修正 

第７節 防災訓練計画 

略 

第２ 総合的な防災訓練 

略 

２ 各地域での防災訓練 

町は、防災士ネットワークと協働して、小学校区毎で自主防災組織が中心となる「町民参

加型」訓練を、実施又は支援する。 

 

「町民参加型」訓練は、要支援者の参加を含めた多くの町民の参加が得られるよう配慮し、

以下のような訓練を実施する。 

(1) 安全な避難ルートの確認等のための避難訓練（要支援者の避難支援訓練を含む） 

(2) 避難所開設・運営訓練（要支援者の避難所でのニーズや､被災時の男女のニーズの違い

等に配慮） 

(3) 安否確認訓練（例：平常時から各地区において、災害時の集合場所を決めておき、全

員の安否を確認した上で避難所に集団避難し、町に報告する など） 

(4) 情報収集・伝達訓練（例：避難勧告等が発令された場合の情報収集手段、伝達経路を

確認する など） 

(5) 避難勧告・指示等の避難情報の持つ意味等に防災知識を得るための研修会等 

略 

第７節 防災訓練計画 

略 

第２ 総合的な防災訓練 

略 

２ 各地域での防災訓練 

町は、防災士ネットワークと協働して、小学校区毎で自主防災組織が中心となる「住民参

加型」訓練を、実施又は支援する。訓練を通じて、地区防災計画の必要性を認識させるとともに、

計画策定を奨励するよう努める。 

「住民参加型」訓練は、要配慮者の参加を含めた多くの住民の参加が得られるよう配慮し、

以下のような訓練を実施する。 

(1) 安全な避難ルートの確認等の避難訓練（要配慮者の避難支援訓練を含む） 

(2) 避難所開設・運営訓練（要配慮者の避難所でのニーズや､被災時の男女のニーズの違

い等に配慮） 

(3) 安否確認訓練（例：日頃から各地区において全世帯の安否確認方法を決めておき、全

世帯の安否を確認した上で町に報告する 等） 

(4) 情報収集・伝達訓練（例：避難指示等が発令された場合の情報収集手段、伝達経路を

確認する 等） 

(5) 避難指示等の避難情報の持つ意味等に防災知識を得るための研修会等 

略 

 

 

 

 

 

 

奈良県地域防災計画に

基づく追記 
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第４ 住民の訓練 

１ 町 

町は、災害時に住民組織が適切に行動できるよう、自主防災組織を中心とした救出救護、消

火、避難等の訓練を適宜実施する。その際、自力避難が困難な高齢者や障がい者等の要支援

者の救助を考慮する。 

２ その他機関等の訓練 

学校、病院、駅、工場、事務所、興行場、百貨店、スーパー、宿泊施設等の諸施設における

消防法で定められた防火管理者はその定める消防計画に基づき、避難訓練等を定期的に実施

し、実効性のある消防計画及び自衛消防体制の確保等を促す。 

また、地域が実施する防災訓練に積極的に参加、協力を行うよう要請する。  

第４ 住民等の訓練 

１ 町 

町は、災害時に住民組織が適切に行動できるよう、自主防災組織を中心とした救出救護、

消火、避難等の訓練を適宜実施する。その際、自力避難が困難な高齢者や障がい者等の要配

慮者の救助を考慮する。 

２ その他機関等の訓練 

学校、病院、駅、工場、事務所、興行場、百貨店、スーパー、宿泊施設等の諸施設にお

ける消防法で定められた防火管理者は、その定める消防計画に基づき避難訓練等を定期的

に実施し、実効性のある消防計画及び自衛消防体制の確保等を促す。 

また、地域が実施する防災訓練に積極的に参加、協力を行うよう努める。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現の修正 

第８節 自主防災組織の育成等に関する計画 

略 

第１ 地域住民等の自主防災組織 

１ 実施機関等 

(1) 町長 

町長は、基本法第５条第２項の規定に基づき、自主防災組織の充実を図り、町における地

域防災住民活動の推進に努める。 

(2) 町民 

町民は、自助予防活動として、災害に備えるための手段を講ずるとともに、自主防災組織

等の活動へ積極的に参加し、地域防災力向上に努める。 

２ 自主防災組織の活動 

略 

○ 民生委員 

略 

○ 医療機関祉施設 

略 

(1) 平常時の活動内容 

ア 地震、風水害ほか各種災害に対する防災の知識の普及や啓発 

例：防災新聞による避難勧告等の避難情報のもつ意味の普及、災害時行動マニュアルの作

成、言い伝えや警戒碑等が示す過去の災害の伝承 等 

略 

ウ 地域における消防水利の確認 

例：消火栓の位置確認と保守点検、井戸・ため池・川等の把握と現状確認 等 

略 

カ 要支援者の把握 

例：要支援者とそれを支援する人の名簿やマップの作成 等 

略 

(2) 災害発生時の活動内容 

第８節 自主防災組織の育成等に関する計画 

略 

第１ 地域住民等の自主防災組織 

１ 実施機関等 

(1) 町長 

町長は、基本法第５条第２項の規定に基づき、自主防災組織の充実を図り、町における地

域防災活動の推進に努める。 

(2) 住民等 

住民等は、予防活動として、災害に備えるための手段を講ずるとともに、自主防災組織等

の活動へ積極的に参加し、地域防災力向上に努める。 

２ 自主防災組織の活動 

略 

○ 民生・児童委員 

 略 

○ 医療機関福祉施設 

略 

(1) 平常時の活動内容 

ア 地震、風水害ほか各種災害に対する防災の知識の普及や啓発 

例：防災新聞による避難指示等の避難情報のもつ意味の普及、災害時行動マニュアルの作

成、言い伝えや警戒碑等が示す過去の災害の伝承 等 

略 

ウ 地域における消防水利の確認 

例：消火栓の位置確認と、井戸・ため池・水路等の把握と現状確認 等 

略 

カ 要配慮者の把握 

例：要配慮者とそれを支援する人の名簿やマップの作成 等 

略 

(2) 災害発生時の活動内容 

 

 

 

 

 

表現の修正 

 

 

 

 

 

 

表現の修正 

 

修正 

 

 

 

災害対策基本法改正に

伴う修正 

 

 

表現の修正 
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ア 出火防止と初期消火による延焼の阻止 

イ 負傷者の救出・救助、応急手当、医療救護施設・救護所への搬送 

ウ 地域住民の安否確認 

略 

第２ 自主防災組織の規約・防災計画等 

自主防災組織は、その活動がより効率的に行われるよう、防災関係機関と協議の上、規約、

防災計画、中長期の活動目標を定めるよう努める。 

略 

第３ 育成強化対策 

町は、奈良県広域消防組合消防本部と連携し、自主防災組織率を高めるため、その育成を

促進するとともに、指導を行い活動の活性化を図る。 

１ 町・奈良県広域消防組合消防本部の育成強化対策 

略 

(1) 自主防災組織率向上対策計画の策定 

(2) 啓発資料の作成 

(3) 講演会、講習会、研修会等の実施 

(4) 活動拠点施設の整備 

(5) 情報の提供 

(6) 各コミュニティへの個別指導・助言 

(7) 防災訓練の指導、支援等 

 

略 

 

第５ 地区防災計画 

１ 目的 

地区防災計画は、コミュニティレベルでの防災活動を推進し、町による防災活動と地区居

住者等による防災活動を連携させ、地域防災力の向上を図るものである。 

町の防災活動と地区居住者等による防災活動が、効果的に連携したものとするために、本

計画において、その考え方を定める。 

２ 地区防災計画に基づく防災活動の主体及び防災活動の対象範囲 

地区防災計画に基づいて防災活動を行う防災活動の主体やその対象範囲については、各地

区の特性に応じて、従来の自主防災組織を構成する自治会単位での作成を前提とする。また、

必要に応じ町内の事業者、小、中学校等多数の人が利用する施設管理組織等を想定する。 

なお、地区防災計画に基づく防災活動が地区居住者等によって主体的かつ継続的に実施さ

れることが重要なことから、以下の事項に留意して地区防災計画を策定する。 

(1) 地区居住者等が計画作成当初の段階からの参加 

(2) 地区居住者等の参加意識の醸成 

(3) 地区居住者等と十分な連携のもと、町防災計画と地区防災計画の整合 

ア 出火防止と初期消火による延焼の阻止 

イ 負傷者の救出・救助、応急手当、医療救護施設・救護所への搬送 

ウ 地域住民等の安否確認 

略 

第２ 自主防災組織の規約・防災計画等 

自主防災組織は、その活動がより効率的に行われるよう、町や防災関係機関と協議の上、

規約、防災計画、中長期の活動目標を定めるよう努める。 

略 

第３ 育成強化対策 

町は、奈良県広域消防組合消防本部と連携し、自主防災組織の育成を促進するとともに、

指導を行い活動の活性化を図る。 

１ 町・奈良県広域消防組合消防本部の育成強化対策 

略 

(1) 啓発資料の作成 

(2) 講演会、講習会、研修会等の実施 

(3) 活動拠点施設の整備、防災資機材の整備に関する支援 

(4) 情報の提供  

(5) 各コミュニティへの個別指導・助言  

(6) 防災訓練の指導、支援等  

(7) 自主防災組織連絡協議会への後方支援（相互に情報交換できるしくみづくり）  

略 

第５ 地区防災計画 

１ 目的 

地区防災計画は、コミュニティレベルでの防災活動を推進し、町による防災活動と地域住

民等による防災活動を連携させ、地域防災力の向上を図るものである。 

町の防災活動と地域住民等による防災活動が、効果的に連携したものとするために、本計

画において、その考え方を定める。 

２ 地区防災計画に基づく防災活動の主体及び防災活動の対象範囲 

地区防災計画に基づいて防災活動を行う防災活動の主体やその対象範囲については、各地

区の特性に応じて、小学校区単位での作成を前提とする。また、必要に応じ町内の事業者、

小、中学校等多数の人が利用する施設管理組織等を想定する。なお、地区防災計画に基づく

防災活動が地域住民等によって主体的かつ継続的に実施されることが重要なことから、以下

の事項に留意して地区防災計画を策定する。 

(1) 地域住民等が計画作成当初の段階からの参加 

(2) 地域住民等の参加意識の醸成 

(3) 地域住民等と十分な連携のもと、町防災計画と地区防災計画の整合 

(4) 地域住民等の意見を広く取り入れ、主体的かつ継続的な地域防災力の向上に向けた

取組 

 

 

 

 

 

追加 

 

 

 

表現の修正 

 

 

 

 

奈良県地域防災計画に

基づく追記 

 

奈良県地域防災計画に

基づく追記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現状の取り組みに合わ

せた修正 
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(4) 地区居住者等の意見を広く取り入れ、主体的かつ継続的な地域防災力の向上に向け

た取組 

 

３ 地区防災計画の見直し 

地区防災計画の見直しは、当該地区防災計画に係る地区居住者等が主体的に継続的な見直

しを行う。町防災会議においては、当該見直しの内容が実体を伴った実効性のあるものにな

っているか等の観点から、十分考慮の上、適切な対応を行う。 

また、町は、町地域防災計画見直し等による検討を加える際に、地区の特性、地区防災計

画の運用状況等を踏まえ、地区防災計画の見直しを行うことについて、地区居住者等に働き

掛けを行う。 

４ 地区防災計画に基づく防災活動に対する支援 

町は、地区防災計画に基づく当該地区居住者等による防災活動が、地区居住者等の主体性

を損なうことなく、実効性のあるものとなるよう適切な支援に努める。 

５ 地区防災計画に関する計画提案 

(1) 計画提案の手続（基本法第 42 条の２第１項・第２項、基本法施行規則第１条関係） 

ア 計画提案 

地区居住者は、共同して、町防災会議に対し、町地域防災計画に地区防災計画を定めるこ

とを提案する。 

計画提案の手続は以下のような場合が考えられる。 

なお、当該自主防災組織等のメンバーは、計画に基づき、実際に防災活動を実施できる体

制にあることが必要である。 

(ｱ) 実際に防災活動を行う地区居住者等が共同して計画提案を行う場合 

(ｲ) 自主防災組織との役員等が、共同して、当該地区の計画提案を行う場合 

イ 計画提案を行うことができる者であることを証する書類の提出 

共同して計画提案を行おうとする者は、その全員の氏名及び住所（法人にあっては、その

名称及び主たる事務所の所在地）を記載した提案書に、地区防災計画の素案及び計画提案を

行うことができる者であることを証する書類を添えて、町防災会議に提出しなければならな

い。（基本法施行規則第１条） 

なお、「計画提案を行うことができる者であることを証する書類」とは、地区居住者等で

あることを証する書類であり、具体的には、居住者であれば住民票等、事業者であれば法人

の登記事項証明書等とする。 

(2) 計画提案がなされた場合の町防災会議の判断基準（基本法第 42 条の２第３項） 

計画提案がなされた場合、町防災会議においては、当該計画提案を踏まえて、町地域防災

計画に地区防災計画を定める必要があるか否かを判断する。 

計画提案においては、地区居住者等が提案主体となるが、計画策定の趣旨は目的本節 第

５ １ 目的に示すとおりである。 

町防災会議は、この目的を踏まえて、当該計画提案で示された地区居住者等の自発的な防

災活動の内容を最大限尊重し、当該地区に係る地区防災計画を定める。 

 

 

３ 地区防災計画の見直し 

地区防災計画の見直しは、当該地区防災計画に係る地域住民等が主体的に継続的な見直し

を行う。町防災会議においては、当該見直しの内容が実体を伴った実効性のあるものになっ

ているか等の観点から、十分考慮の上、適切な対応を行う。 

町は、町地域防災計画見直し等による検討を加える際に、地区の特性、地区防災計画の運

用状況等を踏まえ、地区防災計画の見直しを行うことについて、地域住民等に働き掛けを行

う。 

４ 地区防災計画に基づく防災活動に対する支援 

町は、地区防災計画に基づく当該地域住民等による防災活動が、地域住民等の主体性を損

なうことなく、実効性のあるものとなるよう適切な支援に努める。 

５ 地区防災計画に関する計画提案 

(1) 計画提案の手続（基本法第 42 条の２第１項・第２項、基本法施行規則第１条関係） 

ア 計画提案 

地域住民等は、共同して、町防災会議に対し、町地域防災計画に地区防災 計画を定める

ことを提案する。 

計画提案の手続は以下のような場合が考えられる。なお、当該自主防災組織等のメンバー

は、計画に基づき、実際に防災活動を実施できる体制にあることが必要である。 

(ｱ) 実際に防災活動を行う地域住民等が共同して計画提案を行う場合 

(ｲ) 自主防災組織との役員等が、共同して当該地区の計画提案を行う場合 

イ 計画提案を行うことができる者であることを証する書類の提出 

共同して計画提案を行おうとする者は、その全員の氏名及び住所（法人にあっては、その

名称及び主たる事務所の所在地）を記載した提案書に、地区防災計画の素案及び計画提案を

行うことができる者であることを証する書類を添えて、町防災会議に提出しなければならな

い。（基本法施行規則第１条）なお、「計画提案を行うことができる者であることを証する

書類」とは、地域住民等であることを証する書類であり、具体的には、居住者であれば住民

票等、事業者であれば法人の登記事項証明書等とする。 

(2) 計画提案がなされた場合の町防災会議の判断基準（基本法第 42 条の２第３項） 

計画提案がなされた場合、町防災会議においては、当該計画提案を踏まえて、町地域防災

計画に地区防災計画を定める必要があるか否かを判断する。 

計画提案においては、地域住民等が提案主体となるが、計画策定の趣旨は目的本節第５ 

目的に示すとおりである。 

町防災会議は、この目的を踏まえて、当該計画提案で示された地域住民等の自発的な防災

活動の内容を最大限尊重し、当該地区に係る地区防災計画を定める。 

ただし、原則として、極めて対象範囲が限定された防災計画や、防災活動の内容が地域防

災計画の内容にそぐわない計画等については、町地域防災計画に定めるに必要がないと判断

する。また町は、地域住民等による計画提案に係る地区防災計画素案作成等の支援に努め
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ただし、原則として、極めて対象範囲が限定された防災計画や、防災活動の内容が地域防

災計画の内容にそぐわない計画等については、町地域防災計画に定めるに必要がないと判断

する。 

また町は、地区居住者等による計画提案に係る地区防災計画素案作成等の支援に努める。 

６ 地域防災力の充実強化 

(1) 町は、地域防災計画が定めた地区について、地区居住者等の参加の下、地域防災力

を充実強化するための具体的な事業に関する計画を定める。（消防団を中核とした地域防災

力の充実強化に関する法律第７条第２項） 

(2) 地区防災計画が定められた地区の地区居住者等は、町に対し、当該地区の実情を踏

まえて前項に規定する具体的な事業に関する計画の内容の決定又は変更を提案することが

できる。（消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律第７条第３項） 

る。 

 

 

６ 地域防災力の充実強化 

(1) 町は、地域防災計画が定めた地区について、地域住民等の参加の下、地域防災 

力を充実強化するための具体的な事業に関する計画を定める。（消防団を中核とした地域

防災力の充実強化に関する法律第７条第２項） 

(2) 地区防災計画が定められた地区の地域住民等は、町に対し、当該地区の実情を 

踏まえて前項に規定する具体的な事業に関する計画の内容の決定又は変更を提案 する

ことができる。（消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律第７条第３項） 

７ 個別避難計画との整合 

町は、地区防災計画が定められている地区において、個別避難計画を作成する場合は、地区防

災計画との整合が図られるよう努めるものとする。また、訓練等により、両計画の一体的な運用が

図られるよう努めるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災基本計画及び奈良

県地域防災計画に基づ

く追記 

第９節 企業防災の促進に関する計画 

略 

第１ 企業・事業所の役割 

１ 災害時に果たす役割 

事業所等は、災害時に果たすべき役割として以下の事項を踏まえ、防災活動の推進に努め

る。 

 

 

 

 

 

略 

２ 平常時の対策 

事業者等は、災害への備えとして、以下の事項を踏まえ平常時からの防災体制を構築し、

防止対策等を講ずる。 

略 

 

 

 

 

 

 

また事業者等は、これらの事項を踏まえ、事業所等は、災害時に重要業務を継続するため

の事業継続計画（ＢＣＰ）を策定・運用するよう努める。 

第９節 企業防災の促進に関する計画 

略 

第１ 企業・事業所の役割 

１ 災害時に果たす役割 

事業所等は、災害時に果たすべき役割として以下の事項を十分に認識し、自らの自然災害リ

スクを把握するとともに、リスクに応じた、リスクコントロールとリスクファイナンスの組み合わせによ

るリスクマネジメントの実施に努める。 

災害応急対策または災害復旧に必要な物資もしくは資材または役務の提供を業とする事業者

等（例：スーパーマーケット、コンビニエンスストア、飲食料品メーカー、医薬品メーカー、旅客（運送）

事業者、建設業者等）は、災害時においてもこれらの事業活動を継続的に実施するとともに、当該

事業活動に関し、町が実施する防災に関する施策に協力するように努める。 

略 

２ 平常時の対策 

事業者等は、災害への備えとして、以下の事項を踏まえ日頃からの防災体制を構築し、防

止対策等を講じ、企業防災力の向上に努める。 

略 

(8) 従業員の防災意識の高揚 

(9) 企業防災力の向上 

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、また、避難を実施する場合における混雑・混乱等を防ぐため、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。 

また事業者等は、これらの事項を踏まえ、災害時に重要業務を継続するための事

業継続計画（ＢＣＰ）又は事業継続力強化計画を策定・運用するよう努める。 

 

 

 

 

奈良県地域防災計画に

基づく追記 

 

 

 

 

 

 

 

奈良県地域防災計画に

基づく追記 

 

奈良県地域防災計画に

基づく追記 

防災基本計画及び奈良

県地域防災計画に基づ

く追記 

 

奈良県地域防災計画に

基づく追記 
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第２ 町の役割 

町は、県と協力して地域経済への影響を最小限にとどめるため、事業所等が被災後、速や

かに事業を再開できるよう事業継続計画（ＢＣＰ）策定に必要な情報提供を行う等、危機管

理体制の整備が図られるよう普及・啓発活動等を行う。 

また、事業著等を地域コミュニティの一員としてとらえ、地域の防災訓練等への積極的参

加の呼びかけ、防災に関するアドバイスを行う。 

 

 

第３ 商工会等の役割 

商工会は、事業継続計画（ＢＣＰ）策定促進のための情報提供や相談体制の整備等により、

会員・組合員等に対し、企業防災の重要性や事業継続計画の必要性を啓発する。また、会員・

組合員等に対し、行政等と連携をとり、支援策等情報の周知に努める。 

 

 

 

【事業継続力強化計画】 

中小企業・小規模事業者が、自然災害等による事業活動への影響を軽減することを目指し、

事業活動の継続に向けた取組を計画するもの。経済産業大臣による事業継続力強化計画認定

制度が設けられ、認定を受けた中小企業・小規模事業者に対する税制優遇などの支援策を実

施。 

 

事業継続計画（ＢＣＰ）等を策定した事業所等は、定期的に訓練等も実施し、内容の評価検証と

見直しを行う。なお、防災対策の実施にあたっては、事業継続計画（ＢＣＰ）等の策定だけでなく、被

災従業員への支援も含む防災計画を作成することが望ましい。 

第２ 町の役割 

町は、県と協力して地域経済への影響を最小限にとどめるため、事業所等が被災後、速や

かに事業を再開できるよう事業継続計画（ＢＣＰ）策定に必要な情報提供を行う等、危機管

理体制の整備が図られるよう普及・啓発活動等を行う。 

また、事業著等を地域コミュニティの一員としてとらえ、地域の防災訓練等への積極的参

加の呼びかけ、防災に関するアドバイスを行う。さらに、中小企業等による事業継続力強化計

画に基づく取組等の防災・減災対策の普及を促進するため、商工会等と連携して、事業継続力強

化支援計画の策定に努める。 

第３ 商工会等の役割 

商工会は、事業継続計画（ＢＣＰ）策定促進のための情報提供や相談体制の整備等により、

会員・組合員等に対し、企業防災の重要性や事業継続計画の必要性を啓発する。 

また、会員・組合員等に対し、行政等と連携をとり、支援策等情報の周知に努める。 

さらに、商工会等は、中小企業等による事業継続力強化計画に基づく取組等の防災・減災対策

の普及を促進するため、市町村と連携して、事業継続力強化支援計画の策定に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

奈良県地域防災計画に

基づく追記 

 

 

 

 

 

 

奈良県地域防災計画に

基づく追記 

 

 

 

 

 

 

奈良県地域防災計画に

基づく追記 

第 10 節 消防団による地域防災体制の充実強化計画 

消防団は、地域住民を中心とした組織として、他の組織と連携しながら地域の安全確保に

努める。また、消防団員数を確保することにより防災力、消防力の強化を図る。 

第１ 消防団の役割 

消防団は、地域住民を中心とした組織として、幅広い防災力と地域コミュニティ力により

地域防災力を強化し、地域の被害軽減と町民の安全確保に努める。 

略 

第 10 節 消防団による地域防災体制の充実強化計画 

消防団は、住民等を中心とした組織として、他の組織と連携しながら地域の安全確保に努

める。また、消防団員数を確保することにより防災力、消防力の強化を図る。 

第１ 消防団の役割 

消防団は、住民等を中心とした組織として、幅広い防災力と地域コミュニティ力により地

域防災力を強化し、地域の被害軽減と住民等の安全確保に努める。 

略 

 

第 11 節 ボランティア活動支援環境整備計画 

町は、ボランティアによる防災活動が災害時において果たす役割を重視し、その自主性を

尊重しつつ、ボランティア活動環境を整備する。 

特に、被災後の町内各地域のニーズに即して、効果的なボランティア活動が進められるよ

う、平時より町及び県の社会福祉協議会等の関係機関団体との連携体制を確保する。 

第 11 節 ボランティア活動支援環境整備計画 

町は、ボランティアによる防災活動が災害時において果たす役割を重視し、その自主性に

基づきその支援力を向上し、被災地のニーズに即した円滑なボランティア活動が進められるよう、

日頃から町及び県の社会福祉協議会等と協働して、県内外のボランティア団体、ＮＰＯ等の関係

機関団体・関係団体、住民等と連携・協働して活動できる環境を整備する。 

 

奈良県地域防災計画に

基づく追記 
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第１ 災害時におけるボランティア活動支援体制の整備  

町は、県等の協力のもと、関係機関・関係団体と連携して、災害時におけるボランティア

活動支援体制の整備を行う。 

また、ボランティアと被災地の調整役となる災害ボランティアコーディネーターの養成

や、ボランティア団体等が相互に連携し活動できるようネットワーク化を図る。 

第２ ボランティアの事前登録・育成 

町は、災害時において、被災者の多様なニーズに対し、きめ細やかな対応を行う。 

このため、町は、県及び関係機関の協力を得て、被災者を支援する専門種毎に災害ボラン

ティアの登録・育成の環境づくりに努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

略 

第１ 災害時におけるボランティア活動支援体制の整備  

町は、県や県及び町の社会福祉協議会、ボランティア団体及びＮＰＯ等の関係機関・関係団体

と連携・協働して、日頃から災害時におけるボランティア活動支援体制の整備を行う。 

また、ボランティアと被災地の調整役となる災害ボランティアコーディネーターの養成

や、ボランティア団体等が相互に連携し活動できるようネットワーク化を図る。 

第２ ボランティアの事前登録・育成 

町は、災害時において、被災者の多様なニーズに対し、きめ細やかな対応を行う。 

このため、町は、県及び関係機関の協力を得て、被災者を支援する専門種毎に災害ボラン

ティアの登録・育成の環境づくりに努める。 

また町は、県及び町の社会福祉協議会等と協働して、災害時に迅速・効果的に災害ボランティ

ア活動が行われるよう、日頃から住民等に対し、研修や訓練等の実施により、災害ボランティア活

動についての知識の習得機会を提供する。 

（具体的な取り組み）  

(1) 災害ボランティア養成研修の実施 

(2) 災害ボランティアコーディネーターの養成 

(3) ボランティアとの防災訓練の実施 

(4) 奈良防災プラットフォーム連絡会との連絡調整  

略 

 

奈良県地域防災計画に

基づく追記 

 

 

 

 

 

 

奈良県地域防災計画に

基づく追記 

災害に強いまちづくり 

第 12 節 まちの防災構造の強化計画 

町は、災害による被害の発生又は拡大に密接する事項について、その状況及び将来の状況

を総合的に勘案し、被害を最小限にくいとめられるような「災害に強いまちづくり」を進め

る。 

また、集中的な被害を防止し、効果的な救助活動等を行うため、体系的な防災拠点の配置

を図り、これを結ぶ防災交通ネットワークの強化に努める。 

第１ 火災拡大要因の除去 

１ 建築物不燃化対策 

町は、震災時、大規模火災につながる危険性の高い道路がせまく木造住宅が建ち並んでい

る人口密集地区内で、火災延焼防止のための対策を、町民とともに進める。 

２ 消防活動対策 

町は、国及び県の協力のもとで、消防活動が困難な区域の解消に向けた道路の整備を行う。 

 

第２ 防災ブロックの強化 

町は、災害時の火災の被害を最小限にするため、道路、公園・緑地、河川等の都市施設や

不燃建築物群等による延焼遮断帯を配置し､延焼拡大を防ぐ防災ブロックの強化に努める。

各防災ブロック内においては、防災活動の拠点及び町民の避難場所・避難所の整備を進める。 

 

第３ 防災空間の整備拡大 

災害に強いまちづくり 

第 12 節 まちの防災構造の強化計画 

町は、災害の発生をできるだけ未然に防止し、災害が発生した場合の被害を可能な限り軽減す

る「災害に強いまちづくり」を進めるため、町の防災構造の強化を行う。また、災害時には公

園・緑地が避難場所や地域の活動拠点としての役割を果たすことから、幹線道路に隣接する

都市公園は、災害時の防災拠点、避難場所の機能を果たす防災公園として、災害応急対策施

設等の機能整備を進める。 

第１ 都市施設に求められる防災機能 

道路・公園・緑地、河川等の都市施設は、延焼被害を極小化する遮断空間の役割等を果たす空

間である。 

１ 道路の防災機能 

広幅員の幹線道路や区画街路は、災害時に緊急輸送道路、避難路及び延焼遮断帯としての機

能が求められる。 

２ 公園・緑地の防災機能 

公園・緑地は、災害時に避難場所、延焼遮断空間及び災害救援活動の拠点としての機能が求

められている。 

３ 河川の防災機能 

河川空間は、火災時の一時避難場所、延焼遮断帯としての機能が求められている。 

第２ 災害に備えた計画的なまちづくり 

１ 防災ブロックの強化 

 

奈良県地域防災計画に

基づく修正 

 

 

町の基本方針の反映 

 

奈良県地域防災計画に

基づき項を再編及び奈

良県地域防災計画に基

づく追記 
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町は、県との協議・調整を行い、防災空間として、公園・緑地、道路、河川等の都市施設

の整備を促進し、都市全体の安全性の向上を図る。 

１ 公園・緑地の整備 

町は、災害時に指定緊急避難場所となる公園・緑地の防災機能整備を促進するとともに、

備蓄倉庫等の災害応急対策施設の整備を図る。 

２ 道路の整備 

町は、複眼的な避難ルートを確保する災害道路ネットワークの整備を検討する。災害道路

ネットワークは、緊急輸送道路、避難路及び延焼遮断帯等の役割を考慮した災害時に主要な

動線として確保すべき道路を想定し、町内の各地域を連絡する既存道路より選定する。また、

通行空間の確保等の観点から、避難路等の電線類の地中化等の対策を検討する。 

３ 河川の整備 

町は、河川管理者に対し、河川氾濫の防止に向けた安全対策としての整備点検を要請する。

また、延焼防止の緩衝帯としての役割を担う河川空間の整備促進に努める。 

 

第４ 市街地の整備 

町は、国及び県の方針に基づき、市街地の面的整備（不燃化建築物の建築、道路、公園等

の公共施設の整備等）を行い、防災機能の向上を促進する。 

また、町は、防災上の観点より、建築物の壁面の後退、垣又は柵の構造制限等の地区計画

や緑地協定、敷地内空間の確保や民有緑地の保全・整備を促進する。 

１ 市街地再開発事業 

町は、既成市街地において、土地の合理的かつ健全な高度利用と公共空間の確保等都市機

能の更新を図るため、建築物・公共施設の整備を促進する。 

２ 土地区画整理事業 

町は、既成市街地及びその周辺部において、健全な市外地の形成を図るため、道路・公園

等の生活基盤施設と住宅地の一体的な整備を促進する。 

３ 住宅市街地総合整備事業 

町は、老朽住宅の密集、公共施設の不足を解消するため、居住環境・公共施設及び生活環

境施設の整備を促進する。 

４ 防火地域、準防火地域の指定 

市街地大火による被害の抑制に寄与する市街地における建築物の不燃化を進めるため、防

火地域・準防火地域の指定等による都市防災対策に努める。 

 

第５ 公園、緑地 

公園管理者は指定緊急避難場所となる公園内の建造物及び施設周辺の危険箇所の点検を

実施し、指定緊急避難場所・避難路として必要な対策を講ずる。 

あわせて、貯水槽、備蓄倉庫及び臨時ヘリポートとして、利用可能な広場等の整備を進め

る。 

 

町は、災害時の火災の被害を最小限にするため、道路、公園・緑地、河川等の都市施設や

不燃建築物群等による延焼遮断帯を配置し､延焼拡大を防ぐ防災ブロックの強化に努める。

各防災ブロック内においては、防災活動の拠点及び住民の避難場所・避難所の整備を進め

る。 

２ 災害に強い計画的な土地利用 

災害に強く、人々が安全で安心して暮らせるまちづくりを進めるため、都市計画との連携により、

まちの防災構造の強化に努める。 

(1) 災害時に一定の行政、医療サービス等を享受できるまちづくりの推進 

町は、都市計画マスタープラン等に防災に関する都市計画を定め、都市機能を分散配置す

る多核型都市構造の形成や、体系的な防災拠点の配置を図り、これらを結ぶ交通ネットワー

クの強化に努め、災害時に一定の行政、医療サービス等を享受できるまちづくりを進める。 

(2) 防災を考慮した土地利用 

町及び県は、溢水、湛水、がけ崩れ等による災害のおそれのある土地の区域は市街化区域に

編入しないなど防災を考慮した土地利用を進める。 

(3) 防火地域、準防火地域の指定  

町は、市街地大火による被害の抑制に寄与する市街地における建築物の不燃化を進めるた

め、防火地域・準防火地域の指定に努める。  

(4) 立地適正化計画による防災まちづくりの推進 

町は、立地適正化計画を策定する場合、防災・まちづくり・建築等を担当する各部局の連携の

下、災害リスクを十分考慮の上、居住誘導区域を設定するとともに、同計画にハード・ソフト両面か

らの防災対策・安全確保対策を定める防災指針を位置付ける。 

(5) 住宅の立地誘導による防災まちづくりの促進 

町及び県は、住宅に関する補助や融資等における優遇措置等の対象となる立地を限定し、住宅

を安全な立地に誘導するなど、まちづくりにおける安全性の確保を促進するよう努める。 

 

第３ 災害に備えた取組 

１ 公共施設の安全性・防災機能の強化 

町及び県は、災害時に住民等の生命を守ることを優先とし、行政機能、病院、福祉施設等の最

低限の社会経済機能の確保を行う。 

(1) 避難場所、防災拠点の確保 

① 災害時に住民等の生命・身体を守る学校、公民館及び公園緑地等の避難施設や防災拠点

の耐震化・不燃化の整備を進める。 

(2) 避難場所、防災拠点を支える都市機能（公共分、病院等含む）の整備 

① 避難施設への避難及び避難地、防砂拠点などへ物資を輸送するため、避難路、緊急輸送

道路等の一定場の幅員への拡幅、耐震性確保及び沿道施設の耐震化、不燃化の整備を進める。 

② 二次災害を最小限に抑えるために、災害時でも必要なサービスを受けることが出来る

よう、上下水道等の公共公益施設の耐震化、自家発電設備の整備を進める。 

③ 避難路が寸断されると救援に時間を要することも想定し、生活必要物資を備蓄するた

 

 

 

 

 

奈良県地域防災計画に

基づく追記 

 

町の取り組み及び奈良

県地域防災計画に基づ

く追記 

 

奈良県地域防災計画に

基づく追記 

 

奈良県地域防災計画に

基づく追記 

 

奈良県地域防災計画に

基づく追記 

 

 

奈良県地域防災計画に

基づく追記 

 

第 6 より移動 

 

奈良県地域防災計画に

基づく修正 

 

奈良県地域防災計画に

基づく修正 

 

奈良県地域防災計画に

基づく修正 
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第６ 災害に備えた取組 

１ 公共施設の安全性・防災機能の強化 

町は、災害時に町民等の生命を守ることを最優先とし、行政機能、病院、福祉施設等の最

低限の社会経済機能の確保を行う。 

(1) 避難場所、防災拠点の確保 

町は、学校、公民館及び公園緑地等の避難施設や防災拠点の耐震化・不燃化の整備を進め

る。 

(2) 避難場所、防災拠点を支える都市機能（公共施設含む）の整備 

ア 避難路、緊急輸送道路等の一定以上の幅員への拡幅、耐震性確保及び沿道施設の耐震

化、不燃化の整備を進める。 

イ 二次災害を最小限に抑えるために、災害時でも必要なサービスを受けることができる

よう、上下水道等の公共公益施設の耐震化、自家発電設備の整備を進める。 

ウ 避難路の寸断等を想定し、生活必要物資を備蓄するために耐震性のある倉庫や貯水槽

の整備を進める。 

２ 民間建築物等の安全性・防災機能の強化 

(1) 建築物の不燃化対策 

町は、県の指導のもと、延焼被害を防止するため、建築物不燃化対策を実施する。 

ア 町は、県の指導のもと、建築基準法に基づき、防火地域・準防火地域が指定されてい

ない市街地における延焼被害を防止対策を検討する。 

イ 町は、県の指導のもと、建築確認、中間・完了検査及び定期報告等の機会を捉えて、

建築基準法の防火規定の遵守を確認する。 

(2) 大規模建築物の適正な維持保全 

災害時における火災等による大規模建築物での人的被害を防止するため、町は県との指導

のもと、次の対策を実施する。 

ア 町は、県の指導のもと、不特定多数の者が利用する既存建築物の防災性能や避難施設

等を常時適正に維持させるために、建築基準法に基づく定期報告制度を活用し、建築物所有

者等に対して建築物の安全性確保及び施設の改善状況を確認する。 

イ 町は、県の指導のもと、大規模建築物の防災性能を向上させるために、広陵消防署等

と連携して、防災査察等の機会を捉えて、建築物所有者等に対して建築物の防災性能に向け

た啓発を行う。 

３ 災害に強いまちづくり施策 

町は、以下に示す施策等により、健全で災害に強いまちづくりを推進する。 

(1) 自然災害を回避した土地利用の啓発（ハザードマップの活用） 

浸水ハザードマップ、地震災害ハザードマップ等を利用し、避難者の安全を確保するため、

避難路等を町民に周知し、二次災害の防止を図る。 

(2) 都市防災総合推進事業の活用 

市街地の防災機能を強化するため、既成市街地の避難場所、避難所、道路、公園、防災拠

点施設（耐震性貯水槽、備蓄倉庫、非常時通信システム等）を整備する。 

めの耐震性のある倉庫や貯水槽の整備を進める。 

２ 民間建築物等の安全性・防災機能の強化 

(1) 建築物不燃化対策 

町は、市街地等における火災延焼防止のため建築物不燃化対策を進める。 

(2)  消防活動対策      

町は、消防活動が困難な木造住宅密集区域の解消に向けて、狭隘道路の沿道の家屋の建替

時に、道路の拡幅整備が進めて行けるよう住民に理解を求めていく。 

３ 災害に強いまちづくり施策 

町及び県は、以下に示す施策等により、健全で災害に強いまちづくりを推進する。 

(1) 自然災害を回避した土地利用の啓発（ハザードマップの活用） 

浸水ハザードマップ、地震災害ハザードマップ等を利用し、避難者の安全を確保するため

の避難路などについて、地区防災計画の作成を支援していく。 

(2) 空家等の状況の確認 

町は、二次災害の防止等のため、日頃から災害による被害が予測される空家等の状況の確認

に努める。 

(3) 都市防災総合推進事業の活用 

市街地の防災機能を強化するため、避難場所、道路、公園、防災まちづくりの拠点施設の整

備、避難場所、避難路等周辺の建築物の不燃化・難燃化を図る。 

(4) 土地区画整理事業、市街地再開発事業の活用 

 ① 土地区画整理事業の活用 

都市災害の防止を図るため、道路、公園等の生活基盤施設と住宅地を一体的に整備するととも

に、既成市街地及びその周辺のスプロール化を防止し、健全な市街地の形成を図る。 

 ② 市街地再開発事業の活用 

地震、火災等の災害危険度の低下を図るため、市街地において建築物及び公共施設等の整備

を行い、土地の合理的かつ健全な高度利用と公共空地の確保等、都市機能の更新を図る。 

(5) 都市再生整備計画事業（旧まちづくり交付金事業）の活用 

防災機能を強化するため、都市再生整備区画内において、地域生活基盤施設と 

して地域防災施設（耐震性貯水槽、備蓄倉庫等）の整備を図る。 

(6) 災害時拠点強靱化緊急促進事業 

南海トラフ地震等の大規模災害時に発生する帰宅困難者や負傷者への対応能力を都市機能と

して事前に確保するため、災害時に帰宅困難者等の受入拠点となる施設の整備を促進する。 

 

第４ 防災空間の整備拡大 

町は、防災空間として、災害時に避難場所や避難路となる公園・緑地の整備を促進し、都市全

体の安全の向上を図る。 

特に、狭隘な地区を中心に、木造住宅が密集する地域の対策として、狭隘道路の拡幅を検

討する。 

第５ 防災公園の整備 

 

 

 

奈良県地域防災計画に

基づく修正 

奈良県地域防災計画に

基づく修正 

 

奈良県地域防災計画に

基づく追記 

奈良県地域防災計画に

基づく追記 

 

奈良県地域防災計画に

基づく追記 

 

 

奈良県地域防災計画に

基づく修正 

第４の整理及び奈良県

地域防災計画に基づく

修正 

 

 

 

 

奈良県地域防災計画に

基づく追記 

 

 

 

 

 

第 3 から移動及び内容

の修正 

追記 

 

町の基本方針からの追
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また、避難場所、避難所及び避難路等周辺の建築物の不燃化・難燃化を図る。 

 

 

 

 

 町は、安全で安心できるまちづくりを図るため、緊急輸送道路及び町が独自に指定する

輸送路に隣接する竹取公園、横峰公園、西谷公園を災害時の防災拠点、避難場所等の機能を

果たす防災公園として、輸送道路への開口部、避難スペース、備蓄倉庫、耐震貯水槽、マン

ホールトイレ、給排水設備、かまどベンチ、放送設備、発電設備、臨時ヘリポート、被災者

支援の機能を有した公園管理事務所等の機能整備を進める。 

加 

 

 

第 13 節 災害に強い道づくり 

略 

第１ 道路施設等の整備 

略 

１ 道路の整備 

道路の被害は、切土部や山すそ部において、土砂崩落・落石等が、高盛土部では法面崩壊

や地すべり等が予想される。このため、道路管理者は、緊急輸送道路に指定された路線につ

いて、特に重点的に防災対策の強化を進める。 

略 

２ 橋梁の整備 

橋梁は、道路機能を確保するために特に重要な道路施設であるため、緊急輸送道路ネット

ワ－クに指定された路線については、特に重点的に耐久性の強化を進める。 

(1) 事業中及び今後事業実施予定の箇所 

関係機関は、事業中及び今後事業実施予定の箇所については、「道路橋示方書・同解説（平

成 24 年３月改正 社団法人 日本道路協会）」に基づき整備を進める。 

(2) その他の箇所 

関係機関は、事業中及び今後事業実施予定以外の箇所ついて、点検調査を実施して補修等

対策工事の必要な箇所を指定し、施設の強化を図るための補強整備を進める。 

３ 道路付帯施設の整備 

道路管理者は、災害時におけるライフライン確保の観点から、共同溝及び電線共同溝の整

備事業を各業者と調整を図りつつ実施に向けた検討を行う。 

略 

第 13 節 災害に強い道づくり 

略 

第１ 道路施設等の耐久性の強化 

略 

１ 道路の整備 

道路の被害は、切土部や山すそ部において、土砂崩落・落石等が、高盛土部では法面崩壊

や地すべり等が予想される。このため、道路管理者は、緊急輸送道路や重要物流道路（代替・

補完に路含む）に指定された路線について、特に重点的に防災対策の強化を進める。 

略 

２ 橋梁の整備 

略 

(1) 事業中及び今後事業実施予定の箇所 

関係機関は、事業中及び今後事業実施予定の箇所については、「道路橋示方書・同解説（平

成 29 改定 公益社団法人 日本道路協会）」に基づき整備を進める。 

(2) その他の箇所 

関係機関は、事業中及び今後事業実施予定以外の箇所ついて、点検調査を実施して橋梁の

耐震補強や、補修等対策工事の必要な箇所を指定し、施設の強化を図るための補強整備を進

める。 

３ 道路付帯施設の整備 

道路管理者は、災害時におけるライフライン確保の観点から、電柱の倒壊等による道路閉

塞を防止するため共同溝及び電線共同溝の整備事業を各業者と調整を図りつつ実施に向けた

検討を行う。 

略 

 

 

奈良県地域防災計画に

基づく修正 

 

 

奈良県地域防災計画に

基づく追記 

 

 

 

 

修正 

 

 

奈良県地域防災計画に

基づく追記 

 

 

奈良県地域防災計画に

基づく追記 

 

第 14 節 緊急輸送道路の整備計画 

略 

第１ 緊急輸送道路ネットワーク 

略 

１ 第１次緊急輸送道路 

(1) 県道 14 号桜井田原本王寺線 

(2) 中和幹線 

 

 

２ 第２次緊急輸送道路 

第 14 節 緊急輸送道路の整備計画 

略 

第１ 緊急輸送道路ネットワーク 

略 

１ 第１次緊急輸送道路 

(1) 県道 14 号桜井田原本王寺線（広陵町区域は未指定） 

(2) 中和幹線  

(3) 大和郡山広陵線（広陵町区域は未指定） 

 

２ 第２次緊急輸送道路 

 

 

 

 

広陵町区域の第１次緊

急輸送道路指定ではな

く第２次指定 
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(1) 県道５号大和高田斑鳩線 

(2) 県道 108 号大和郡山広陵線 

(3) 県道 112 号田原本広陵線 

(4)  県道 132 号河合大和高田線 

(5)  県道 14 号桜井田原本王寺線 

 

３ 町が独自に指定する輸送路 

（1） 町道柳板大谷線（広陵町疋相広陵農協前交差点～馬見中４丁目） 

（2） 町道上田部・奥鳥井線(広陵町) 

（3） 町道笠ハリサキ線() 

（4） 町道柳板大谷線() 

（5） 町道広谷秋廻り線() 

（6） 町道大谷奥鳥井線() 

 

第２ 防災拠点 

選定されている防災拠点は、以下のとおりである。 

 

 

施設名 所在地 電話番号 

広陵町防災倉庫 南郷 646-1 0745-55-1001 

広陵西小学校 平尾 542 0745-55-2388 

広陵東小学校 百済 1625-1 0745-55-2564 

広陵北小学校 弁財天 303 0745-56-2062 

真美ケ丘第一小学校 馬見南 2-1-30 0745-55-2764 

真美ケ丘第二小学校 馬見北 7-1-32 0745-55-6230 

広陵中学校 笠 355 0745-55-2243 

広陵北体育館 大野 546-1 0745-57-0493 

 

第３ 緊急輸送道路の整備 

１ 緊急輸送道路は、災害後のネットワークとしての道路機能の確保を図るため、逐次整

備を行う。 

２ 町は、県の指定した緊急輸送道路のうち、各防災拠点に連絡する町道を対象に、計画

的に整備を行う。 

略 

(1) 県道大和高田斑鳩線 

(2) 県道大和郡山広陵線（大場～鳥居大橋間） 

(3) 県道田原本広陵線（大和高田斑鳩線交差点～河合大和高田線交差点間） 

 

(4)  県道桜井田原本王寺線 

(5)  町道柳板大谷線 

３ 町が独自に指定する輸送路 

(1) 町道上田部・奥鳥井線 

(2) 町道笠ハリサキ線 

(3) 町道広谷秋廻り線 

(4) 町道大谷奥鳥井線 

(5) 町道馬見北２０号線 

(6) 町道馬見北６１号線 

(7) 町道百済赤部線 

第２ 防災拠点 

水災害時に選定されている防災拠点は、以下のとおりである。また、支援物資の集積場所

は、民間倉庫も含め検討する。 

 

施設名 所在地 電話番号 

竹取公園及びその周辺 三吉地内  

西谷公園 馬見南２丁目地内  

横峰公園 馬見北６丁目地内  

広陵町防災倉庫 南郷 646-1 0745-55-1001 

また、災害用臨時ヘリポート、医療拠点施設、避難場所等と情報連絡する。 

 

 

 

第３ 緊急輸送道路の整備 

１ 緊急輸送道路は、災害後のネットワークとしての道路機能の確保を図るため、逐次整

備を行う。また、国が策定した「防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策」を積極的に

活用し、緊急性や実現性を踏まえ整備を推進する。 

２ 町は、県の指定した緊急輸送道路のうち、各防災拠点に連絡する町道を対象に計画的

に整備を行う。 

略 

 

追記 

 

削除 

 

追記 

 

令和３年３月時点のデ

ータで修正 

 

 

 

 

 

 

追記 

 

 

学校等は防災拠点には

向かないので、都市公

園に修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

奈良県地域防災計画に

基づく追記 

第 15 節 ライフライン施設の災害予防計画 

略 

第３ 電力（関西電力株式会社） 

略 

第 15 節 ライフライン施設の災害予防計画 

略 

第３ 電力（関西電力株式会社・関西電力送配電株式会社奈良支社） 

略 

 

 

奈良県地域防災計画に

基づく追記 
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３ 電力設備の災害予防措置に関する事項 

各種災害対策として必要に応じ以下の設備対策を実施する。 

(1) 水害対策 

ア 水力発電設備 

過去に発生した災害及び被害の実情、河床上昇等を加味した水位予想に各水力発電所の特

異性を考慮し、防水壁の設置、排水ポンプの設置、機器のかさあげ、ダム通信確保のための

設備の設置及び建物の密閉化（窓の密閉化、ケーブルダクトの閉鎖等）等を実施する。 

特に、洪水に対する被害防止に重点をおき、次の箇所について、点検・整備を実施する。 

略 

ウ 変電設備 

侵冠水のおそれのある箇所は、床面のかさあげ、窓の改造、出入口の角落し、防水扉の取

付け、ケーブル入線孔等建物地下開口部の閉鎖、上下水施設の浸水対策等を行うが、建物の

構造上、上記防水対策の不可能な箇所では屋内機器のかさあげを実施する。 

また、屋外機器は、基本的にかさあげを行うが、かさあげが困難なものについては、防水・

耐水構造化、又は防水壁等を組み合わせて対処する。 

略 

(7) 土砂崩れ対策 

土砂崩れによる被害が想定される箇所の電力設備については、巡視点検の強化、社外モニ

ターの活用等により、被害の未然防止に務める。 

なお、土砂採取、土地造成等の人為的誘因による土砂崩れを防止するため、平素から関係

業者へのＰＲを徹底する。 

４ 防災業務施設及び設備の整備 

(1) 観測、予報施設及び設備 

局地的気象の観測を行うことにより、ラジオ、テレビ等の気象情報を補完して万全の災害

対策を図るため、必要に応じ、次の諸施設及び設備を強化、整備する。 

ア 雨量、流量、風向、風速、気圧、水位の観測施設及び設備 

イ 地震動観測設備 

(2) 通信連絡施設及び設備 

災害時の情報収集、連絡、指示、報告等の手段の確保及び電力供給への影響を最小限にす

るため、必要に応じ、次の諸施設及び設備の整備ならびに情報伝達手段の強化を図る。 

ア 無線伝送設備 

(ｱ) マイクロ波無線等の固定無線施設及び設備 

(ｲ) 移動無線設備 

(ｳ) 衛星通信設備 

イ 有線伝送設備 

(ｱ) 通信ケーブル 

(ｲ) 電力線搬送設備 

(ｳ) 通信線搬送設備 

３ 電力設備の災害予防措置に関する事項 

各種災害対策として必要に応じ以下の設備対策を実施する。 

(1) 水害対策 

ア 水力発電設備 

過去に発生した災害及び被害の実情、河床上昇等を加味した水位予想に各事業所の特異性

を考慮し、防水壁の設置、排水ポンプの設置、機器のかさあげ、ダム通信確保のための設備

の設置及び建物の密閉化（窓の密閉化、ケーブルダクトの閉鎖等）等を実施する。特に、洪

水に対する被害防止に重点をおき、次の箇所について、点検・整備を実施する。 

略 

ウ 変電設備 

浸水又は冠水のおそれのある箇所は、床面のかさあげ、窓の改造、出入口の角落し、防水

扉の取付け、ケーブル入線孔等建物地下開口部の閉鎖、上下水施設の浸水対策等を行うが、

建物の構造上、上記防水対策の不可能な箇所では主要機器のかさあげを実施する。 

また、屋外機器は、基本的にかさあげを行うが、かさあげが困難なものについては、防水・

耐水構造化、又は防水壁等を組み合わせて対処する。 

略 

(7) 土砂崩れ対策 

土砂崩れによる被害が想定される箇所の電力設備については、巡視点検の強化、社外モニ

ターの活用等により、被害の未然防止に務める。 

なお、土砂採取、土地造成等の人為的誘因による土砂崩れを防止するため、平素から協力

会社へのＰＲを徹底する。 

４ 防災業務施設及び設備の整備 

(1) 観測、予報施設及び設備 

局地的気象の観測を行うことにより、ラジオ、テレビ等の気象情報を補完して万全の災害

対策を図るため、必要に応じ、次の諸施設及び設備を強化、整備する。 

ア 雨量、流量、風向、風速、気圧、水位、雷雨の観測施設及び設備 

イ 地震動観測設備 

(2) 通信連絡施設及び設備 

災害時の情報収集、連絡、指示、報告等の手段の確保及び電力供給への影響を最小限にす

るため、必要に応じ、次の諸施設及び設備の整備ならびに情報伝達手段の強化を図る。 

ア 無線伝送設備 

(ｱ) マイクロ波無線等の固定無線回線 

(ｲ) 移動無線設備 

(ｳ) 衛星通信設備 

イ 有線伝送設備 

(ｱ) 通信ケーブル 

(ｲ) 電力線搬送設備 

(ｳ) 通信線搬送設備、光搬送回線 

 

 

 

 

奈良県地域防災計画に

基づく追記 

 

 

 

 

奈良県地域防災計画に

基づく追記 

 

 

 

 

 

 

 

奈良県地域防災計画に

基づく修正、追記 

 

 

 

 

奈良県地域防災計画に

基づく追記 

 

 

 

 

奈良県地域防災計画に

基づく追記 

 

 

 

 

奈良県地域防災計画に
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ウ 交換設備 

エ ＩＰネットワーク設備 

オ 通信用電源設備 

夜間、休日の場合などにおいても連絡体制を確保するため、一斉連絡・安否確認システム

を活用し確実な情報伝達に務める。また前号に定める「通信連絡施設および設備」に加え、

必要箇所へ衛星携帯電話、災害時優先携帯電話を配備するなど伝達手段の多様化を図る。 

 

(3) 非常用電源設備 

長時間停電に備え、非常災害対策活動に必要な通信設備、照明等の非常用電源を確保する。 

 

(4) コンピューターシステム 

略 

特に、電力の安定供給に資するためのコンピューターシステム及びその運用に最低限必要

なネットワーク機器は、建築基準法に基づく地震及び火災対策を施した建物に収容するとと

もに、それらに付帯する電源設備についても耐震性の確保を図る。 

(5) 水防・消防に関する施設及び設備等 

被害の低減を図るため、法に基づき、次の水防及び消防に関する施設及び設備の整備を図

る。 

略 

(6) 石油等の流出による災害を防止する施設及び設備等 

被害の低減を図るため、法に基づき、次の施設及び施設の整備を図る。 

略 

(7) その他災害復旧用施設及び設備 

重要施設等への供給や電気設備の災害復旧を円滑に行うため、必要に応じ、移動用発変電

設備等を整備しておく。 

 

５ 災害対策用資機材等の確保及び整備 

(1) 災害対策用資機材の確保 

略 

(2) 災害対策用資機材等の輸送 

災害対策用資機材等の輸送計画を樹立しておくとともに、車両、ヘリコプター等の輸送力

確保に努める。 

(3) 災害対策用資機材等の整備点検 

災害対策用資機材等は、常にその数量を把握しておくとともに、整備点検を行い、非常事

態に備える。 

(4) 災害対策用資機材等の広域運営 

災害対策用資機材等の保有を効率的に行うとともに、災害時の不足資機材の調達を迅速、

容易にするため、他電力会社および電源開発株式会社等と災害対策用資機材の相互融通体制

ウ 交換設備 

エ ＩＰネットワーク回線 

オ 通信用電源設備 

夜間、休日の場合などにおいても連絡体制を確保するため、社内の一斉連絡・安否確認シ

ステムを用いて確実な情報伝達に務める。また前号に定める「通信連絡施設および設備」に

加え、必要箇所へ衛星携帯電話、災害時優先携帯電話を配備するなど伝達手段の多様化を図

る。 

(3) 非常用電源設備 

復旧拠点となる事業所については、長時間停電に備え、非常災害対策活動に必要な通長時間

停電に備え、非常災害対策活動に必要な通信設備、照明等の非常用電源を確保する。 

(4) コンピューターシステム 

略 

特に、電力の安定供給に資するためのコンピューターシステム及びその運用に最低限必要

なネットワーク機器は、建築基準法に基づく地震対策、火災対策及び浸水対策を施した建物

に収容するとともに、それらに付帯する電源設備についても耐震性の確保を図る。 

(5) 水防・消防に関する施設及び設備等 

被害の軽減を図るため、法に基づき、次の水防及び消防に関する施設及び設備の整備を図

る。 

略 

(6) 石油等の流出による災害を防止する施設及び設備等 

被害の軽減を図るため、法に基づき、次の施設及び施設の整備を図る。 

略 

(7) その他災害復旧用施設及び設備 

重要施設等への供給や電気設備の災害復旧を円滑に行うため、必要に応じ、移動用発変電

設備等を確保し、整備・点検を行う。 

 

５ 復旧用資機材等の確保及び整備 

(1) 復旧用資機材の確保 

略 

(2) 復旧用資機材等の輸送 

平常時から復旧用資機材等の輸送計画を樹立しておくとともに、車両、ヘリコプター等の

輸送力確保に努める。 

(3) 復旧用資機材等の整備点検 

平常時から復旧用資機材等は、常にその数量を把握しておくとともに、整備点検を行い、

非常事態に備える。 

(4) 復旧用資機材等の広域運営 

平常時から復旧用資機材等の保有を効率的に行うとともに、災害発生時の不足資機材の調

達を迅速、容易にするため、広域機関の「防災業務計画」に基づき、他事業者と復旧用資機材の

基づく追記 
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を整えておく。 

 

(5) 食糧・医療・医薬品等生活必需品の備蓄 

食糧、医療、医薬品等の保有量を定め、その確保及び確実な把握に努める。 

(6) 災害対策用資機材等の仮置場 

災害対策用資機材等の仮置場について、非常事態時での借用交渉は、難航が予想されるた

め、必要に応じ、あらかじめ公共用地等の候補地について、地方防災会議の協力を得て、用

地確保の円滑化を図る。 

６ 電気事故の防止 

略 

(2) 広報活動 

ア 電気事故防止ＰＲ 

略 

(ｲ) 電柱の倒壊、折損、電線の断線、垂下等、設備の異常を発見した場合は、すみやか

に当社事業所へ通報すること。 

略 

イ ＰＲの方法 

電気事故防止ＰＲについては、常日頃からテレビ、ラジオ、新聞等の報道機関及びインタ

ーネット等を利用するほか、パンフレット、チラシ等を作成、配布し認識を深める。 

ウ 停電関連 

病院等の重要施設については、災害による長時間停電に起因する二次災害を未然に防止す

るため、自家発電設備等の設置を要請する。 

第４ 電信電話施設 

 

 

 

 

 

 

 

１ 西日本電信電話株式会社 

略 

２ 株式会社ＮＴＴドコモ（携帯電話） 

株式会社ＮＴＴドコモはＮＴＴグループで「防災計画」を定めており、以下のとおり実施

します。 

略 

３ ＫＤＤＩ株式会社（携帯電話） 

略 

相互融通体制を整えておく。 

 

(5) 食糧・医療・医薬品等生活必需品の備蓄 

平常時から食糧、医療、医薬品等の保有量を定め、その確保及び確実な把握に努める。 

(6) 復旧用資機材等の仮置場の確保 

災害発生時に、仮置場の借用交渉を行うことは、難航が予想されるため、必要に応じ、あら

かじめ公共用地等の候補地について、地方防災会議の協力を得て、用地確保の円滑化を図

る。 

６ 電気事故の防止 

略 

(2) 広報活動 

ア 電気事故防止ＰＲ 

略 

(ｲ) 電柱の倒壊、折損、電線の断線、垂下等、設備の異常を発見した場合は、速やかに

送配電コンタクトセンターへ通報すること。 

略 

イ ＰＲの方法 

電気事故防止ＰＲについては、常日頃からテレビ、ラジオ、新聞等の報道機関ホームペー

ジ及びＳＮＳ等を利用するほか、パンフレット、チラシ等を作成、配布し認識を深める。 

ウ 停電関連 

自治体や行政機関等を通じて、病院等の重要施設及び人工透析などの医療機器等使用者の、

災害による長時間停電に起因する二次災害を未然に防止するため、非常用電源設備の設置や

使用訓練などを要請する。 

第４ 電信電話施設 

風水害をはじめとする各種災害による設備被害を軽減し、安定した通信環境確保を図るための

通信設備の整備・強化とそれに関連する防災対策について定める。 

電気通信事業者は、非常用電源の整備等による通信設備の被災対策、地方公共団体の被害

想定を考慮した基幹的設備の地理的分散及び安全な設置場所の確保、応急復旧機材の配備、通

信輻輳対策を推進するなど、電気通信設備の安全・信頼性強化に向けた取組を推進することに努

めるものとする。 

１ 西日本電信電話株式会社 

略 

２ 株式会社ドコモＣＳ関西（携帯電話） 

株式会社ドコモＣＳ関西はＮＴＴグループで「防災業務計画」を定めており、以下のとおり

実施します。 

略 

３ ＫＤＤＩ株式会社（携帯電話） 

略 
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４ ソフトバンクモバイル株式会社（携帯電話） 

略 

 

第５ ガス災害予防計画 

１ 高圧ガス・ＬＰガス 

町は、高圧ガス・ＬＰガス事業者等に対し、「高圧ガス保安法」、「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」に基づき、関係者及び事業所に対する取締り並びに

保安対策に万全を期するよう要請する。 

(1) 高圧ガス製造業者が実施する保安対策 

高圧ガス製造業者は、許可を受けた危害予防規程を遵守し、自主保安体制を強化する。ま

た、設備は定期的に点検、整備を実施する。 

さらに、保安教育計画を策定し、従業者に対し保安教育を実施する。 

(2) 高圧ガス貯蔵所（所有者又は占有者）、特定高圧ガス消費者が実施する保安対策 

高圧ガス貯蔵所（所有者又は占有者）、特定高圧ガス消費者は、設備の定期的、計画的な

点検、整備を実施する。 

特に、消費量の少ない時期に重点項目について入念に実施する。 

また、日常運転作業基準にしたがって作業を行い、常に防災保安の観点から見直しを図る

とともに、従業者に対し保全教育を実施する。 

(3) 高圧ガス販売事業者等が実施する保安対策 

ア 高圧ガス販売事業者 

高圧ガス販売事業者は、毒性ガスを消費する事業所に対し、「保安に関する基準」に基づ

き自主保安体制を積極的に確立し、災害を防止するよう指導点検を実施する。 

イ ＬＰガス販売事業者 

ＬＰガス販売事業者は、一般消費者等の消費設備が法に定められる技術上の基準を維持す

るための定期点検調査を実施する。 

ウ 高圧ガス販売事業者等 

高圧ガス販売事業者等は、一般消費者等に対し、高圧ガス、ＬＰガスの消費等に係る取扱

いについての周知を徹底するとともに、法に基づく保安業務を確実に実施する。 

また、従業者に対し、保安教育を実施する。 

２ 都市ガス（ガス事業者） 

 略 

４ ソフトバンクモバイル株式会社（携帯電話） 

略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５ 都市ガス（ガス事業者） 

 略 

 

 

 

高圧ガス、LP ガスは、

次節に予防計画として

整理するためこの節か

ら削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項立て 

第 16 節 危険物施設災害予防計画 

 略 

第２ 施設管理者が実施する対策 

 略 

３ 防災壁、防風林、防火地帯等の設置 

町は、大規模な危険物施設を有する事業所等に対し、地域住民に対する安全を図るため防災

壁、防風林、防火地帯等の設置を検討するよう指導する。 

第 16 節 危険物施設災害予防計画 

 略 

第２ 施設管理者が実施する対策 

 略 

３ 防災壁、防風林、防火地帯等の設置 

町は、大規模な危険物施設を有する事業所等に対し、地域住民等に対する安全を図るため防

災壁、防風林、防火地帯等の設置を検討するよう指導する。 

 

 

 

 

 

表現の修正 
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第３ 毒物・劇薬保管施設災害予防計画 

町は、県とともに、災害により発生する毒物・劇薬の流出等の二次災害を防止し、公共の

安全を確保するため、毒物及び劇薬取締法に基づき、次の取締り及び指導に努める。 

１ 被害防止の指導 

毒物・劇薬営業者に対し、当該保管施設について防災を図るとともに、流出による被害防

止を図るよう指導する。 

２ 保安教育の向上 

毒物・劇薬販売業者等の取扱責任者の研修を実施し、保安教育の向上を図る。 

３ 指導体制の確立 

その他毒物及び劇薬を業務上多量に取り扱う業者の把握に努め、指導体制の確立を図る。 

 

第４ 火薬類施設 

火薬類施設については、県が公安委員会の協力のもと、「火薬類取締法」に基づき実施す

る関係者及び事業場等に対する取り締まり並びに保安指導に委ね、県と連携して火薬類施設

の災害予防に努める。 

第３ ガス災害予防計画 

１ 高圧ガス・ＬＰガス 

町は、高圧ガス・ＬＰガス事業者等に対し、「高圧ガス保安法」、「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」及び「ガス事業法」に基づき、関係者及び事業所に対

する取締り並びに保安対策に万全を期するよう要請する。 

略 

第４ 火薬類施設 

火薬類施設については、県が公安委員会の協力のもと、「火薬類取締法」に基づき実施す

る関係者及び事業場等に対する取り締まり並びに保安指導に委ね、県と連携して火薬類施設

の災害予防に努める。 

第５ 毒物・劇物保管施設災害予防計画 

町は、県とともに、災害により発生する毒物・劇物の流出等の二次災害を防止し、公共の

安全を確保するため、毒物及び劇物取締法に基づき、次の取締り及び指導に努める。 

１ 被害防止の指導 

毒物・劇物営業者に対し、当該保管施設について防災を図るとともに、流出による被害防

止を図るよう指導する。 

２ 保安教育の向上 

毒物・劇物販売業者等の取扱責任者の研修を実施し、保安教育の向上を図る。 

３ 指導体制の確立 

その他毒物及び劇物を業務上多量に取り扱う業者の把握に努め、指導体制の確立を図る。 

 

前の節から移動 

 

 

追記 

 

 

順序入れ替え 

 

 

 

劇薬を劇物に変更 

 

 

災害応急対策及び復旧への備え 

第 17 節 防災体制の整備計画 

町は、平常時から防災に係る組織体制等の整備、充実を図る。町は県と協力し、大規模災

害時には全職員が災害対応に当たることを踏まえ、平素から職員の意識高揚、災害対応能力

の向上に努める。 

第１ 町の活動体制 

町は、災害対策本部の場所、設置手順等を定めるとともに、職員の動員・配備・任務等を

あらかじめ明確に定める等、それぞれの責務を遂行するために必要な活動体制を整える。 

また、町は災害応急対策施設を備えた防災拠点、災害管理対策拠点等（本章第 15 節「緊

急輸送道路の整備計画」参照）の整備を進め、住民が災害時に自ら防災活動を行い易い環境

整備に努める。 

 

 

 

 

 

 

災害応急対策及び復旧への備え 

第 17 節 防災体制の整備計画 

町は、日頃から防災に係る組織体制等の整備、充実を図る。 

町は、大規模災害時には全職員が災害対応に当たることを踏まえ、職員の防災意識の  

高揚、災害対応能力の向上に日々努める。 

第１ 町の活動体制 

１ 町は、公助の担い手として県及び防災関係機関の協力を得て、地域の防災に関する 計画

を策定し、住民等と連携して地域における防災活動の推進を図るものとする。 

２ 町は、災害又は町政に重大な影響を及ぼす事態の発生時に、人、物、情報等の利用できる

資源に制約がある状況下において、業務の執行体制及び対応手順並びに業務の継続に必要な資

源の確保等について、業務継続計画を策定するものとする。 

業務継続計画には、次にあげる特に重要な６要素について定め、重要な準備項目の明確化をし

ておく。 

(1) 町長不在時の明確な代行順位及び職員の参集体制 

(2) 本庁舎が使用できなくなった場合の代替庁舎の特定 

(3) 電気・水・食料等の確保 

(4) 災害時にもつながりやすい多様な通信手段の確保  

 

 

表現の修正 
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第２ 防災組織の整備 

略 

ウ 組 織 

 

 

 

 

 

 

 

 

略 

 

(5) 重要な行政データのバックアップ  

(6) 非常時優先業務の整理  

あわせて、日頃から研修、訓練等を重ね、職員の防災意識の高揚と災害対応能力の向上を図

る。 

 町は、災害応急対策施設を備えた防災拠点、災害管理対策拠点等の整備に努めるとともに、

住民等が災害時に自ら防災活動を行いやすい環境整備に努める。 

３ 町は、地域における過去の災害から得られた教訓を積極的に収集及び伝承し、防災活動に

活かすよう努めるものとする。 

 

第２ 防災組織の整備 

略 

ウ 組 織 

 

 

略 

第５ 大規模停電災害予防計画 

１ 県及び町は、燃料、発電機、建設機械（火山災害においては除灰機材を含む。）等の応急・

復旧活動時に有用な資機材について、地域内の備蓄量、公的機関・供給事業者等の保有量を把

文言修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

修正 

 

 

 

 

 

 

追加 

 

 

 

 

奈良県地域防災計画に

基づく追記 

指 定 地 方 行 政 機 関 の 職 員 

奈 良 県 の 職 員 

奈 良 県 警 察 の 警 察 官 

広 陵 町 の 職 員 

議 会 議 長 

会長（広陵町長） 

副 町 長 、 教 育 長 

 

消 防 委 員 長 、 消 防 団 長 

区 長 ・ 自 治 会 長 会 会 長 

 

会長（広陵町長） 

自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者 

指 定 地 方 行 政 機 関 の 職 員 

奈 良 県 の 職 員 

奈 良 県 警 察 の 警 察 官 

広 陵 町 の 職 員 

議 会 議 長 

副 町 長 、 教 育 長 

奈 良 県 広 域 消 防 組 合 広 陵 消 防 署 長 

消 防 委 員 長 、 消 防 団 長 

区 長 ・ 自 治 会 長 会 会 長 

指定公共機関又は指定地方公共機関の職員 
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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ものとする。な

お、燃料については、あらかじめ、石油販売業者と、燃料の優先供給について協定の締結を推進

するとともに、日頃から受注機会の増大などに配慮するよう努めるものとする。 

第 18 節 航空防災体制の整備計画 

略 

第１ 県消防防災ヘリコプターの配備 

略 

 

２ 地域防災計画で定める事項 

略 

(1) 要請担当窓口 

危機管理課 

(2) 派遣要請手続 

危機管理課 

(3) ヘリコプター臨時離着陸場の指定 

 
 

施  設  名 所在地 電話番号 広さ 

広陵健民運動場 広陵町大字古寺 163-1  10,977 ㎡ 

時計台公園内グラウンド  〃 大字三吉・疋相地内  4,954 ㎡ 

竹取公園  〃 大字三吉地内 0745-55-6040 10,000 ㎡ 

広陵中学校  〃 大字笠 355 0745-55-2243 12,205 ㎡ 

第二浄化センターグラウンド  〃 大字萱野 533 0745-56-6011 20,000 ㎡ 

真美ヶ丘中学校  〃 馬見中 2-17-32 0745-55-0672 19,630 ㎡ 

 

略 

第 18 節 航空防災体制の整備計画 

略 

第１ 県消防防災ヘリコプターの配備 

略 

 

２ 地域防災計画で定める事項 

略 

(1) 要請担当窓口 

災害対策所管課 

(2) 派遣要請手続 

災害対策所管課 

(3) ヘリコプター臨時離着陸場の指定 

 
 

施  設  名 所在地 電話番号 広さ 

広陵健民運動場 広陵町大字古寺 163-1  10,977 ㎡ 

時計台公園内  〃 大字三吉・疋相地内  4,954 ㎡ 

竹取公園  〃 大字三吉地内 0745-55-6040 10,000 ㎡ 

広陵中学校  〃 大字笠 355 0745-55-2243 12,205 ㎡ 

第二浄化センター駐車場  〃 大字萱野 533 0745-56-6011 20,000 ㎡ 

真美ヶ丘中学校  〃 馬見中 2-17-32 0745-55-0672 19,630 ㎡ 

 

略 

 

 

 

 

 

課名修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名称修正 

 

 

第 19 節 通信体制の整備計画 

略 

第１ 防災通信システムの整備 

町は、災害時における迅速かつ的確な情報伝達を確保するため、ＭＣＡ防災行政無線（同

報系・移動系）を整備し、平成 28 年度から運用を開始している。 

今後は、より一層の情報伝達を確保するため、システムの拡充に努める。 

 

 

 

第２ 電信電話施設 

ＮＴＴ西日本は、町の申出により、あらかじめ指定した加入電話を災害時優先措置する。 

なお、町は、加入電話が災害時優先処置されるようＮＴＴ西日本に申し出て、協議し、必

要な災害時優先電話を確保する。 

第 19 節 通信体制の整備計画 

略 

第１ 防災通信システムの整備 

町は、災害時における迅速かつ的確な情報伝達を確保するため、ＭＣＡ防災行政無線（同

報系・移動系）を整備し、平成 28 年度から運用を開始している。今後はより一層の情報伝

達を確保するため、システムの拡充に努める。また、町は各無線局の設備及び各機器につい

て、保守点検を行い、常に各機器を最良の状態に保持させるとともに、耐災性の向上に努め、機器

操作及び通信要領の習熟を目的に、情報伝達訓練等を定期的に実施する。 

第２ 電信電話施設 

(1) ＮＴＴ西日本は、町の申出により、あらかじめ指定した加入電話を災害時優先措置

する。なお、町は、加入電話が災害時優先処置されるようＮＴＴ西日本に申し出て、協議し、

必要な災害時優先電話を確保する。 

(2) 町は、指定した避難場所に避難される住民が使用する特設公衆電話を設置するよう

 

 

 

 

 

奈良県地域防災計画に

基づく追記 

 

 

 

 

 

町の対策を追記 
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略 

第６ 非常通信体制の充実強化 

 略 

２ 防災情報システムの整備 

(1) 情報収集手段の確立 

被害情報収集システムを充実し、関係機関と連携した情報収集体制の構築に努める。  

努める。 

略 

第６ 非常通信体制の充実強化 

 略 

２ 防災情報システムの整備 

(1) 情報収集手段の確立 

関係機関と連携した被害情報収集システムの構築に努める。 

第７ 一斉配信システム 

町は住民等への防災情報伝達手段として、携帯電話事業者が提供する緊急速報メールにより、

自然災害の情報や避難情報などを一斉配信する仕組みを整えるように努める。 

第８ Ｌアラート等 

県防災情報システムは、Lアラート、県防災ポータル、緊急速報メール等に連携しており、住民等

への速やかな情報提供が可能であるため、町は災害対策本部設置状況、避難情報の発令情報、

避難所開設情報を、県防災情報システムに入力することで、Ｌアラート等を通じてこれらの情報を住

民等へ速やかに周知できる。 

第９ 孤立集落への通信  

災害時には固定電話や携帯電話が停電や通信回線の断線により通信利用できない場合に備え

て、町は孤立集落対策として双方向通信可能な情報通信手段の整備に努める。また、町は避難所

の機能強化の為、避難所に非常用電源、衛星携帯電話を整備するように努める。 

 

 

 

 

 

 

表現の修正 

奈良県地域防災計画に

基づく追記 

 

 

奈良県地域防災計画に

基づく追記 

 

 

 

奈良県地域防災計画に

基づく追記 

 

第 20 節 孤立地区対策 

略 

第１ 町民・自主防災組織 

町は、町民に対し、１週間分以上の食料、飲料水及び生活必需品の備蓄に努めるとともに、

積極的に自主防災活動に参加するよう呼びかける。 

略 

第 20 節 孤立地区対策 

略 

第１ 住民・自主防災組織 

町は、住民等に対し、「自らの安全は自ら守る」という原則に基づき、最低３日間、推奨１週間分

の食料、飲料水及び生活必需品の備蓄に努めるとともに、積極的に自主防災活動に参加する

よう呼びかける。 

略 

 

 

奈良県地域防災計画に

基づく追記 

 

第 21 節 支援体制の整備 

略 

第 21 節 支援体制の整備 

略 

 

第 22 節 受援体制の整備 

略 

第１ 防災関係機関の相互応援体制の整備 

略 

 

 

 

第２ 応援協力体制の整備 

略 

第 22 節 受援体制の整備 

略 

第１ 防災関係機関の相互応援体制の整備 

略 

３ 民間事業者との協定の締結 

町は、被災情報の整理、支援物資の管理・輸送等の、民間事業者に委託可能な災害対策に

係る業務について、あらかじめ民間事業者との間で協定を締結する。 

第２ 応援協力体制の整備 

略 

 

 

 

 

追記 

第 23 節 医療計画 第 23 節 保健医療計画 奈良県地域防災計画に
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第１ 医療救護体制の整備 

略 

５ ＤＭＡＴ（災害緊急医療チーム） 

ＤＭＡＴは、災害発生直後の急性期（おおむね 48 時間以内）に活動できる機動性を持ち

専門的訓練を受けた医療チームで、県内では２１チームが編成されている。 

６ 災害拠点病院 

略 

(H25.7.1 現在） 

区  分 災害拠点病院名 ＤＭＡＴ整備数 

基幹災害拠点病院 県立医科大学附属病院  ４ 

地域災害拠点病院 

奈良保健医療圏 
奈良県総合医療センター  ４ 

市立奈良病院 ２ 

東和保健医療圏 済生会中和病院 ２ 

西和保健医療圏 近畿大学医学部奈良病院  ２ 

中和保健医療圏 大和高田市立病院  ２ 

南和保健医療圏 南奈良総合医療センター  ２ 

ＤＭＡＴ指定病院 
西和保健医療圏 奈良県西和医療センター  ２ 

東和保健医療圏 宇陀市立病院 １ 

略 

第４ 広報遺漏体制の整備 

町は、「地域災害医療センター」（大和高田市立病院）や「基幹災害医療センター」（県

立医科大学附属病院）の後方医療体制を確保し、必要に応じて支援が受けられるよう、連携

体制を整備する。 

略 

第６ 医療品等の確保 

病院等医療機関は、災害時において医療救護活動に必要な医薬品等の備蓄に努める。 

また、関係団体の協力を得て医薬品等の在庫調査を行うとともに、災害用医薬品及び血液

製剤等を迅速に供給するための体制整備を図る。 

略 

第１ 保健医療救護体制の整備 

略 

５ ＤＭＡＴ（災害派遣医療チーム） 

ＤＭＡＴは、災害発生直後の急性期（おおむね 48 時間以内）に活動できる機動性を持ち

専門的訓練を受けた医療チームで、県内では 25 チームが編成されている。 

６ 災害拠点病院 

略 

(R1.11.1 現在） 

区  分 災害拠点病院名 ＤＭＡＴ整備数 

基幹災害拠点病院 県立医科大学附属病院 ４ 

地域災害拠点病院 

奈良保健医療圏 
奈良県総合医療センター ５ 

市立奈良病院 ３ 

東和保健医療圏 済生会中和病院 ２ 

西和保健医療圏 近畿大学医学部奈良病院 ２ 

中和保健医療圏 大和高田市立病院 ２ 

南和保健医療圏 南奈良総合医療センター ３ 

ＤＭＡＴ指定病院 
西和保健医療圏 奈良県西和医療センター ２ 

東和保健医療圏 宇陀市立病院 ２ 

略 

第４ 広報遺漏体制の整備 

町は、「地域災害拠点病院」（大和高田市立病院）や「基幹災害拠点病院」（県立医科

大学附属病院）の後方医療体制を確保し、必要に応じて支援が受けられるよう、連携体制

を整備する。 

 略 

第６ 医薬品等の確保 

病院等医療機関は、災害時において医療救護活動に必要な医薬品等の備蓄に努める。 

また、関係団体の協力を得て医薬品等の在庫調査を行うとともに、災害用医薬品、医療機

器、医療用ガス、臨床検査薬及び血液製剤等を迅速に供給するための体制整備を図る。 

略 

基づく修正 

 

奈良県地域防災計画に

基づく修正 

 

 

 

奈良県地域防災計画に

基づく修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現の修正 

 

 

 

奈良県地域防災計画に

基づく修正 

 

第 24 節 防疫予防計画 

第１ 防災実施組織の設置 

町の災害防疫実施は、福祉班を構成する保健センターが担当する。 

１ 町防疫業務 

町は、町内の防疫実施のため、保健センターを中心にその実施体制を整備する。 

２ 保健所疫学調査班 

保健所は、町における防疫措置について実情に即した指導を行う。 

また、被災地の感染患者の発生状況調査や病原体保有者の入院勧告等を行うため、医師、

保健師（又は看護師）を含む数名（３～４名）からなる疫学調査班を編制する。 

第 24 節 防疫予防計画 

第１ 防災実施組織の設置 

町の災害防疫実施は、福祉救護部が担当する。 

１ 町防疫業務 

町は、町内の防疫実施のため、医療救護班を中心にその実施体制を整備する。 

２ 保健所疫学調査班 

保健所は、町における防疫措置について実情に即した指導を行う。 

また、被災地の感染症患者の発生状況調査や病原体保有者の入院勧告等を行うため、医師、

保健師（又は看護師）を含む数名（３～４名）からなる疫学調査班を編制する。 

 

修正 

 

 

修正 

 

 

表現の修正 

 



新旧対照表一般対策編 （第 2 章）  p. 60 

地域防災計画 今回修正箇所 備考 

第２ 防疫・保健衛生用資機材等の整備 

町は、災害防疫に備えるべき物件は、あらかじめ周到な計画を策定し整備を図る。 

 

 

 

 

第３ 職員の訓練 

町は、平常時より防疫作業の習熟を図るため、災害時を想定した防疫訓練を実施する。 

第２ 防疫・保健衛生用資機材等の整備 

町は、災害防疫に備えるべき資機材等の物件は、あらかじめ周到な計画を策定し整備を図

る。 

医療用の消毒薬等の確保・供給については、本章第２３節第６により体制整備を図る。ま

た、生活衛生に必要な医療用以外の消毒薬用の確保・供給については、確保・供給を担当す

る衛生班との連携を確認する。  

第３ 職員の訓練 

町は、日頃から防疫作業の習熟を図るため、災害時を想定した防疫訓練を実施する。 

 

追加 

 

奈良県地域防災計画に

基づく追記 

 

 

表現の修正 

第 25 節 火葬場等の確保計画 

第１ 火葬場データベースの整備 

町は、葬祭業者等を把握し、火葬場データとして整備する。 

第２ 応援協力体制の確立 

町は、葬祭業者等との連携・協力体制、近隣市町間における火葬の受入等、応援体制を確

保する。 

 

第 25 節 火葬場等の確保計画 

第１ 火葬場データベースの整備 

町は、葬祭業者等を把握し、火葬場データとして整備する。 

第２ 応援協力体制の確立 

町は、葬祭業者等との連携・協力体制、近隣市町間における火葬の受入等、応援体制を確

保する。 

また、近隣市町村間の火葬の受入れ等の応援体制を整備する。 

 

 

 

 

 

奈良県地域防災計画に

基づく追記 

第 26 節 廃棄物処理計画 

略 

第１ 災害廃棄物処理計画による体制整備 

町は、災害時に排出される廃棄物の処理に備え、広域的な相互支援を視野に入れて、災害

廃棄物処理計画の策定･見直しを行い、県及び他市町村の連携による処理体制の構築に努め

る。 

※ 災害廃棄物処理計画の事項（例） 

１ 組織体制・指揮命令系統 

２ ごみ発生量推計 

３ 処理フロー 

４ 処理能力向上対策（広域支援・官民連携・仮置場配置計画等） 

５ 資機材等の調達・備蓄計画 

６ 教育訓練計画 

７ 町民への広報等 

第２ 災害時の相互協力体制の構築 

町は、「奈良県災害廃棄物等の処理に係る相互支援に関する協定（平成 24 年８月１日締

結）」（以下、「相互支援協定」という。）に基づき、県が調整する相互支援体制（施設・

人員等）の整備に協力する。 

また、関係する施設等が最大限の処理能力を発揮できるよう平常時から必要な整備の維持

管理に努める。 

第３ 廃棄物処理施設等の整備等 

１ 施設の整備 

焼却処理施設、リサイクル施設等の計画的な整備を行う。 

第 26 節 廃棄物処理計画 

略 

第１ 災害廃棄物処理計画による体制整備 

町は、災害時に排出される廃棄物の処理に備え作成した、広陵町災害廃棄物処理計画（平

成 30 年 11 月制定）を、広域的な相互支援を視野に入れて見直しを行い、県及び 他市町村

の連携による処理体制の構築に努める。 

※ 災害廃棄物処理計画の事項（例） 

１ 組織体制・指揮命令系統 

２ ごみ発生量推計 

３ 処理フロー（処理場までの搬送含む） 

４ 仮置場配置計画 

５ 処理能力向上対策（広域支援・官民連携・等） 

６ 資機材等の調達・備蓄計画 

７ 教育訓練計画 

８ 住民等への広報等 

第２ 災害時の相互協力体制の構築 

町は、「奈良県災害廃棄物等の処理に係る相互支援に関する協定（平成 24 年８月１日締

結）」（以下、「相互支援協定」という。）に基づき、県が調整する相互支援体制（施設・

人員等）の整備に協力する。また、関係する施設等が最大限の処理能力を発揮できるよう日

頃から必要な整備の維持管理に努める。 

第３ 廃棄物処理施設等の整備等 

１ 施設の整備 

焼却処理施設、リサイクル施設等の計画的な整備を行う。また、災害時に円滑な稼働が損
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また、災害時に円滑な稼働か損なわれることなく、処理能力を最大限に発揮できるよう、

平常時から施設設備の整備点検等に努める。 

さらに、停電時の非常用自家発電設備及び冠水等の被害により施設の稼働が不能となった

場合の代替設備の確保に努める。 

略 

なわれることなく、処理能力を最大限に発揮できるよう、日頃から施設設備の整備点検等に

努める。 

さらに、停電時の非常用自家発電設備及び冠水等の被害により施設の稼働が不能となった

場合の代替設備の確保に努める。 

略 

第 27 節 食料、生活必需品の確保計画 

略 

第１ 町・住民の役割分担 

１ 町 

略 

２ 町民 

町民は、災害時に自己の被災生活に必要な食品、飲料水、その他の生活必需物資の備蓄に

努めなければならない。 

また、東日本大震災の経験から、交通及び物流ネットワークの寸断により、支援物資がす

ぐに行きわたらない可能性もあることから、１週間分以上の食料、飲料水及び生活必需品を

備蓄するよう努める。 

特に、食物アレルギー等の食事に関して配慮が必要な町民は、１週間分の食糧を自ら確保

するように努める。 

略 

 

第２ 平常時の物資調達 

町は、平常時から災害時に必要となる食料品等の物資調達方法を検討し、災害発生時に迅

速かつ的確・適切に対処する体制を整える。 

その方法は、おおむね次のとおりとする。 

１ 物資の調達方法 

町は、流通業者と協定を締結する等具体的方法を検討し、災害発生時に迅速かつ的確・適

切に対処するための環境及び体制を整える。 

(1) 町は、調達物資の品目・輸送拠点・輸送方法等を明らかにする。また、調達物資の

品目については、高齢者や乳幼児用物資にも配慮する。 

(2) 調達の方法は、自主備蓄・生産者備蓄・流通備蓄及び町と他市町村間における応援

協定の締結等、実情に即した方法を採用し、実効性の確保に努める。 

(3) 町は、調達責任者及び担当者を指定し､その職務権限を明らかにする。 

(4) 町は、その他、物資の調達に必要なことを定める。 

略 

第 27 節 食料、生活必需品の確保計画 

略 

第１ 町・住民等の役割分担 

１ 町 

略 

２ 住民等 

住民等は、災害時に自己の被災生活に必要な食品、飲料水、その他の生活必需物資の備蓄

に努めなければならない。 

また、東日本大震災の経験から、交通及び物流ネットワークの寸断により、支援物資がす

ぐに行きわたらない可能性もあることから、防災の基本である「自らの安全は自らが守る」とい

う原則に基づき、最低３日間、推奨１週間分の食料、飲料水及び生活必需品を備蓄するよう努め

る。 

特に、食物アレルギー等の食事に関して配慮が必要な住民等は、日頃から最低３日間、推奨

１週間分の食料を自ら確保するように努める。 

略 

第２ 平常時の物資調達 

町は、災害時に必要となる食料品等の物資調達方法について、平時において流通業者と協

定を締結するなど具体的方法を検討し、災害発生時に迅速かつ的確・適切に対処するための

環境及び体制を整える。その方法は、おおむね次のとおりとする。 

 

(1) 町は、調達物資の品目・輸送拠点・輸送方法等を明らかにする。また、調達物資の

品目については、要配慮者、女性、子どもにも配慮する。 

(2) 調達の方法は、自主備蓄・生産者備蓄・流通備蓄及び町と他市町村間における応援

協定の締結等、実情に即した方法を採用し、実効性の確保に努める。 

(3) 国の物資調達・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

録に努め、国、県及び市町村との情報共有を図る 

(4) 町は、調達責任者及び担当者を指定し､その職務権限を明らかにする。 

(5) 町は、その他、物資の調達に必要なことを定める。 

略 
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奈良県地域防災計画に
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奈良県地域防災計画に
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タイトル削除 

 

奈良県地域防災計画に

基づく修正 

 

奈良県地域防災計画に

基づく追記 

第 28 節 文化財災害予防計画 

略 

第１ 基本計画 

略 

第 28 節 文化財災害予防計画 

略 

第１ 基本計画 

略 
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２ 管理状況の把握 

町は、以下の事項を踏まえ、管理状況の把握に努めるとともに、緊急時の対応に備える。 

(1) 文化財保存センター職員による適宜巡視 

(2) 町教育委員会による情報提供 

(3) 文化財保護指導委員の巡視報告 

(4) 連絡先、所在場所、修理歴、防災設備等のデータ更新 等 

略 

２ 管理状況の把握 

町は、以下の事項を踏まえ、管理状況の把握に努めるとともに、緊急時の対応に 備える。 

(1) 文化財保存センター職員による適宜巡視 

(2) 町教育委員会による情報提供 

(3) 文化財保護審議会委員の巡視報告 

(4) 連絡先、所在場所、修理歴、防災設備等のデータ更新 等 

 

 

 

 

名称の修正 

 

風水害予防計画  

第 29 節 水害への備え 

略 

第１ 浸水想定区域における避難確保の措置、洪水ハザードマップの周知  

１ 浸水想定区域における避難確保措置 

町は、水防法により国土交通大臣及び知事が指定した洪水予報河川及び水位情報周知河川

浸水想定区域浸水想定区域の指定があったとき、当該浸水想定区域ごとに、洪水予報及び水

位到達情報（以下、「洪水予報等」という｡）の伝達方法、避難場所その他洪水時の円滑か

つ迅速な避難の確保を図るために必要な事項を定める。 

また、浸水想定区域内に以下の施設がある場合には、当該施設の名称及び所在地並びにそ

れらの利用者の洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保が図られるよう洪水予報等の伝達方法

を定める。 

略 

２ 事業所等の避難確保計画、浸水防止計画の作成 

(1) 要配慮者利用施設の避難確保計画の作成等 

要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、当該要配慮者利用施設の利用者の洪水時の円滑

かつ迅速な避難の確保を図るために必要な訓練その他の措置に関する計画を作成する。 

 

また、当該要配慮者利用施設利用者が、円滑かつ迅速な避難するための訓練を実施するほ

か、自衛水防組織を置くよう努める。 

 

 

 

 

(2) 大規模工場等の浸水防止計画の作成等 

大規模工場等の所有者又は管理者は、洪水時の浸水防止を図るために必要な訓練、その他

の措置に関する計画を作成する。 

また、当該大規模工場等の洪水時の浸水の防止のための訓練を実施するほか、自衛水防組

織の設置に努める。 

 

３ 町民への周知 

風水害予防計画  

第 29 節 水害への備え 

略 

第１ 洪水浸水想定区域における避難確保の措置、洪水ハザードマップの周知  

１ 洪水浸水想定区域における避難確保措置 

町は、水防法により国土交通大臣及び知事が指定した洪水予報河川及び水位情報周知河川

について、洪水浸水想定区域の指定があったとき、当該浸水想定区域ごとに、洪水予報及び

水位到達情報（以下、「洪水予報等」という｡）の伝達方法、避難場所その他洪水時の円滑

かつ迅速な避難の確保を図るために必要な事項を定める。また、洪水浸水想定区域内に以下

の施設がある場合には、当該施設の名称及び所在地並びにそれらの利用者の洪水時の円滑か

つ迅速な避難の確保が図られるよう洪水予報等の伝達方法を定め、資料編に対象施設の名称

及び所在地を定める。 

略 

２ 事業所等の避難確保計画、浸水防止計画の作成 

(1) 要配慮者利用施設の避難確保計画の作成等 

洪水浸水想定区域内に位置する要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、当該要配慮者利

用施設の利用者の洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な訓練その他の措

置に関する計画を作成する。 

また、当該要配慮者利用施設利用者が、円滑かつ迅速な避難するための訓練を実施し、町

に報告するほか、自衛水防組織を置くよう努める。 

県及び町は、要配慮者利用施設の避難確保に関する計画や避難訓練の実施状況等について、

定期的に確認するよう努めるものとする。また、町は、当該施設の所有者又は管理者に対して、必

要に応じて、円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な助言等を行うものとする。 

資料編に対象となる施設の名称及び所在地を定める。 

(2) 大規模工場等の浸水防止計画の作成等 

洪水浸水想定区域内に位置し、大規模工場等の所有者又は管理者は、洪水時の浸水防止を

図るために必要な訓練、その他の措置に関する計画を作成する。 

また、当該大規模工場等の洪水時の浸水の防止のための訓練を実施するほか、自衛水防組

織の設置に努める。 

資料編に対象となる施設の名称及び所在地を定める。 

３ 住民等への周知 

 

 

 

奈良県地域防災計画に

基づく修正 

 

 

 

 

 

奈良県地域防災計画に

基づく追記 

 

 

 

奈良県地域防災計画に

基づく追記 

 

追加 

 

奈良県地域防災計画に

基づく追記 

 

 

 

奈良県地域防災計画に

基づく追記 
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町は、浸水想定区域、洪水予報の伝達方法、避難場所その他避難確保のため必要な事項を

図面表示等にまとめた洪水ハザードマップ等を作成し、公表・配布、ホームページ掲載等に

より町民に周知する。 

また、避難指示、避難勧告、避難準備情報等、避難の判断基準、伝達方法を明確にしたマ

ニュアルを作成し、日ごろから町民への周知に努める。 

 

 

 

 

 

 

第２ 水防訓練、避難訓練の実施 

水防管理団体（町を含む）は、毎年１回以上、水防団、消防機関及び水防協力団体の水防

訓練を実施し、水防技術の向上を図る。 

略 

第３ 河川災害予防計画 

略 

１ 貯留浸透事業の推進 

町は、県等と協力し、大和川流域における河川はん濫をくいとどめるため、小、中学校施

設及びため池等において貯留浸透事業を推進する。 

２ 水害危険箇所の発見、対策措置 

町は、県等と協力し、水害危険区域の河川堤防、排水門・取水門等の巡視を行い、水害危

険箇所の発見に努めるとともに、補修等に必要な対策措置を行う。 

略 

町は、洪水浸水想定区域、洪水予報の伝達方法、避難場所その他避難確保のため必要な事

項を図面表示等にまとめた洪水ハザードマップ等を作成し、公表・配布、ホームページ掲載

等により住民等に周知する。また、ハザードマップ等の配布又は回覧に際しては、居住する地域

の災害リスクや住宅の条件等を考慮したうえでとるべき 行動や適切な避難先を判断できるよう周

知に努める。 

また、【警戒レベル 5】緊急安全確保、【警戒レベル 4】避難指示、【警戒レベル 3】高齢者等避

難等について、避難すべき区域や避難の判断基準、伝達方法を明確にしたマニュアルを作成

し、日頃から住民等への周知に努める。 

町長は水位周知河川等に指定されていない中小河川について、河川管理者から必要な情報提

供、助言を受けつつ、過去の浸水実績等を把握したときは、これを水害リスク情報として住民等へ

周知するものとする。 

第２ 水防訓練、避難訓練の実施 

水防管理団体（町を含む）は、毎年１回以上なるべく出水期前に、水防団、消防機関及び水

防協力団体の水防訓練を実施し、水防技術の向上を図る。 

略 

第３ 河川災害予防計画 

略 

１ 貯留浸透事業の推進 

町は、県等と協力し、大和川流域における河川はん濫をくいとどめるため、「奈良県平成

緊急内水対策事業」を推進する。 

２ 水害危険箇所の発見、対策措置 

町は、国及び県等と協力し、水害危険区域の河川堤防、排水門・取水門等の巡視を行い、

水害危険箇所の発見に努めるとともに、補修等に必要な対策措置を行う。 

略 

 

 

奈良県地域防災計画に

基づく追記 

 

災害対策基本法改正に

基づく修正 

表現の修正 

奈良県地域防災計画に

基づく追記 

 

 

奈良県地域防災計画に

基づく追記 

 

 

 

 

奈良県事業名に修正 

 

 

追記 

第 30 節 風害予防計画 

町は、防風施設の整備等により風害を予防するとともに、台風等に対する当面の災害予防

は予想できる気象状況を早期に把握し、必要な措置を講ずる。 

第１ 風害の予防対策 

略 

第４ 電力施設の防災対策 

電気施設管理者は、強風時において、予防巡視を実施する。また、弱体設備の補強、ル－

トの選定、支線の増強及び電柱の根入れ等による補強措置を講ずる。 

（関西電力株式会社の防災対策については、本章第 15 節 ライフライン施設の災害予防

計画参照） 

第 30 節 風害予防計画 

町は、台風が発生した時または発生する予測及び暴風を起こす低気圧等の発生を気象庁が発

表したとき、積極的に気象情報を収集し、住民等に警戒に努めるよう啓発する。 

第１ 風害の予防対策 

略 

第４ 電力施設の防災対策 

電気施設管理者は、強風時において、予防巡視を実施する。また、弱体設備の補強、ル－

トの選定、支線の増強及び電柱の根入れ等による補強措置を講ずる。 

（関西電力株式会社及び関西電力送配電株式会社奈良支社の防災対策については、本章第

15 節 ライフライン施設の災害予防計画参照） 

 

表現の修正 

 

 

 

 

 

 

奈良県地域防災計画に

基づく修正 

第 31 節 雪害予防計画 

略 

第 31 節 雪害予防計画 

略 

 

地盤災害予防計画  

第 32 節 総合的な土砂災害予防対策 

地盤災害予防計画  

第 32 節 総合的な土砂災害予防対策 
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略 

第１ 土砂災害に関する施策 

略 

３ 土砂災害警戒情報 

町は、県及び奈良地方気象台が発表する土砂災害警戒情報を、町長が避難勧告の発令基準

として活用する等、災害応急対応を適時適切に行えるようにする。 

略 

５ 災害時要援護者への支援 

平成 29 年６月水防法等の一部を改正する法律の施行に基づき、浸水想定区域内又は土砂

災害警戒区域内の災害時要援護者利用施設の管理者等は、避難確保計画の作成・避難訓練の

実施が義務と位置づけられた。それらについて、町は、県と連携して支援を行う。 

 

略 

第１ 土砂災害に関する施策 

略 

３ 土砂災害警戒情報 

町は、県及び奈良地方気象台が発表する土砂災害警戒情報を、町長が避難指示の発令基準

として活用する等、災害応急対応を適時適切に行えるようにする。 

５ 要配慮者への支援 

平成 29 年６月水防法等の一部を改正する法律の施行に基づき、浸水想定区域内又は土砂

災害警戒区域内の要配慮者利用施設の管理者等は、避難確保計画の作成・避難訓練の実施が

義務と位置づけられた。県及び町は、要配慮者利用施設の避難確保に関する計画や避難訓練

の実施状況等について、定期的に確認するよう努めるものとする。また、町は、当該施設の所有者

又は管理者に対して、必要に応じて、円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な助言等を行

うものとする。 

 

 

 

 

修正 

 

 

 

奈良県地域防災計画に

基づく追記 

第 33 節 ため池災害予防計画 

略 

２ ため池の防災・減災対策の実施 

(1) ため池防災対策等推進事業の実施 

略 

(2) 防災減災対策の啓蒙・普及活動の実施 

町は、県の協力のもと、ため池の破損、決壊による災害を未然に防止するため、管理者等

に対して、日常の管理・点検実施の周知徹底や防災情報連絡体制の整備等の指導を行う。 

 

略 

第 33 節 ため池災害予防計画 

略 

２ ため池の防災・減災対策の実施 

(1) ため池防災対策等推進事業の実施 

略 

(2) 防災減災対策の啓発・普及活動の実施 

町は、県の協力のもと、ため池の破損、決壊による災害を未然に防止するため、ハザード

マップの作成・公表・周知や緊急連絡体制の整備を行うとともに、管理者等に対して、ため池パト

ロールを通して日常の管理・点検実施の指導を行う。 

略 

 

 

 

 

 

表現の修正 

奈良県地域防災計画に

基づく追記 

第 34 節 宅地等災害予防計画 

略 

第２ 二次災害の軽減・防止対策 

略 

 

第 34 節 宅地等災害予防計画 

略 

第２ 二次災害の軽減・防止対策 

略 

３ 宅地危険度判定制度の普及・啓発 

町は、住民等に対して制度の趣旨について理解が得られるよう普及・啓発に努める。 

 

 

 

 

追記 

火災関係予防計画  

第 35 節 火災予防・救急・救助計画 

略 

第３ 救急・救助体制の整備 

略 

３ トリアージの研修実施 

町は、災害時に救急隊員が救護所等において負傷者のトリアージが適切に実施されるよう

研修の実施に努める。 

略 

火災関係予防計画  

第 35 節 火災予防・救急・救助計画 

略 

第３ 救急・救助体制の整備 

略 

３ トリアージの研修実施 

町は、災害時に救急隊員が救護所等において負傷者のトリアージが適切に実施されるよ

う、後方支援のための職員研修の実施に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

表現の修正 
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第 36 節 林野火災予防計画 

略 

第１ 林野火災に強い地域づくり 

略 

２ 監視体制の強化 

略 

(1) 住民等への周知 

気象状況等が、火災予防上危険であると認められるときは、地区住民及び入山者への周知

等必要な措置をとる。 

略 

第 36 節 林野火災予防計画 

略 

第１ 林野火災に強い地域づくり 

略 

２ 監視体制の強化 

略 

(1) 住民等への周知 

気象状況等が、火災予防上危険であると認められるときは、地域住民等及び入山者への周

知等必要な措置をとる。 

略 

 

 

 

 

 

 

 

表現の修正 

原子力災害予防計画  

第 37 節 原子力災害予防計画 

略 

 削除 

鉄道災害予防計画  

第 38 節 鉄道災害予防計画 

略 

鉄道災害予防計画  

第 37 節 鉄道災害予防計画 

略 

節繰り上げ 

 

 

 


