
 10

第２編第２編第２編第２編    災害予防対策災害予防対策災害予防対策災害予防対策    

 

 災害の発生を未然に防止するためには、防災に関する施設の整備・点検、防災に関する物資・資材の備蓄

整備や防災訓練等のほか、住民の防災意識の高揚が重要であるため、本編では、災害の予防活動及び対策に

ついて定める。 

 

第１章第１章第１章第１章    気象予警報等の伝達気象予警報等の伝達気象予警報等の伝達気象予警報等の伝達    
【消防防災安全課、【消防防災安全課、【消防防災安全課、【消防防災安全課、防災危機管理課防災危機管理課防災危機管理課防災危機管理課、河川課、砂防課、松山地方気象台】、河川課、砂防課、松山地方気象台】、河川課、砂防課、松山地方気象台】、河川課、砂防課、松山地方気象台】 

 

 気象、地象、水象、火災に関する予報・警報及び情報の発表基準並びに伝達は、本計画の定めるところに

よるものとする。 

 なお、地震・津波に関する情報の発表、伝達は、愛媛県地域防災計画地震災害対策編及び津波災害対策編

の定めるところによる。 

 

２－１－１２－１－１２－１－１２－１－１    定義定義定義定義        
 

１１１１    特別警報特別警報特別警報特別警報        

 特別警報とは、大雨、大雪、暴風、暴風雪、波浪、高潮が特に異常であることによって重大な災害の起

こるおそれが著しく大きい場合、その旨を警告して行う予報をいう。 

 

２２２２    警報警報警報警報        

 警報とは、大雨、洪水、大雪、暴風、暴風雪、波浪、高潮によって重大な災害の起こるおそれがある場

合に、その旨を警告して行う予報をいう。 

 

３３３３    注意報注意報注意報注意報    

 注意報とは、大雨、洪水、大雪、強風、風雪、波浪、高潮等によって災害が起こるおそれがある場合に、

その旨を注意して行う予報をいう。 

 

４４４４    気象情報気象情報気象情報気象情報    

 気象情報とは、特別警報・警報・注意報に先立って注意を喚起する場合や、特別警報・警報・注意報が

発表された後の経過や予想、防災上の注意を解説する場合等に発表するものをいう。 

 

５５５５    土砂災害警戒情報土砂災害警戒情報土砂災害警戒情報土砂災害警戒情報    

 土砂災害警戒情報とは、県と松山地方気象台が共同で発表する情報で、大雨警報（土砂災害）発表中に、

大雨による土砂災害発生の危険度が高まったとき、市町長が避難勧告等を発令する際の判断や住民の自主

避難の参考となるよう市町ごとに発表するものをいう。 

 

６６６６    洪水予報洪水予報洪水予報洪水予報                    

 洪水予報とは、水防法第１０条２項及び第１１条１項の規定に基づき、国土交通大臣又は知事が指定し

た河川について、洪水のおそれがあると認められるとき、国土交通大臣又は知事が気象庁長官と共同して

その状況を周知させるため水位又は流量等の現況及び予想を示して行う発表をいう。 

 

７７７７    水防警報水防警報水防警報水防警報    

 水防警報とは、水防法第１６条の規定に基づき、国土交通大臣又は知事が指定した河川、湖沼又は海岸

について、洪水、津波又は高潮によって災害が発生するおそれがあるとき、国土交通大臣又は知事が、水

防を行う必要がある旨を警告して行う発表をいう。 

 

８８８８    水位情報水位情報水位情報水位情報    

 水位情報とは、水防法第１３条の規定に基づき、洪水予報河川以外で国土交通大臣又は知事が洪水によ

り国民経済上重大又は相当な損害を生じるおそれがあるものとして指定した河川において、避難判断水位
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（特別警戒水位）に達したことを国土交通大臣又は知事が発表する水位の情報をいう。 

    

９９９９ 火災気象通報火災気象通報火災気象通報火災気象通報    

 火災気象通報とは、消防法第２２条の規定に基づき、気象の状況が火災の予防上危険と認められるとき

に松山地方気象台が県知事に対して通報し、県を通じて市町や消防本部に伝達されるものをいう。 

 

１０１０１０１０    火災警報火災警報火災警報火災警報    

 火災警報とは、消防法第２２条第３項の規定に基づき、市町長が知事から火災気象通報を受けたとき又

は気象の状況が火災の予防上危険であるとき、必要に応じ発表するものをいう。 

 

２－１－２２－１－２２－１－２２－１－２    特別警報・警報・注意報の種類、発表基準及び伝達系統特別警報・警報・注意報の種類、発表基準及び伝達系統特別警報・警報・注意報の種類、発表基準及び伝達系統特別警報・警報・注意報の種類、発表基準及び伝達系統    
 

１１１１    種類及び発表基準種類及び発表基準種類及び発表基準種類及び発表基準    

 松山地方気象台が県内に発表する特別警報・警報・注意報の種類及び発表基準は、資料編「松山地方気

象台が発表する特別警報・警報・注意報の種類及び発表基準」のとおりである。 

 

２２２２    細分区域等細分区域等細分区域等細分区域等    

 災害が起こると予想される地域を技術的に特定することができ、それが防災上必要と考えられる場合に

は、警報・注意報を東予（東予東部・東予西部）・中予・南予（南予北部・南予南部）の区域及び沿岸の

海域に細分して発表する。 

 この場合、区域名は、警報・注意報のタイトルの前に付して表示する。 

東予 東予東部  ～ 四国中央市、新居浜市、西条市の地域 

   東予西部  ～  今治市、上島町の地域 

中予       ～  松山市、伊予市、東温市、久万高原町、松前町、砥部町の地域 

南予 南予北部  ～  大洲市、八幡浜市、西予市、内子町、伊方町の地域 

   南予南部  ～  宇和島市、松野町、鬼北町、愛南町の地域 

 なお、大雨、洪水、高潮の警報・注意報は、各市町を対象区域として発表する。 

    

３３３３    伝達系統伝達系統伝達系統伝達系統    

  特別警報・警報・注意報の伝達系統は、資料編「特別警報・警報・注意報の伝達系統」のとおりである。 

    
２－１－３２－１－３２－１－３２－１－３    気象情報の種類及び伝達系統気象情報の種類及び伝達系統気象情報の種類及び伝達系統気象情報の種類及び伝達系統    
 

１１１１    気象情報の種類気象情報の種類気象情報の種類気象情報の種類    

 (1) 気象情報は、対象とする地域によって次の種類に分けられる。 

 ・ 全国を対象として気象庁が発表する「全般気象情報」 

 ・ 四国地方を対象として高松地方気象台が発表する「地方気象情報」 

 ・ 愛媛県を対象として松山地方気象台が発表する「府県気象情報」 

 

 (2) 気象情報は、目的によって次の種類に分けられる。 

 ・ 特別警報、警報、注意報に先立って注意を喚起するためのもの。 

 ・ 特別警報、警報、注意報が発表された後の経過や予想、防災上の注意点を解説するもの。 

 ・ 記録的な短時間の大雨を観測したときに、より一層の警戒を呼びかけるもの。 

 ・ 少雨、長雨、低温など平年から大きくかけ離れた気象状況が数日間以上続き、社会的に影響の大き

な天候について注意を喚起または解説するためのもの。 

 

 (3) 気象情報の対象となる現象別の種類 

  台風に関する情報、大雨に関する情報、低気圧に関する情報、少雨に関する情報、潮位に関する情 

 報、黄砂に関する情報、※１記録的短時間大雨情報、※2竜巻注意情報などがある。 

 

※1  記録的短時間大雨情報 
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県内で、数年に一度程度しか発生しないような猛烈な短時間の大雨を観測（地上の雨量計によ

る観測）又は解析（気象レーダーと地上の雨量計を組み合わせた分析）したときに、府県気象情

報の一種として発表する。具体的には、100mm 以上の 1 時間雨量を観測または解析した場合に

発表する。 

※2 竜巻注意情報 

     積乱雲の下で発生する竜巻、ダウンバースト等による激しい突風に対して注意を呼びかける情

報で、雷注意報が発表されている状況下において竜巻等の激しい突風の発生しやすい気象状況に

なっているときに、県単位で発表する。この情報の有効期限は、発表から 1時間である。 

 

２２２２    伝達系統伝達系統伝達系統伝達系統    

  気象情報の伝達系統は、特別警報・警報・注意報の伝達系統に準ずる。 

 

２－１－４２－１－４２－１－４２－１－４    土砂災害警戒情報の発表・伝達土砂災害警戒情報の発表・伝達土砂災害警戒情報の発表・伝達土砂災害警戒情報の発表・伝達    
 

 土砂災害警戒情報の発表は、次の基準に達したとき県と松山地方気象台が協議して行い、関係のある市町

の長に通知するとともに、一般に周知させるため、必要な措置を講じる。その伝達系統は、特別警報・警

報・注意報の伝達系統に準ずる。 

 (1) 発表基準 

   大雨警報（土砂災害）発表中において、気象庁が作成する６０分間積算雨量と土壌雨量指数が土砂災

害警戒情報発表基準を超過すると予想された場合に、市町ごとに発表する。 

 (2) 解除基準 

   ６０分間積算雨量と土壌雨量指数が発表基準を下回り、かつ短時間で再び監視基準を超過しないと予

想されるとき、市町ごとに解除する。 

 

２－１－５２－１－５２－１－５２－１－５    洪水予報、水防警報及び水位情報の発表・伝達洪水予報、水防警報及び水位情報の発表・伝達洪水予報、水防警報及び水位情報の発表・伝達洪水予報、水防警報及び水位情報の発表・伝達    
 

 洪水予報、水防警報並びに水位情報の発表及び伝達系統は、愛媛県水防計画の定めるところによる。 

 

２－１－６２－１－６２－１－６２－１－６    火災気象通報及び火災警報の発表・伝達火災気象通報及び火災警報の発表・伝達火災気象通報及び火災警報の発表・伝達火災気象通報及び火災警報の発表・伝達    
    
１１１１    火災気象通報火災気象通報火災気象通報火災気象通報    

  火災気象通報は、次のいずれかの場合に行う。 

(1) 実効湿度が６０％以下で、最小湿度が４０％以下となり最大風速７ｍ／ｓ以上の風が吹く見込みのと 

  き。 

(2) 平均風速１２ｍ／ｓ以上の風が１時間以上連続して吹く見込みのとき。 

  ただし、降雨、降雪中は通報しないこともある。 

  伝達は、第２編第３０章火災予防対策による。 

 

２２２２    火災警報火災警報火災警報火災警報    

 市町長は、火災警報を発表したとき又は解除したときは、市町地域防災計画の定めるところにより、住

民及び関係機関に周知徹底を図るとともに、県（消防防災安全課）に連絡する。 

 

２－１－７２－１－７２－１－７２－１－７    伝達体制伝達体制伝達体制伝達体制    
 

 県、市町及びその他の防災関係機関は、相互に協力し、災害に関する予警報等の伝達、周知徹底に努める

ものとし、このため伝達体制を確立しておく。 

県及び市町は、さまざまな環境下にある住民等及び職員に対して警報等が確実に伝わるよう、関係事業者

の協力を得つつ、防災行政無線（戸別受信機含む。）、全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）、Lアラ

ート、インターネット（ホームページ、SNS等）、登録制メール、IP告知システム、テレビ、ラジオ（コミ

ュニティＦＭ放送を含む。）、携帯電話（緊急速報メール機能を含む。）、ワンセグ等を用いた伝達手段の

多重化、多様化を図る。 



 13

(1) 松山地方気象台は、特別警報・警報・注意報及び土砂災害警戒情報を発表し、又は切り替え、解除し

た場合は、法令及び特別警報・警報・注意報伝達系統に基づき、速やかに関係機関に伝達する。 

(2) 県は、特別警報・警報・注意報及び土砂災害警戒情報の伝達を受けたときは、直ちに県防災通信シス

テム（地上系･衛星系）等により、市町及び県出先機関へ伝達する。 

(3) 市町は、県等から伝達を受けたとき又は自ら知ったときは、直ちに住民及び関係機関へ周知徹底する

ものとし、具体的な伝達系統及び伝達手段については、市町地域防災計画で定めておく。 

(4) 市町は、気象警報、避難勧告等を住民に周知することにより、迅速・的確な避難行動に結びつけるよ

う、その伝達内容等についてあらかじめ検討しておく。 

(5) 放送機関は、特別警報・警報・注意報及び土砂災害警戒情報の伝達を受けたときは、速やかに放送し、

周知徹底に努める。 

(6) その他の防災関係機関にあっては、それぞれ所掌業務に応じて必要な機関に対し、速やかに伝達し、

周知徹底を図る。 

（7） 県、市町、その他の防災関係機関は、特別警報が発表された際には、迅速かつ確実な伝達がなされる

よう、特に留意する。 

 

２－１－８２－１－８２－１－８２－１－８    非常時の伝達体制非常時の伝達体制非常時の伝達体制非常時の伝達体制    
 

(1) 防災関係機関は、松山地方気象台との専用通信回線又は公衆通信回線が途絶するなど松山地方気象台

と連絡がとれなくなった場合には、連絡員を派遣するなど予警報の受信の確保に努める。 

(2) 県から市町等への通常の伝達系統が途絶した場合は、愛媛県非常通信協議会に加盟する各機関の協力

を得て、市町等の最寄りの無線局等を通じ非常通信により伝達するなど、伝達系統の確保に努める。 

(3) 市町においても住民等への通常の伝達系統が途絶した場合における伝達系統及び伝達手段等、伝達体

制の確保に努める。 

 

２－１－９２－１－９２－１－９２－１－９    観測資料の通報連絡観測資料の通報連絡観測資料の通報連絡観測資料の通報連絡    
 

(1) 県に所属する雨量・水位・高潮の観測点の観測結果は、必要に応じ、松山地方気象台に通報する。 

(2) 気象台に所属する県内の観測点の観測結果は、松山地方気象台に集め、必要に応じ、県に通報する。 

(3) 国土交通省に所属する県内の観測点の雨量、水位の観測結果は、それぞれの国土交通省事務所より必

要に応じ松山地方気象台及び県に通報する。 

(4) 鉄道・電力関係の雨量、水位等の観測結果については、鉄道関係は、松山保線区を通じ、電力関係は、

四国電力松山支店及び住友共同電力を通じて、必要に応じて松山地方気象台並びに県に通報する。 

 

 

 ※資料 １ 松山地方気象台が発表する特別警報・警報・注意報の種類及び発表基準（資料編２－１） 

     ２ 特別警報・警報・注意報の伝達系統                （資料編２－２） 

３ Ｊ－ＡＬＥＲＴシステムの概要                  （資料編５－５） 
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第２章第２章第２章第２章    防災思想・知識の普及防災思想・知識の普及防災思想・知識の普及防災思想・知識の普及    
    【私学文書課、消防防災安全課、【私学文書課、消防防災安全課、【私学文書課、消防防災安全課、【私学文書課、消防防災安全課、防災危機管理課防災危機管理課防災危機管理課防災危機管理課、産業政策課、建築住宅課、生、産業政策課、建築住宅課、生、産業政策課、建築住宅課、生、産業政策課、建築住宅課、生

涯学習課、保健体育課】涯学習課、保健体育課】涯学習課、保健体育課】涯学習課、保健体育課】    
    
 自らの身の安全は自らが守るのが防災の基本であり、県民はその自覚を

持ち、食料・飲料水等の備蓄など、平常時より、災害に対する備えを心が

けるとともに、発災時には自らの身の安全を守るよう行動することが重要

である。また、災害時には、近隣の負傷者、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、国、公共機関、地方公共団

体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。このため、県、市町及び関係機関は、県民等に対し、自主防

災思想の普及、徹底を図る。県、市町及び関係機関は、各所属職員のほ

か、県民等に対し、災害予防又は災害応急措置等防災に関する知識の普

及・啓発に努める。 

    

２－２－１２－２－１２－２－１２－２－１    県の活動県の活動県の活動県の活動        
 

 防災対策の円滑な実施を確保するため、県職員の教育を行うとともに、

学校教育、社会教育等を通じて、県民を対象に啓発活動を行う。 

 

１１１１    県職員に対する教育県職員に対する教育県職員に対する教育県職員に対する教育    

  県職員として的確かつ円滑な防災対策を推進するとともに、地域にお

ける防災活動に率先して参加させるため、次の事項について、研修会等

を通じ教育を行う。    

(1) 気象災害に関する基礎知識 

(2) 災害の種別と特性 

(3) 県地域防災計画と防災対策に関する知識 

(4) 災害が発生した場合に、具体的にとるべき行動に関する知識 

(5) 職員として果たすべき役割（職員の動員体制と任務分担） 

(6) 家庭及び地域における防災対策 

(7) 自主防災組織の育成強化対策 

(8) 防災対策の課題その他必要な事項 

  なお、上記(4)及び(5)については、毎年度、各部局等において、所属

職員に対し、十分に周知する。 

  また、各部局等は、所管事項に関する防災対策について、それぞれが

定めるところにより所属職員の教育を行う。 

さらに、専門的知識を有する防災担当職員の育成に努める。 

    

２２２２    教職員及び児童生徒等に対する教育教職員及び児童生徒等に対する教育教職員及び児童生徒等に対する教育教職員及び児童生徒等に対する教育    

 県教育委員会は、市町教育委員会及び県立学校長に対し、県職員に準

じて教職員への教育を行うよう指導するとともに、学校における体系的

な防災教育の実施及び防災教育のための指導時間の確保など、防災に関

する教育の充実に努め、児童生徒等が風水害等に関する基礎的・基本的

な事項を理解し、思考力・判断力を高め、自ら危険を予測し、「主体的

に行動する態度」を育成するよう安全教育等の徹底を指導する。また、

学校において、外部の専門家や保護者等と協力しながら、「愛媛県学校

安全の手引き」（県教育委員会編）等をもとに、学校安全計画及び災害

に関する必要な事項（防災組織・分担等）を定めたマニュアル    

を策定する。 

また、県は、私立学校に対し、これに準じた教育を行うよう指導す

る。 

防災条例第 23 条及び第 34 条 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災条例第 34 条 
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(1) 関連する教科、特別活動等において、児童生徒等の発達の段階を考

慮しながら教育活動全体を通じて、風水害等に関する基礎的知識を修

得させるとともに、風水害等発生時の対策（避難場所・避難経路・避

難方法の確認等）の周知徹底を図る。 

(2) 住んでいる地域の特徴や過去の風水害等について継続的な防災教育

に努める。 

(3) 中学校、高等学校、中等教育学校の生徒を対象に、応急手当の実習

を行うとともに、地域の防災活動や災害時のボランティア活動の大切

さについて理解を深めさせる。 

  高等学校段階の生徒には、地域の防災活動や災害発生時のボランテ

ィア活動にも参加できるような態度を育てる。 

(4) 学校教育はもとより様々な場での総合的な教育プログラムを教育の

専門家や現場の実務者等の参画の下で開発するなどして、自然災害と

防災に関する理解向上に努める。 

 

３３３３    県民に対する防災知識の普及県民に対する防災知識の普及県民に対する防災知識の普及県民に対する防災知識の普及    

  県は、災害発生時に県民が的確な判断に基づき行動できるよう、市町

及び大学等地域学術機関と連携した防災講座の開催等により、防災に関

する知識の普及・啓発を図る。 

その際には、要配慮者への対応や、被災時の男女のニーズの違い等に

も留意する。 

(1) 一般啓発 

 ア 啓発の内容 

  (ｱ) 気象災害に関する基礎知識 

  (ｲ) 災害が発生した場合に、具体的にとるべき行動に関する知識 

  (ｳ) 防災関係機関等が講じる防災対策等に関する知識 

  (ｴ) 地域及び事業所等における自主防災活動の基礎知識 

  (ｵ) 高潮危険予想地域、山・崖崩れ危険予想地域等に関する知識 

(ｶ) 避難場所、避難所、避難路、その他避難対策に関する知識 

  (ｷ) 住宅の補強、火災予防、非常持出品の準備等、家庭における防 

    災対策に関する知識 

  (ｸ) 応急手当等看護に関する知識 

  (ｹ) 避難生活に関する知識 

  (ｺ) 要配慮者や男女のニーズの違い等に関する知識 

(ｻ)  コミュニティ活動及び自主防災組織の活動に関する知識 

  (ｼ)  早期自主避難の重要性に関する知識 

 (ｽ)  防災士の活動等に関する知識 

(ｾ) 災害時の家庭内の連絡体制の確保 

イ 啓発の方法 

  (ｱ) テレビ、ラジオ及び新聞の活用 

  (ｲ) 広報誌、パンフレット、ポスター等の利用 

  (ｳ) 映画、資料映像等の利用 

  (ｴ) 講演会、講習会の実施 

  (ｵ) 防災訓練の実施 

(ｶ)  インターネット（ホームページ）の活用 

(ｷ) 各種ハザードマップの利用 

(2) 社会教育を通じた啓発 

   県及び県教育委員会は、ＰＴＡ、青少年団体等を対象とした各種研

修会、集会等を通じて防災に関する知識の普及・啓発を図り、各団体

の構成員がそれぞれの立場から地域の防災に寄与する意識を高める。 

  ア 啓発の内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災条例第 9条第 1項、第 23 条 

第 2項及び第 46 条 
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    県民に対する一般啓発に準ずるほか、各団体の性格等に合わせた 

   内容とする。 

  イ 啓発の方法 

    各種講座・学級、集会、大会、学習会、研修会等において実施す

る。 

(3) 各種団体を通じた啓発 

   県は、各種団体に対し、研修会、講演会、資料映像等の貸出し等を

通じて防災知識の普及に努め、各団体の構成員である民間事業所等の

組織内部における防災知識の普及を促進させる。 

(4) 「えひめ防災の日」及び「えひめ防災週間」における啓発 

   県は、「えひめ防災の日（12 月 21 日）」を含む「えひめ防災週間 

  （12 月 17 日～12 月 23 日までの一週間）」においては、その趣旨に 

   ふさわしい事業の実施に努める。    
    
２－２－２２－２－２２－２－２２－２－２    市町の活動市町の活動市町の活動市町の活動        
 

 市町は、職員が的確かつ円滑な防災対策を推進するとともに、地域にお

ける防災活動に率先して参加させるための教育を行う。 

 また、住民に対し、住民自らが生命、身体及び財産を守り、併せて地域

の被害を最小限にとどめるために必要な防災知識の普及・啓発を図る。 

 啓発内容及び方法については、概ね県の例に準じ、地域の実情に合わせ

たものとする。 

 

２－２－３２－２－３２－２－３２－２－３    関係機関の活動関係機関の活動関係機関の活動関係機関の活動        
 

(1) 指定公共機関、指定地方公共機関等の関係機関は、各所属職員に対

し、所掌する事務又は業務に関する防災対策について教育を行うとと

もに、利用者等が実施すべき事項等について普及・啓発を行う。    
(2) 日本電信電話株式会社等の電気通信事業者は、災害時に提供する伝

言サービスの仕組みや利用方法等の周知に努める。    
 

２－２－４２－２－４２－２－４２－２－４    普及の際の留意点普及の際の留意点普及の際の留意点普及の際の留意点     

(1) 防災マップの活用 

防災マップについては、住民の避難行動等に活用されることが重要

であることから、配布するだけにとどまらず、認知度を高めていく工

夫が必要である。また、防災マップが安心材料となり、住民の避難行

動の妨げにならないような工夫も併せて必要である 

 (2) 災害教訓の伝承 

県及び市町は、過去に起こった大規模災害の教訓や災害文化を確実

に後世に伝えていくため、大規模災害に関する調査分析結果や映像を

含めた各種資料を広く収集・整理し、適切に保存するとともに、広く

一般に閲覧できるよう公開に努める。また、災害に関する石碑やモニ

ュメント等の持つ意味を正しく後世に伝えていくよう努める。 

住民は、自ら災害教訓の伝承に努めるものとする。県及び市町は、

災害教訓の伝承の重要性について啓発を行うほか、大規模災害に関す

る調査分析結果や映像を含めた各種資料の収集・保存・公開等によ

り、住民が災害教訓を伝承する取組を支援する。    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災条例第 23 条第 1項、第 24 

条第 1項及び第 2項 

 

 

 

 

 

 

 

防災条例第 23 条 

 

 

    

    
  ※資料 愛媛県防災対策基本条例（資料編２２－１）    
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第３章第３章第３章第３章    県民の防災対策県民の防災対策県民の防災対策県民の防災対策    【【【【防災危機管理課防災危機管理課防災危機管理課防災危機管理課】】】】    
    
 災害による被害を軽減するためには、県民一人ひとりが、災害や防災に

関する正しい知識をもち、家庭、地域、職場等で自ら防災対策を実践する

とともに、地域における自主防災組織等の防災活動に積極的に参加するこ

とが重要である。 

 このため、県及び市町は、防災意識の啓発及び防災情報の提供等に努め

る。 

 

２－３－１２－３－１２－３－１２－３－１    県民の果たすべき役割県民の果たすべき役割県民の果たすべき役割県民の果たすべき役割    
 

 県民は、災害から自らを守る「自助」とともにお互いに助け合う「共

助」という意識と行動のもとに、平常時及び災害発生時において、概ね次

のような防災対策を実践する。 

 

１１１１    平常時の実施事項平常時の実施事項平常時の実施事項平常時の実施事項    

(1) 防災に関する知識の習得に努める。 

(2) 地域の危険個所や避難場所、避難所、避難経路、避難方法及び、家

族との連絡方法を確認する。 

(3) 土砂災害や洪水、高潮等地域の危険箇所の把握に努める。 

(4) 家屋の補強を行う。 

(5) 家具の固定等落下倒壊危険物の対策を講じる。    

 (6) 飲料水、食料、携帯トイレ、トイレットペーパー、日用品や医薬品

等生活必需品を備蓄するとともに、避難の際に必要な物資を持ち出す

ことができるように準備をしておく。（飲料水、食料については最低

７日分、うち３日分は非常用持出し。）また、動物飼養者にあっては

飼い主による家庭動物との同行避難や避難所での飼養について準備を

しておく。 

(7) 地域の防災訓練に進んで参加する。 

(8) 家族で災害時の役割分担及び安否確認方法を決めておく。    

(9) 隣近所と災害時の協力について話し合う。 

(10)  消火器その他の必要な資機材を備えるよう努める。 

(11)  避難行動要支援者は、市町、地域住民、自主防災組織、民生委員・

児童委員、介護保険事業者、障害福祉サービス事業者及びボランティ

ア等の協力団体や個人に対し、あらかじめ避難の際に必要な自らの情

報を提供するよう努める。 

 

２２２２    災害発生時の実施事項災害発生時の実施事項災害発生時の実施事項災害発生時の実施事項    

(1) まず我が身の安全を図る。 

(2) 適時、適切な早めの避難を実施する。    

(3) 地域における相互扶助による被災者の救出活動を行う。  

(4) 負傷者の応急手当及び軽傷者の救護に努める。  

(5) 自力による生活手段の確保を行う。 

(6) 正しい情報をつかみ、流言飛語に惑わされない。 

(7) 秩序を守り、衛生に注意する。 

(8) 自動車、電話の利用を自粛する。 

(9) 避難所では、相互に協力して自主的に共同生活を営み、避難所が円

滑に運営するよう努める。 

 

２－３－２２－３－２２－３－２２－３－２    県、市町の活動県、市町の活動県、市町の活動県、市町の活動    
 

防災条例第 4条、第 7 条及び第 

8 条    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

防災条例第 9条から第 12 条まで 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

防災条例第 4条、第 35 条及び第 

36 条 
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１１１１    防災意識の啓発防災意識の啓発防災意識の啓発防災意識の啓発    

 市町は、県民への災害及び防災に関する知識の普及に努める。県は、市

町に協力する。 

 

２２２２    防災情報の提供防災情報の提供防災情報の提供防災情報の提供    

 県及び市町は、災害発生現象、災害危険箇所、避難場所、避難所、過去

の災害状況その他の災害及び防災に関する情報を収集するとともに、県民

に提供する。 

    

防災条例第 23 条 

 

 

 

防災条例第 24 条第 1項 

 

 

    

    
  ※資料 愛媛県防災対策基本条例（資料編２２－１）    
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第４章第４章第４章第４章    自主防災組織の防災対策自主防災組織の防災対策自主防災組織の防災対策自主防災組織の防災対策    【【【【防災危機管理課防災危機管理課防災危機管理課防災危機管理課】】】】    
    
 災害による被害を軽減するためには、県民が相互に協力し、地域や職場

において自発的に活動することが、より効果的である。 

 このため、県及び市町は、自主防災組織の育成強化に努め、県民による

自発的な防災活動を促進する。 

 

２－４－１２－４－１２－４－１２－４－１    自主防災組織の育成強化自主防災組織の育成強化自主防災組織の育成強化自主防災組織の育成強化    
 

 県民の自主的な防災活動は、組織的に行動することがより効果的であ

り、町内会、自治会等を中心とした自主防災組織の結成及び活動が極めて

重要である。 

このため、県及び市町は、自主防災組織の結成を積極的に促進し、要配

慮者への支援や女性の参画促進にも配慮しながら、その育成強化を図る。 

 また、市町は、市町地域防災計画に自主防災組織の育成について定め、

その役割及び活動のほか、指導方針等を具体的に明らかにするとともに、

各種の助成事業等を活用して、必要な資機材の充実を図る。 

    

１１１１    組織の編成単位組織の編成単位組織の編成単位組織の編成単位    

  自主防災組織がその機能を十分に発揮するため、組織の編成単位につ

いては、地域の実情に応じ次の点に留意する。 

(1) 自主防災組織は、地域住民相互の緊密な連携のもとに活動すること

が必要とされるので、住民が連帯感をもてるよう適正な規模で編成す

るものとし、大規模な組織にあっては、いくつかのブロックに分け

る。 

(2) 他地域への通勤者が多い地域は、昼夜間の活動に支障のないよう組

織を編成する。 

(3) 地域内の事業所と協議のうえ、事業所の自衛消防組織等も自主防災

組織に位置づける。 

    

防災条例第 25 条 

 

 

 

 

 

 

防災条例第 25 条 

 

 

 

    
    

２２２２    組織づくり組織づくり組織づくり組織づくり    

  既存の町内会、自治会等の自主組織を自主防災組織へ育成することを

基本に、次のような方法により組織づくりを行う。 

(1) 町内会長、自治会長等を対象にリーダー養成のための研修会等を開

催し、組織の核となる人材を育成する。 

(2) 町内会、自治会等の自治組織に、活動の一環として防災活動を組み

入れることにより、自主防災組織として育成する。 

(3) 婦人防火クラブをはじめ防災活動を行っている組織の活動の充実・

強化を図ることにより、自主防災組織として育成する。 

(4) 女性団体、青年団体、ＰＴＡ等その地域で活動している組織を活用

することにより、自主防災組織として育成する。 

(5) 自主防災組織が、災害時に最も効果的に活動するためには、誰が何

を受け持つかをしっかり決めて、お互いの役割や関係を体系づけてお

く。 

   また、自主防災組織の編成については、それぞれの規約で定めると 

  ころによるが、一般的には、次のような組織編成が考えられる。 

    

防災条例第 13 条及び第 26 条 
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自主防災組織と役割自主防災組織と役割自主防災組織と役割自主防災組織と役割 

 

 

２－４－２２－４－２２－４－２２－４－２    地域における自主防災組織の果たすべき役割地域における自主防災組織の果たすべき役割地域における自主防災組織の果たすべき役割地域における自主防災組織の果たすべき役割    
 

 自主防災組織は、県や市町と連携し、「自分たちの地域は自分たちで

守る」という精神のもとに、災害発生に備えて、平常時において次の活

動を行う。 

    

１１１１    防災知識の普及防災知識の普及防災知識の普及防災知識の普及    

  災害の発生を防止し、被害の軽減を図るためには、住民一人ひとりの

日頃の備えと災害時の的確な行動が重要であるため、防災講座、講習

会、研究会、映写会、その他集会等を利用して防災に対する正しい知識

の普及を図る。    

 また、要配慮者や女性を含む住民の参加による定期的な防災訓練の実

施などにより、防災意識の普及に努める。 

 

  主な啓発事項：① 平常時における防災対策 

② 災害時の心得 

③ 自主防災組織が活動すべき内容 

④ 自主防災組織の構成員の役割等 

 

２２２２    「自主防災マップ」の作成「自主防災マップ」の作成「自主防災マップ」の作成「自主防災マップ」の作成    

  自主防災組織は、市町が作成する総合防災マップ等をもとに身近に内

在する危険や、避難所等災害時に必要となる施設等を表わす地図を作成

し、掲示、あるいは各戸に配布することにより、住民一人ひとりの防災

意識の高揚と災害時の避難行動の的確化を図る。 

 

３３３３    「自主防災組織の防災計画書」の作成「自主防災組織の防災計画書」の作成「自主防災組織の防災計画書」の作成「自主防災組織の防災計画書」の作成    

  地域を守るために必要な対策や自主防災組織構成員ごとの役割をあら

かじめ防災計画書などに定めておく。 

 

４４４４    「自主防災組織の台帳」の作成「自主防災組織の台帳」の作成「自主防災組織の台帳」の作成「自主防災組織の台帳」の作成    

  自主防災組織は、的確な防災活動に必要な組織の人員構成や活動体

制、資機材等装備の現況、災害発生時の避難行動等を明らかにしておく

ため、自主防災組織ごとに次に掲げる台帳を作成しておく。 

  なお、作成にあたっては、個人情報の取扱いに十分留意する。 

防災条例第 5条、第 18 条及び第 
37 条 

 

 

 

 

防災条例第 13 条及び第 15 条か 

ら第 16 条まで 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
防災条例第 14 条 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災条例第 16 条 
    
    
    
 

平常時の活動 災害時の活動

　　物資調達と配分
　　炊き出し

　　災害情報の伝達
　　被害情報の把握
　　防災機関との連携

　　出火防止の広報
　　初期消火活動

　　負傷者の把握
　　救出・救護活動
　　医療機関に協力

　　避難場所・経路の安全確認
　　避難誘導

　　防災意識の啓発
　　広報活動
　　防災マップの作成

消　火　班

情　報　班

　　避難場所・経路の周知
　　要援護者の把握
　　避難訓練

避難誘導班

　　食料・水の備蓄
　　給水拠点の把握
　　炊き出し訓練

　　消火方法の指導
　　初期消火の訓練
　　用水の確保

給食・給水班

会長 副会長 救出・救護班
　　救出用資機材の点検
　　危険箇所の把握
　　救出・救護訓練
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(1) 世帯台帳（基礎となる個票） 

(2) 避難行動要支援者台帳    

 (3) 人材台帳 

 

５５５５    「防災点検の日」の設置「防災点検の日」の設置「防災点検の日」の設置「防災点検の日」の設置    

  家庭と地域の対策を結びつける効果的な防災活動を行い、また、防災

活動用の資機材及び備蓄物資の整備・点検を定期的に行うため「防災点

検の日」を設ける。 

 

６６６６    防災訓練の実施防災訓練の実施防災訓練の実施防災訓練の実施    

  総合防災訓練、地域防災訓練、その他の訓練において、災害発生時の

対応に関し次の事項を主な内容とする防災訓練を実施する。この場合、

他の地域の自主防災組織、職域の防災組織、防災士、学校や市町等と有

機的な連携を図る。 

(1) 情報の収集及び伝達の訓練 

(2) 出火防止及び初期消火の訓練 

(3) 避難訓練 

(4) 救出及び救護の訓練 

(5) 炊き出し訓練 

 

７７７７    地域内の他組織との連携地域内の他組織との連携地域内の他組織との連携地域内の他組織との連携    

  地域内事業所の防災訓練や地域におけるコミュニティ組織と連携を密 

 にし、総合的な自主防災活動の推進に努める。 

 

８８８８    情報の収集・伝達体制の整備情報の収集・伝達体制の整備情報の収集・伝達体制の整備情報の収集・伝達体制の整備    

  自主防災組織は、災害発生時には地域内に発生した被害の状況を迅速

かつ正確に把握して市町等へ報告するとともに、防災関係機関から提供

される情報を住民に迅速に伝達し、不安の解消や的確な応急活動を実施

するため、あらかじめ次の事項を決めておく。    

 (1) 防災関係機関の連絡先 

 (2) 防災関係機関との連絡手段 

 (3) 防災関係機関の情報を地域住民に伝達する責任者及びルート 

 

９９９９    避難行動要支援者の援護体制の整備避難行動要支援者の援護体制の整備避難行動要支援者の援護体制の整備避難行動要支援者の援護体制の整備    

  自主防災組織は、市町及び関係機関等と連携しながら、避難行動要支

援者の避難等の援護を円滑に行うため、あらかじめ地域における避難行

動要支援者に関する情報を把握するよう努める。 

 

１０１０１０１０    資機資機資機資機材等の備蓄材等の備蓄材等の備蓄材等の備蓄    

  自主防災組織は、初期消火、負傷者の救出及び救護その他の応急的な

措置に必要な資機材及び物資を備蓄するよう努める。 

 

２－４－３２－４－３２－４－３２－４－３    県、市町の活動県、市町の活動県、市町の活動県、市町の活動    
    

１１１１    自主防災組織づくりの推進自主防災組織づくりの推進自主防災組織づくりの推進自主防災組織づくりの推進    

 市町は、自主防災組織づくりを推進する。県は、市町に積極的に協力 

する。 

 

２２２２    自主防災に関する意識の高揚自主防災に関する意識の高揚自主防災に関する意識の高揚自主防災に関する意識の高揚    

 県及び市町は、住民の自主防災に関する認識を深めるため、講座や研

修会等を開催する。    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災条例第 15 条及び第 18 条 
    
    
    

    

    

    

    

    

    

    

防災条例第 18 条 

 

 

 

防災条例第 18 条 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災条例第 16 条 

 

 

 

 

防災条例第 17 条 

 

 

 

 

 

防災条例第 25 条第 1項、第 2項 

 

 

 

防災条例第 23 条第 1項 

 
 



 22

 また、消防学校及び市町消防機関は、消防の分野に係る知識・技能研

修の実施や企業等が行う研修に対する講師の派遣などの協力を行う。 

 

３３３３    組織活動の促進組織活動の促進組織活動の促進組織活動の促進    

 市町は、消防団等と有機的な連携を図りながら職員の地区担当制等に

よる適切な指導を行い、自主防災組織が行う訓練、その他の活動の充実

化を促進する。 

 県及び市町は、自主防災組織が行う防災活動が効果的に実施されるよ

う、防災リーダー（自主防災組織が行う防災活動において指導者的役割

を担う者）の育成に努める。 

 

２－４－４２－４－４２－４－４２－４－４    自主防災組織と消防団等の連携自主防災組織と消防団等の連携自主防災組織と消防団等の連携自主防災組織と消防団等の連携    
 

 消防団は、地域住民により構成される消防機関であることから、自主防

災組識の訓練に参加し、資機材の取扱いの指導を行う。また、消防団、警

察、自衛隊のＯＢや防災士などに自主防災組織活動への積極的な支援を求

めるなど、組織同士の連携や人的な交流等を積極的に図る。 

 

２－４－５２－４－５２－４－５２－４－５    事業所等における自主防災活動事業所等における自主防災活動事業所等における自主防災活動事業所等における自主防災活動    
 

１１１１    自主防災活動自主防災活動自主防災活動自主防災活動    

 県内に立地する事業所等は、従業員、利用者等の安全を守るとともに、

地域に被害が拡大することのないよう的確な防災活動を行う必要がある。 

 特に、大規模な災害が発生した場合には、行政や県民のみならず、事業

所等における組織的な初期対応が被害の拡大を防ぐうえで重要である。 

 このため、事業所等においては、自衛の消防組織等を編成するととも

に、市町や地域の自主防災組織と連携を図りながら、事業所及び地域の安

全の確保に積極的に努める。 

 事業所等における自主防災活動は、概ね次の事項について、それぞれ事

業所等の実情に応じて行う。 

(1) 防災訓練 

(2) 従業員等の防災教育 

(3) 情報の収集・伝達体制の確立 

(4) 火災その他災害予防対策 

(5) 避難対策の確立 

(6) 応急救護 

(7) 飲料水、食料、生活必需品、医薬品など災害時に必要な物資の確保    

 

２２２２    浸水想定区域内の活動浸水想定区域内の活動浸水想定区域内の活動浸水想定区域内の活動    

河川氾濫による浸水想定区域における円滑かつ迅速な避難の確保及び

浸水の防止のため、水防法第 15 条の規定により市町地域防災計画に名

称及び所在地を定められた事業者等は、以下の活動を行う。 

(1) 市町地域防災計画に名称及び所在地を定められた地下街等の所有者

又は管理者は、防災体制に関する事項、避難誘導に関する事項、浸水

防止のための活動に関する事項、防災教育・訓練に関する事項、自衛

水防組織の業務に関する事項等に関する計画を作成するとともに、こ

の計画に基づき自衛水防組織を設置する。作成した計画及び自衛水防

組織等の構成員について市町長に報告するとともに、当該計画を公表

する。また、当該計画に基づき、避難誘導、浸水防止活動等の訓練を

実施する。 

(2) 市町地域防災計画に名称及び所在地を定められた要配慮者利用施設

 
 
 
防災条例第 26 条 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災条例第 19 条及び第 21 条 
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の所有者又は管理者は、防災体制に関する事項、避難誘導に関する事

項、避難の確保を図るための施設の整備に関する事項、防災教育・訓

練に関する事項、自衛水防組織の業務に関する事項等の計画の作成、

当該計画に基づく自衛水防組織の設置に努め、作成した計画及び自衛

水防組織の構成員等について市町長に報告する。また、当該計画に基

づき、避難誘導等の訓練の実施に努める。 

(3) 市町地域防災計画に名称及び所在地を定められた大規模工場等の所

有者又は管理者は、防災体制に関する事項、浸水の防止のための活動

に関する事項、防災教育・訓練に関する事項、自衛水防組織の業務に

関する事項等に関する計画の作成及び当該計画に基づく自衛水防組織

の設置に努め、作成した当該計画、自衛水防組織の構成員等について

市町長に報告する。また、当該計画に基づき、浸水防止活動等の訓練

の実施に努める。 

 

２－４－６２－４－６２－４－６２－４－６    地域における自主防災活動の推進地域における自主防災活動の推進地域における自主防災活動の推進地域における自主防災活動の推進    
 

１１１１    地区防災計画地区防災計画地区防災計画地区防災計画    

  市町内の一定の地区内の住民及び当該地区に事業所を有する事業者

は、当該地区における防災力の向上を図るため、共同して、防災訓練の

実施、物資等の備蓄、要配慮者の避難支援体制の構築等自発的な防災活

動の推進に努める。必要に応じて、当該地区における自発的な防災活動

に関する計画を作成し、これを地区防災計画の素案として市町に提案す

る。 

  市町地域防災計画に地区防災計画を位置付けるように提案を受けた市

町は、必要があると認めるときは市町地域防災計画に当該地区防災計画

を定める。 

 

２２２２    地域防災力の充実強化に関する計画地域防災力の充実強化に関する計画地域防災力の充実強化に関する計画地域防災力の充実強化に関する計画    

  市町は、地区防災計画を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

るほか、市町地域防災計画において、当該市町の地域に係る地域防災力

の充実強化に関する事項を定め、その実施に努める。 

    
 

 ※資料  １ 自主防災組織の現況       （資料編１８－１） 

      ２ 婦人・少年・幼年消防クラブの状況（資料編１８－２） 

      ３ 愛媛県防災対策基本条例     （資料編２２－１） 
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第５章第５章第５章第５章    事業者の防災対策事業者の防災対策事業者の防災対策事業者の防災対策    
【消防防災安全課、【消防防災安全課、【消防防災安全課、【消防防災安全課、防災危機管理課防災危機管理課防災危機管理課防災危機管理課、産業政策課、経営支援課、技術企画室】、産業政策課、経営支援課、技術企画室】、産業政策課、経営支援課、技術企画室】、産業政策課、経営支援課、技術企画室】    

    

 災害による被害を軽減するためには、企業などの事業者が、災害時に果

たす役割（生命の安全確保、二次災害の防止、事業の継続、地域貢献、地

域との共生）を十分に認識し、来所者、従業員及び事業所の周辺地域に生

活する住民の安全確保をはじめ、災害時において事業を継続することがで

きる体制を整備するとともに、地域の防災活動に協力することが重要であ

る。特に、食料、飲料水、生活必需品を提供する事業者など災害応急対策

等に係る業務に従事する事業者は、国及び地方公共団体が実施する事業者

との協定締結や防災訓練の実施等の防災施策の実施に協力するよう努め

る。 

 県及び市町は、事業者が行う防災対策への支援に努める。 

 

２－５－１２－５－１２－５－１２－５－１    事業者の果たすべき役割事業者の果たすべき役割事業者の果たすべき役割事業者の果たすべき役割    
 

 事業者は、災害から身を守る「自助」とともにお互いを助け合う「共

助」という意識と行動のもとに、平常時及び災害発生時において、概ね次

のような防災措置を行う。 

 

１１１１    平常時の実施事項平常時の実施事項平常時の実施事項平常時の実施事項    

 (1) 災害時における来所者、従業員等の安全を確保するための計画及び 

  災害時に重要事業を継続するための計画（以下「事業継続計画」とい 

  う。）の作成に努める。 

 (2) 防災訓練及び研修等の実施に努める。 

 (3) 事業継続計画に基づき、災害時において、事業を継続し、又は中断 

  した事業を速やかに再開することができる体制を整備するよう努め

る。 

(4) 所有、占有又は管理する建築物及び工作物等の耐震化・耐浪化、耐

火性の確保に努める。 

 (5) 災害時に交通網が途絶した際などに、来所者、従業員等が一定期間

事業所等内に留まることができるようにするため、応急的な措置に必

要な資機材、食料、飲料水、医薬品等を確保するよう努める。 

 (6) 所有、占有又は管理する施設の避難場所としての提供に努める。 

 (7) 地域の防災対策について、地域住民及び自主防災組織等に積極的に 

  協力するよう努めるとともに、これらの者が行う防災活動に参加する 

  よう努める。 

 (8) 予想災害に対する復旧計画の策定に努める。 

 (9) 事業継続計画や復旧計画等の点検、見直しに努める。 

 

２２２２    災害発生時の実施事項災害発生時の実施事項災害発生時の実施事項災害発生時の実施事項    

 (1) 来所者、従業員等の安全の確保に努める。 

 (2) 地域住民及び自主防災組織等と連携して情報の収集及び提供、救

助、避難誘導等を行い、地域住民の安全を確保するよう努める。 

(3) 帰宅困難者に対し、連絡手段及び滞在場所の提供その他の応急措置

に必要な支援に努めるとともに、協定に基づき、水道水、トイレ、情

報等の提供を行う。 

(4) 要配慮者に配慮した情報提供、避難誘導に努める。 

 

２－５－２２－５－２２－５－２２－５－２    県、市町の活動県、市町の活動県、市町の活動県、市町の活動    
 

防災条例第 6条 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 

防災条例第 19 条から第 22 条ま 

で 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

防災条例第 38 条及び第 39 条 
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１１１１    防災意識の啓発防災意識の啓発防災意識の啓発防災意識の啓発    

市町は、事業者への災害及び防災に関する知識の普及に努める。県は、

市町に協力する。 

 また、県及び市町は、事業継続計画策定支援等の高度なニーズにも的確

に応えられるよう、環境整備に取り組む。 

 

 このほか、県は、消防学校において事業者の自衛消防隊員を対象とした 

防災教育を推進する。 

 

２２２２    防災情報の提供防災情報の提供防災情報の提供防災情報の提供    

 県及び市町は、災害発生現象、災害危険箇所、避難場所、避難所、過去

の災害状況その他の災害及び防災に関する情報を収集するとともに、事業

者に提供する。    

    

防災条例第 23 条 

    
    
    
    
    
    
    
    
防災条例第 24 条第 1項 

    

※資料 １ 災害時における徒歩帰宅者支援に関する協定  （資料編１２－１１） 

     ２ 災害時における被災者への支援活動に関する協定（資料編１２－１２） 

     ３ 愛媛県防災対策基本条例           （資料編２２－ １） 
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第６章第６章第６章第６章    ボランティアの防災対策ボランティアの防災対策ボランティアの防災対策ボランティアの防災対策            【保健福祉課、県警本部、日本赤十字社】【保健福祉課、県警本部、日本赤十字社】【保健福祉課、県警本部、日本赤十字社】【保健福祉課、県警本部、日本赤十字社】    
 

 大規模な災害が発生した場合に、円滑な応急対策を実施するため、ボラ

ンティアやＮＰＯの自主性・主体性を尊重しつつ、ボランティアの能力が

効果的に発揮されるよう、平常時から、ボランティア、コーディネーター

等の養成や地域のボランティア団体、ＮＰＯのネットワーク化など幅広い

ボランティア等の体制整備に努める。 

 

２－６－１２－６－１２－６－１２－６－１    県の活動県の活動県の活動県の活動        
 

１１１１    ボランティアセンターへの支援ボランティアセンターへの支援ボランティアセンターへの支援ボランティアセンターへの支援    

  県は、愛媛県社会福祉協議会と連携し、同協議会が行うボランティア

センター運営のため、次の支援等を行う。 

(1) 情報誌の発行等を通じ、県民のボランティアに関する意識啓発や知

識の普及に努める。    

(2) 災害が発生した場合に被災地において救援活動を行う災害救援ボラ

ンティア等の養成・登録を行う。併せて、そのボランティア登録者に

ついて、個人、グループの別、手話通訳、介護福祉士等の専門技能の

有無、あるいは希望する活動内容等について調査する。 

(3) ボランティア活動を組織的に行うことができるよう、その中核とな

るボランティア・リーダーや災害発生時にボランティアのあっせん等

を行うボランティアコーディネーターの養成・登録を行う。    

(4) ボランティアが被災地において相互に連携し、迅速かつ機能的な活

動が行えるよう、平常時から研修や交流の機会を提供し、ボランティ

ア団体相互間の連絡体制等ネットワーク化を図る。 

(5) ボランティアが安心して活動できるよう、ボランティア保険制度の

周知を図るなど、加入促進に努める。 

 

２－６－２２－６－２２－６－２２－６－２    市町の活動市町の活動市町の活動市町の活動        
 

１１１１    災害救援ボランティアの養成・登録等災害救援ボランティアの養成・登録等災害救援ボランティアの養成・登録等災害救援ボランティアの養成・登録等    

  市町は、社会福祉協議会が行うボランティアセンター事業等を通じ、

次のことを行う。 

(1) 情報誌の発行等を通じ、住民のボランティアに関する意識啓発や知

識の普及に努める。 

(2) 災害が発生した場合に被災地において救援活動を行う災害救援ボラ

ンティア等の養成・登録を行う。併せて、そのボランティア登録者に

ついて、個人、グループの別、手話通訳、介護福祉士等の専門技能の

有無、あるいは希望する活動内容等について調査する。 

(3) ボランティア活動を組織的に行うことができるよう、その中核とな

るボランティア・リーダーや災害発生時にボランティアの斡旋等を行

うボランティアコーディネーターの養成・登録を行う。 

(4) ボランティアが被災地において相互に連携し、迅速かつ機能的な活

動が行えるよう、平常時から研修や交流の機会を提供し、ボランティ

ア団体相互間の連絡体制等ネットワーク化を図る。 

(5) ボランティアが安心して活動できるよう、ボランティア保険制度の

周知を図るなど、加入促進に努める。 

 

２２２２    災害救援ボランティアの活動拠点の確保災害救援ボランティアの活動拠点の確保災害救援ボランティアの活動拠点の確保災害救援ボランティアの活動拠点の確保    

  市町は、災害に備えて避難所を指定する際に、災害救援ボランティア

の活動拠点の確保、活動上の安全確保、被災者ニーズ等の情報提供方策

防災条例第 26 条及び第 32 条 

    
    
    
    
    
    
 

防災条例第 26 条及び第 32 条    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
防災条例第 26 条及び第 32 条 
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等についても、配慮する。 

    
    

２－６－３２－６－３２－６－３２－６－３    県警察の活動県警察の活動県警察の活動県警察の活動        
 

 県警察は、市町と協力して、被災地における各種犯罪・事故の未然防止

と被災住民等の不安の除去等を行うボランティア関係組織・団体との連携

を図るとともに、必要に応じて、これらの活動の中核となる防犯協会等の

自主防犯組織に対し、訓練の実施や資機材の整備等に関し助成その他の支

援を行う。 

 

２－６－４２－６－４２－６－４２－６－４    日本赤十字社愛媛県支部の活動日本赤十字社愛媛県支部の活動日本赤十字社愛媛県支部の活動日本赤十字社愛媛県支部の活動        
 

 日本赤十字社愛媛県支部は、日本赤十字社本来の活動分野である医療救

護活動や救援物資の搬出入・配分及び炊き出し等被災者の自立支援活動を

迅速に遂行するため、あるいは赤十字国際委員会、国際赤十字・赤新月社

連盟、各国赤十字社・赤新月社の要請による在日外国人の安否調査等の活

動を遂行するため、平素から防災ボランティアを養成、登録する。 

 また、日本赤十字社の通常の活動分野以外のサービスの提供を希望する

ボランティアについても、被災者の自立支援活動がスムーズに実施できる

よう災害救助法第１５条第２項に基づき、県、市町、社会福祉協議会等関

係機関と協力し、連絡調整を行う。 

 

２－６－５２－６－５２－６－５２－６－５    ボランティアの果たすべき役割ボランティアの果たすべき役割ボランティアの果たすべき役割ボランティアの果たすべき役割        
 

１１１１    ボランティアが行う活動内容ボランティアが行う活動内容ボランティアが行う活動内容ボランティアが行う活動内容は、主として次のとおりとする。は、主として次のとおりとする。は、主として次のとおりとする。は、主として次のとおりとする。    

(1) 被害情報、安否情報、生活情報の収集・伝達 

(2) 要配慮者の介護及び看護補助 

(3) 外国人、災害の発生により帰宅することが困難となり、又は移動の 

  途中で目的に到達することが困難となった者（以下「帰宅困難者」と 

  いう。）、旅行者等土地不案内者への支援 

(4) 清掃 

(5) 炊き出し 

(6) 救援物資の仕分け及び配布 

(7) 消火・救助・救護活動 

(8) 保健医療活動 

(9) 通訳等の外国人支援活動 

(10) ボランティアのコーディネート 

    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

  ※資料 １ ボランティアセンター事業概念図（資料編１８－３） 

      ２ ボランティア等の応援活動   （資料編１８－４） 

      ３ 愛媛県防災対策基本条例    （資料編２２－１） 
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第７章第７章第７章第７章    防災訓練の実施防災訓練の実施防災訓練の実施防災訓練の実施        
【消防防災安全課、【消防防災安全課、【消防防災安全課、【消防防災安全課、防災危機管理課防災危機管理課防災危機管理課防災危機管理課、河川課、県警本部、海上保安部】、河川課、県警本部、海上保安部】、河川課、県警本部、海上保安部】、河川課、県警本部、海上保安部】    

 

災害が発生し、又は発生する恐れがある場合において、各防災機関が相

互に緊密な連携を保ちながら、県又は市町の地域防災計画に定める災害応

急対策について、職員の安全確保を図りつつ、迅速かつ適切に実施できる

よう職員の知識・技能の向上と住民に対する防災意識の啓発を図るため、

図上又は実地で、総合的かつ効果的な訓練を実施する。 

 その際、自衛隊、海上保安部など国の機関の協力を得るとともに、水防

協力団体、学校、自主防災組織、非常通信協議会、民間企業、ボランティ

ア団体及び要配慮者を含めた地域住民等とも連携した訓練を実施する。 

また、沿岸地域や中山間地域における孤立地区の発生を想定するなど、

地域の実情も考慮しながら、訓練参加者、使用する器材及び実施時間等の

訓練環境等について具体的な設定を行い、参加者自身の判断も求められる

内容を盛り込むなど実践的なものとなるよう工夫するとともに、災害対応

業務に習熟するための訓練に加え、課題を発見する訓練の実施にも努め

る。この際、各機関の救援活動等の連携強化に留意する。 

 なお、訓練後に評価を行い、必要に応じて改善を行い、次回からの訓練

に反映させる。 

 

２－７－１２－７－１２－７－１２－７－１    防災訓練の実施責務又は協力防災訓練の実施責務又は協力防災訓練の実施責務又は協力防災訓練の実施責務又は協力    
 

 (1) 災害予防責任者は、単独又は他の災害予防責任者と共同して、必要

な防災訓練を行う。 

 (2) 災害予防責任者の機関に属する職員、従業員、使用人は、防災計画

に定めるところにより、防災訓練に参加する。 

 (3) 住民その他関係ある団体は、災害予防責任者が行う防災訓練に協力 

 する。 

 

２－７－２２－７－２２－７－２２－７－２    防災訓練の種別防災訓練の種別防災訓練の種別防災訓練の種別    
 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
防災条例第 9条第 1項及び第 15 

条 
    
    

訓練の種別 時期 内    容 参加機関 

総合防災訓練 年１回 
風水害、火災、南海トラフ地震等大規模災害

を想定した総合訓練 

関係防災機関（市町地域住

民を含む） 

県・市町災害対策

本部合同運営訓練 
年 1回 

南海トラフ地震等の大規模災害を想定した災

害対策本部運営に関する図上訓練 
県、市町、防災関係機関 

広域消防訓練 随時 大規模な火災を想定しての応援、消火訓練 関係市町消防職団員 

通信連絡訓練 〃 
予警報の伝達、各種災害報告、感度交換、伝

達、送達、非常用電源設備を用いた訓練 

県、県警、市町、自衛隊及

び関係機関 

非常参集訓練 〃 災害関係課、災害担当者の非常招集 県、県警、市町 

水防訓練 〃 各種水防工法の実施訓練 国、県、市町等 

水防演習 ４年毎 各種水防工法、救助活動等の実施訓練 

国、県、県警､市町、自衛

隊、消防機関、防災関係機

関 

教養訓練 随時 防災活動上必要な教養訓練 県、県警、市町 

消防団教養訓練 
〃 

一般教養、水防法、消防法、災害対策基本

法、実技 
消防団初任者､現任者､幹部 

〃 ポンプ操法、予防、火災防防御 消防団 

危険物等防災訓練 〃 危険物、高圧ガス等、災害防止訓練 
県、県警、消防機関、関係

事業所 
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毒物劇物等事故処

理訓練 
〃 

塩素、シアン化合物、硫酸、特定毒物等の事

故処理訓練及び通報訓練 

県、県警、消防機関、関係

製造所、 関係運送業者 

避難訓練 〃 
市町地域防災計画、学校、事業所計画による

避難訓練 
市町、学校、事業所 

海上保安訓練 〃 
海上保安庁防災業務計画による関係機関によ

る救難訓練 

海上保安庁､県､県警､自衛

隊、漁業関係者、防災関係

機関 

 

２－７－３２－７－３２－７－３２－７－３    訓練の時期訓練の時期訓練の時期訓練の時期    
 

防災週間、水防月間、土砂災害防止月間等を通じ、積極的かつ継続的に

防災訓練等を実施することを基本とし、訓練の種類により、最も訓練効果

のある時期を選んで実施する。 

 

２－７－４２－７－４２－７－４２－７－４    訓練の方法訓練の方法訓練の方法訓練の方法    
 

 訓練実施各機関は、関係機関と相互に連絡をとりながら、単独に若しく

は他の機関と共同して、上記の訓練を個別に又はいくつかの訓練を合わせ

て最も効果ある方法で訓練を行う。 

 また、県においては、他県との応援協定に基づく合同訓練の実施に努め

るとともに、県公安委員会は、訓練の効果的な実施を図るため、特に必要

と認めるときは、当該訓練実施に必要な限度で区域又は道路の区間を指定

して、歩行者又は車両の通行を禁止し、又は制限する。 

 なお、訓練の実施にあたっては、広報に努め、住民等の積極的参加を求

めるほか、訓練に伴う混乱防止に努める。 

 

    
    

 

  ※資料 １ 市町消防の現況    （資料編 ４－１） 

      ２ 愛媛県防災対策基本条例（資料編２２－１） 
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第８章第８章第８章第８章    避難対策避難対策避難対策避難対策    【【【【防災危機管理課防災危機管理課防災危機管理課防災危機管理課】】】】    
 

 市町及び学校、病院、社会福祉施設、工場等防災上重要な施設の管理者

は、災害時において安全かつ迅速な避難を行うことができるよう、避難場

所、避難所、避難路、避難方法及び避難誘導責任者等を定めた避難計画を

作成し、住民等に周知徹底を図るとともに、計画に基づいた訓練を行う。 

 また、市町は、避難計画の作成にあたっては、避難情報等の確実な伝達

手段の確保のほか、あらかじめ避難場所、避難所、避難路を指定するとと

もに避難所に必要な設備、資機材の配備を図り、避難住民の健康状態の把

握等のため、保健師等による巡回健康相談等を実施することを定める。 

 特に市町は、避難勧告、避難指示のほか、避難行動要支援者等特に避難

行動に時間を要する者に対して、避難の開始を求める避難準備情報を提供

するとともに、関係住民への伝達も含めた避難支援体制の充実・強化を図

る。 

なお、市町は、避難所施設の管理者や自主防災組織等と避難所の開設や

運営方法、役割分担等について協議等を行うとともに、情報を共有する。 

さらに、県及び市町は、大規模広域災害時に円滑な広域避難が可能とな

るよう、他の地方公共団体との広域一時滞在に係る応援協定の締結や、被

災者の運送が円滑に実施されるよう運送事業者等との協定の締結など、発

災時の具体的な避難・受入方法を含めた手順等を定めるよう努める。 

 

２－８－１２－８－１２－８－１２－８－１    避難場所及び避難所の指定避難場所及び避難所の指定避難場所及び避難所の指定避難場所及び避難所の指定    
 

 市町は、住民の生命・身体の安全を確保するため、都市公園、公民館、

学校等の公共的施設等を対象に、地域の人口、誘致圏域、地形、災害に対

する安全性等に配慮し、その管理者の同意を得た上で、災害の危険が切迫

した緊急時において安全が確保される指定緊急避難場所及び被災者が避難

生活を送るための指定避難所について、必要な数、規模の施設等をあらか

じめ指定・整備し、市町地域防災計画に定める。 

 市町が県管理都市公園を避難場所、避難所として指定する場合には、県

との情報共有及び連携強化を図るとともに、指定した際には、県の地域防

災計画にも併せて掲載する。 

また、市町はこれらの避難場所、避難所及びその周辺道路に案内標識、

誘導標識等を設置し、速やかに避難できるよう平素から関係地域住民に周

知を図る。 

なお、要配慮者に配慮して、民間賃貸住宅、旅館・ホテル等を借り上げ

る等、多様な避難所の確保に努めるとともに、プライバシーの確保、被災

時の男女のニーズの違いにも配慮するほか、動物の同行避難が可能な避難

所の設置も検討する。 

 

１１１１    指定緊急避難場所指定緊急避難場所指定緊急避難場所指定緊急避難場所    

  災害から一時的、緊急的に避難する場所で、指定の基準は、概ね次の 

 とおりである。 

  なお、指定緊急避難場所となる都市公園等のオープンスペースについ

ては、必要に応じ、火災の輻射熱に対して安全な空間とすることに努め

る。 

(1) 災害発生時に迅速に避難場所の開設を行うことが可能な管理体制を

有するものであること。 

(2) 被災が想定されない安全区域内に立地していること。 

(3) 安全区域外に立地する場合は、災害に対して安全な構造を有し、想

定される洪水等の水位以上の高さに避難者の受入れ部分及び当該部分

防災条例第 27 条及び第 28 条 
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への避難経路を有するものであること。 

(4) 要避難地区のすべての住民（昼間人口も考慮する。）を収容できる

よう配置すること。なお、避難場所の必要面積は、避難者 1 名につき

０.５㎡以上を目安とする。 

(5) 地区分けをする場合は、町内会、自治会等の単位を原則とするが、

主要道路、鉄道、河川等を境界とし、住民がこれを横断して避難する

ことはできるだけ避けること。 

 

２２２２    指定避難所指定避難所指定避難所指定避難所    

  被災者等を必要な期間滞在させるための施設で、指定の基準は、概ね

次のとおりである。 

なお、市町は、学校を避難所として指定する場合には，学校が教育活

動の場であることに配慮するものとし、避難所としての機能は応急的な

ものであることを認識の上、避難所となる施設の利用方法等について、

事前に教育委員会等の関係部局や地域住民等の関係者と調整を図る。 

(1) 被災者等を滞在させるために必要かつ適切な規模を有すること。な

お、避難者の必要面積は 1名につき２㎡以上を目安とする。 

 (2) 速やかに被災者等を受け入れ、生活関連物資を配布することが可能

な構造又は施設を有すること。 

(3) 想定される災害による影響が比較的少なく、災害救援物資等の輸送

が比較的容易な場所にあること。 

(4) 主として要配慮者を滞在させることが想定される施設にあっては、

要配慮者の円滑な利用の確保、相談等の支援を受けることができる体

制が整備されていること。 

(5) なるべく被災地に近く、かつ被災者等を集団的に収容できること。 

 

２－８－２２－８－２２－８－２２－８－２    避難路の指定避難路の指定避難路の指定避難路の指定    
 

 市町は、避難場所の指定に併せ、市街地の状況等に応じて次の基準によ

り避難路を選定・整備する。 

 なお、沿岸地域や河川周辺等による危険が予想される地域については、

浸水等を考慮して避難路の選定・整備を図る。   

また、外国人、旅行者等に対しても、標識板の設置等によりこれらの周 

 知に努める。 

 

(1) 避難路は、緊急車両の通行等を考慮し、必要な幅員を有するものと

する。 

(2) 避難路は、相互に交差しないものとする。 

(3) 避難路には、火災、爆発等の危険の大きい工場等がないよう配慮す 

  る。 

(4) 避難路の選択にあたっては、住民の理解と協力を得て選定する。 

(5) 避難路については、複数の道路を選定するなど、周辺地域の状況を 

  勘案して行う。 

 

２－８－３２－８－３２－８－３２－８－３    住民等への周知のための措置住民等への周知のための措置住民等への周知のための措置住民等への周知のための措置    
 

 市町は、住民等の円滑な避難のための立退きに資するよう、災害に関す

る情報の伝達方法、指定緊急避難場所及び避難路その他の避難経路に関す

る事項その他円滑な避難のための立退きを確保する上で必要な事項を記載

した印刷物の配布その他の必要な措置を講ずるよう努める。 
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２－８－４２－８－４２－８－４２－８－４    避難所の設備及び資機材の配備避難所の設備及び資機材の配備避難所の設備及び資機材の配備避難所の設備及び資機材の配備    
 

市町は、要配慮者及び被災時の男女のニーズの違い等男女双方の視点に

も配慮のうえ、必要な次の設備及び資機材をあらかじめ避難所に配備し、

又は必要なとき直ちに配備できるよう準備しておく。 

 

(1) 衛星携帯電話・無線ＬＡＮ、ＮＴＴ西日本事前設置の特設公衆電

話等の通信機材・設備 

(2) 放送設備 

(3) 照明設備（非常用発電機を含む。） 

(4) テレビ、ラジオ等の災害情報の入手機器 

(5) 炊き出しに必要な機材及び燃料 

(6) 給水用機材 

(7) 救護施設及び医療資機材 

(8) 物資の集積所 

(9) 仮設の小屋又はテント 

(10) 仮設便所 

(11) 防疫用資機材 

(12) 清掃用資機材 

(13) 工具類 

(14) 非常電源 

(15) 日用品 

(16) 備蓄食料及び飲料水 

(17) その他粉ミルクや紙おむつ、生理用品等 

 

２－８－５２－８－５２－８－５２－８－５    市町等の避難計画市町等の避難計画市町等の避難計画市町等の避難計画    
 

１１１１    市町の避難計画市町の避難計画市町の避難計画市町の避難計画    

  市町の避難計画は、次の事項に留意して作成するとともに、自主防災

組織等と連携して避難体制の確立を図る。また、計画作成にあたって

は、洪水、土砂災害等の災害の態様及び地域の特性を踏まえるものとす

る。 

(1) 避難準備情報、勧告又は指示を行う客観的基準及び伝達方法 

(2) 避難場所、避難所の名称、所在地、対象地区及び対象人口 

(3) 避難場所、避難所への経路及び誘導方法 

(4) 避難所開設に伴う被災者救援措置に関する事項 

   ア 給水措置 

   イ 給食措置 

   ウ 毛布、寝具等の支給 

   エ 衣料、生活必需品の支給 

   オ 負傷者に対する応急救護 

(5) 避難所の管理に関する事項 

   ア 避難生活中の秩序保持 

   イ 避難民に対する災害情報の伝達 

   ウ 避難民に対する応急対策実施状況の周知徹底 

   エ 避難民に対する相談業務 

(6) 災害時における広報 

   ア 広報車による周知 

   イ 避難誘導員による現地広報 

   ウ 住民組織を通ずる広報 

(7) 夜間及び休日、荒天時等あらゆる条件下における避難誘導体制の整 
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  備 

(8) 不特定多数の人が利用する地下街・地下道・地下駐車場など地下空

間施設の円滑かつ迅速な避難体制    

 

２２２２    避難勧告等の判断・伝達マニュアルの策定避難勧告等の判断・伝達マニュアルの策定避難勧告等の判断・伝達マニュアルの策定避難勧告等の判断・伝達マニュアルの策定    

  国の「避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガイドライン」に基づ

き、的確に避難勧告等を行うため、次の事項に留意して「避難勧告等の

判断・伝達マニュアル」を作成する。 

 なお、作成にあたっては、洪水、土砂災害等の災害事象の特性を踏ま 

えるとともに、住民への周知徹底を図る。    

(1) 対象とする災害及び地域 

洪水、土砂災害等の災害事象ごとに、住民が避難行動をとる必要が

ある地域を特定 

(2) 避難対象区域 

災害事象や地域ごとに、避難が必要な区域を特定 

(3) 避難勧告等の客観的な発令基準 

ア 住民が避難所等への避難を完了するまでの時間を把握 

イ 避難すべき区域ごとに避難準備情報、避難勧告、避難指示の客観 

 的発令基準を策定 

ウ 国又は県に避難勧告等について必要な助言を求めることができる

よう、連絡調整窓口、連絡方法を決定 

(4) 避難勧告等の伝達方法 

ア 災害ごとの避難勧告等の伝達文を設定 

イ 伝達方法、伝達先を設定 

(5) その他留意すべき災害特性 

ア 想定される災害の特性（危険性）の周知 

イ 災害時の状況等に応じ、屋内での待避等の安全確保措置を講ずべ

きこと 

 

３３３３    防災上重要な施設の管理者の留意事項防災上重要な施設の管理者の留意事項防災上重要な施設の管理者の留意事項防災上重要な施設の管理者の留意事項    

  学校、病院、工場、その他防災上重要な施設の管理者は、次の事項に

留意してあらかじめ避難計画を作成し、関係職員等に周知徹底を図ると

ともに、訓練の実施などにより避難対策を整える 

(1) 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、避難

場所、経路、時期及び誘導、並びに指示の伝達方法等のほか、児童生

徒等の保護者への引渡しに関するルール及び地域住民の避難場所、避

難所となる場合の受入方法等をあらかじめ定める。 

(2) 義務教育及び高等学校等の児童生徒等を集団的に避難させる場合に

備えて、学校及び教育行政機関においては、避難場所の選定や収容施

設の確保、並びに保健、衛生及び給食等の実施方法について定める。 

(3) 病院においては、患者を他の医療機関等の安全な場所へ集団的に避

難させる場合に備え、収容施設の確保、移送の方法、保健、衛生及び

入院患者に対する実施方法等について定める。 

 

４４４４    避難所運営マニュアルの策定避難所運営マニュアルの策定避難所運営マニュアルの策定避難所運営マニュアルの策定 

  市町は、避難所における必要な情報の入手や、暑さ寒さ対策、健康・

衛生管理、心のケアなど長期にわたる避難所運営を円滑に行うため、要

配慮者や男女のニーズの違いに配慮し、マニュアルを策定するよう努め

る。 

  また、動物同行避難が可能な避難所については、避難所における動物

飼養に関する事項についてもマニュアルに定めるよう努める。 
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※資料 １ 都市公園現況表    （資料編１２－７） 

    ２ 愛媛県防災対策基本条例（資料編２２－１） 
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第９章第９章第９章第９章    緊急物資確保対策緊急物資確保対策緊急物資確保対策緊急物資確保対策    
   【交通対策課、【交通対策課、【交通対策課、【交通対策課、防災危機管理課防災危機管理課防災危機管理課防災危機管理課、環境政策課、経営支援課、農産園芸課、四国経済、環境政策課、経営支援課、農産園芸課、四国経済、環境政策課、経営支援課、農産園芸課、四国経済、環境政策課、経営支援課、農産園芸課、四国経済

産業局、中国四国農政局松山地域センター】産業局、中国四国農政局松山地域センター】産業局、中国四国農政局松山地域センター】産業局、中国四国農政局松山地域センター】 

 

 県、市町等の各機関は、災害が発生した場合の県民の生活や安全を確保

するため、平素から、食料、生活物資、医薬品等の備蓄に努めるととも

に、民間企業や民間団体との協定の締結等により流通備蓄を推進する。 

また、備蓄を行うに当たって、大規模な風水害が発生した場合に

は、物資の調達や輸送が平時のようには実施できないという認識に立

って、初期の対応に十分な量の物資を備蓄するほか、物資の性格に応

じ、集中備蓄又は避難所の位置を勘案した分散備蓄を行うなどの観点

に対しても配慮するとともに、備蓄拠点を設けるなど、体制の整備に

努める。 

輸送に関し、県、市町は、緊急通行車両等への優先的な燃料供給等の環

境整備を推進するとともに、輸送協定を締結した民間事業者等の車両につ

いては、緊急通行車両標章交付のための事前届出制度が適用され、発災

後、当該車両に対して緊急通行車両標章を円滑に交付されることとなるこ

とから、民間事業者等に対して周知を行うとともに、自らも事前届出を積

極的にするなど、その普及を図る。 

市町は、県への応援要求が迅速に行えるよう、あらかじめ県と要請の手

順、連絡調整窓口、連絡の方法を取り決めておくとともに、連絡先の共有

を徹底しておくなど、必要な準備を整えておくよう努める。 

 

２－９－１２－９－１２－９－１２－９－１    食料及び生活必需品等の確保食料及び生活必需品等の確保食料及び生活必需品等の確保食料及び生活必需品等の確保        
    

 災害が発生した場合の生活を確保するため、平常時から食料及び生活必

需品等の確保について次の措置を行う。 

 

１１１１    四国経済産業局四国経済産業局四国経済産業局四国経済産業局    

(1) 緊急に必要な生活必需品の調達先に関する情報提供 

 

(2) 生活必需品の緊急輸送に係る防災関係機関等との調整及び情報提供 

 

２２２２    中国四国農政局中国四国農政局中国四国農政局中国四国農政局    

  応急用食料・物資の供給が行えるように各関係機関との連絡体制を構

築する。 

    

３３３３    県の活動県の活動県の活動県の活動    

(1) 大規模災害発生時、市町が行う被災者援護等を支援するための緊急

援護物資の備蓄 

(2) 県内における緊急に必要な食料及び生活必需品（以下「緊急物

資」という。）の調達可能量の定期的な調査 

(3) 県内における緊急物資調達計画の策定 

(4) 大量調達が可能な小売業者等との災害時応援協定の締結の促進 

(5) 他の都道府県との緊急物資調達に関する相互応援協定の締結 

(6) 流通在庫がなく確保が困難な物資の備蓄の推進 

(7) 市町が行う緊急物資備蓄の推進 

(8) 緊急物資の集積所の選定及び運営管理等の検討 

(9) 家庭内備蓄等の促進 

(10) 緊急援護物資の輸送手段の確保 

(11) 緊急輸送に係る調整業務等への運送事業者等の参加、物資の輸送拠

防災条例第 29 条及び第 30 条 
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点における運送事業者等を主体とした業務の実施及び物資の輸送拠点

としての運送事業者等の施設の活用を図るための体制を整備 

(12) 被災市町が自ら物資の調達・輸送を行うことが困難な場合にも被災

者に物資を確実かつ迅速に届けられるよう、物資の要請体制・調達体

制・輸送体制を整備 

(13) 県は、多種・多様な企業・団体との災害時応援協定の締結の促進に

努める。 

 

４４４４    市町の活動市町の活動市町の活動市町の活動    

(1) 非常持出しができない被災住民や旅行者等に対する食料の備蓄 

(2) 孤立が想定される地区における備蓄の促進 

(3) 市町内における緊急物資流通在庫調査の実施 

(4)  市町内における緊急物資調達及び配分計画の策定 

(5) 流通在庫がなく確保が困難な物資の備蓄の推進 

(6) 大量調達が可能な小売業者等との災害時応援協定の締結促進 

(7) 緊急物資の集積所の選定及び運営管理等の検討 

(8) 家庭内備蓄等の促進 

(9) 給食計画の策定 

 

５５５５    県民の活動県民の活動県民の活動県民の活動    

(1) ７日間程度の最低生活を確保できる緊急物資の備蓄 

(2) (1)のうち、３日分程度の非常食料を含む非常持出品の準備 

(3) 自主防災組織等による助け合い活動の推進 

(4) 緊急物資の共同備蓄の推進 

 

２－９－２２－９－２２－９－２２－９－２    飲料水等の確保飲料水等の確保飲料水等の確保飲料水等の確保        
    

１１１１    県の活動県の活動県の活動県の活動    

(1) 民間企業との協定の締結等により、飲料水の確保に努める。 

 (2) 県民及び市町が実施する水の確保対策の啓発を行う。 

    

２２２２    市町の活動市町の活動市町の活動市町の活動    

(1) 飲料水の備蓄を行うほか、給水設備の復旧資材の備蓄を行う。 

(2) 他の地方公共団体からの応援給水を含む応急給水計画を作成する。 

(3) 給水タンク、トラック等応急給水資機材を整備するとともに、貯水 

  槽を設置する。 

(4) 住民及び自主防災組織等に対し、貯水や応急給水について啓発・指

導を行う。 

(5) 水道工事業者等との協力体制を確立する。 

 

３３３３    県民及び自主防災組織の活動県民及び自主防災組織の活動県民及び自主防災組織の活動県民及び自主防災組織の活動    

(1) 県民（家庭）における貯水 

  ア 貯水量は、１人１日３㍑を基準とし、世帯人数の７日分を目標と

する。（うち３日分程度を非常持出用として準備） 

  イ 貯水には、水道水等衛生的な水を用いる。 

  ウ 貯水に用いる容器は、衛生的で、安全性が高く、水もれ、破損し

ないものとする。 

(2) 自主防災組織を中心とする飲料水の確保 

  ア 応急給水を円滑に実施するために、給水班を編成する。 

  イ 災害発生時に利用が予定される井戸、泉、河川、貯水槽等の水

は、水質検査を実施して、市町の指導のもとに利用方法をあらかじ
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め検討しておく。 

  ウ 応急給水に必要とされるポンプ、水槽、ポリタンク、次亜塩素酸

ナトリウム等の資機材を整備する。 

※資料 １ 緊急援護物資                （資料編１０－ １） 

２ 緊急援護物資管理及び輸送体制        （資料編１０－ ２） 

３ 市町備蓄物資一覧表             （資料編１０－ ３） 

４ 米穀の調達に関する協定書          （資料編１０－ ５） 

      ５ 災害救助に必要な物資の調達に関する協定   （資料編１０－ ６） 

      ６ 災害時における生活必需物資の調達に関する協定（資料編１０－ ８、９） 

      ７ 災害時における物資供給に関する協定書    （資料編１０－１０） 

      ８ 災害時における食料（パン）の調達に関する協定（資料編１０－１１） 

      ９ 災害時における応急生活物資の供給及び帰宅困難 

        者への支援に関する協定           （資料編１０－１２） 

     １０ 災害時における救援物資提供に関する協定書  （資料編１０－１６） 

     １１ 災害時における物資の調達に関する協定    （資料編１０－２０） 

     １２ 災害時における物資の保管等に関する協定   （資料編１１－３０） 

     １３ 愛媛県防災対策基本条例           （資料編２２－ １） 
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第１０章第１０章第１０章第１０章    医療救護対策医療救護対策医療救護対策医療救護対策        
【医療対策課、健康増進課、薬務衛生課、県立病院課、日本赤十字社、一般社団【医療対策課、健康増進課、薬務衛生課、県立病院課、日本赤十字社、一般社団【医療対策課、健康増進課、薬務衛生課、県立病院課、日本赤十字社、一般社団【医療対策課、健康増進課、薬務衛生課、県立病院課、日本赤十字社、一般社団

法人愛媛県医師会、一般社団法人愛媛県薬剤師会、法人愛媛県医師会、一般社団法人愛媛県薬剤師会、法人愛媛県医師会、一般社団法人愛媛県薬剤師会、法人愛媛県医師会、一般社団法人愛媛県薬剤師会、公益公益公益公益社団法人愛媛県看護協社団法人愛媛県看護協社団法人愛媛県看護協社団法人愛媛県看護協
会、一般社団法人愛媛県歯科医師会、会、一般社団法人愛媛県歯科医師会、会、一般社団法人愛媛県歯科医師会、会、一般社団法人愛媛県歯科医師会、公益公益公益公益社団法人愛媛県接骨師会】社団法人愛媛県接骨師会】社団法人愛媛県接骨師会】社団法人愛媛県接骨師会】    

 

 災害の規模、態様によっては、医療機関の機能低下、交通の混乱による

搬送能力の低下等の事態が予想されるため、関係機関の協力のもと早期に

広域的医療活動を実施し、傷病者の救護を行う。 

 

２－１０－１２－１０－１２－１０－１２－１０－１    実施方針実施方針実施方針実施方針        
 

(1) 被災者に対する医療救護は、原則として市町が行う。被災地の市町

だけでは対応が困難な場合は、隣接市町、県、国その他の関係機関の

応援を得て行う。 

(2) 県は、市町を応援・補完する立場から、市町から要請があった場

合、又は医療救護の必要があると認めた場合に、救護班や災害派遣医

療チーム（ＤＭＡＴ）を派遣し医療救護を実施する。 

(3) 災害の発生に伴い、県民の生命と健康の安全を脅かす事態が発生

し、又は、発生する恐れがあるときは、県は、市町の被害状況及び救

急・救助活動状況等の情報を収集・把握し、健康被害の発生予防、拡

大防止、治療等の広域的救護活動を迅速に実施するため、健康危機管

理体制を確保し、県内外の関係機関との総合的な調整を行う。 

(4) 県及び市町は、自然災害や大規模事故の発生に備え策定した医療救

護活動要領等に基づき、救護所の設置、救護班の編成、災害派遣医療

チーム（ＤＭＡＴ）の編成、救護病院等の患者受入れ、医薬品・医療

資機材等の確保等に係る諸体制の充実を図る。 

(5) 医療救護活動の実施に当たっては、被災者のメンタルヘルスに配慮

する。 

 

２－１０－２２－１０－２２－１０－２２－１０－２    災害医療コーディネータの設置災害医療コーディネータの設置災害医療コーディネータの設置災害医療コーディネータの設置    
    

(1) 県は、被災地で必要とされる医療が迅速かつ的確に提供されるよ

う、行政や関係機関と連携し、避難所における医療ニーズや医療機関

の被災状況、患者受入れ状況等の情報収集、分析及び伝達と、それを

踏まえた各種調整及び要請等を行う災害医療コーディネータを以下の

とおり設置する。 

  ア 愛媛県全体の医療救護活動を統括するコーディネータとして、災

害対策本部内に統括コーディネータを置く。 

  イ 各二次医療圏内の医療救護活動を調整するコーディネータとし

て、災害基幹拠点病院及び災害拠点病院に災害拠点病院コーディネ

ータを置く。 

  ウ 市町内の医療救護活動を調整するコーディネータとして、公立病

院コーディネータを置く。 

 (2) 県及び災害医療コーディネータは、関係機関と緊密に連携し、平常

時から、県単位、地域単位でのネットワーク構築に努めるとともに、

災害時の被災地内の医療ニーズの収集・把握方法や救護班の受入れ・

派遣方針等について予め検討を行う。 
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〔災害医〔災害医〔災害医〔災害医療コーディネータの設置一覧〕療コーディネータの設置一覧〕療コーディネータの設置一覧〕療コーディネータの設置一覧〕    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
２－１０－３２－１０－３２－１０－３２－１０－３    初期医療体制初期医療体制初期医療体制初期医療体制    
    

１１１１    市町地域防災計画への記載事項等市町地域防災計画への記載事項等市町地域防災計画への記載事項等市町地域防災計画への記載事項等    
市町は、地震発生後の電話や道路交通等の混雑・不通により、緊急医

療体制が十分に機能しない事態に対処するため、市町地域防災計画に次

の事項を記載するとともに、災害医療コーディネータ、県及び関係機関

と連携し、災害時の被災地内の医療ニーズの収集・把握方法や救護班の

受入れ・派遣方針等について、予め検討を行い、初期医療体制を確立す

る。 

 (1) 救護所の設置箇所を定め、住民に周知を図る。 

 (2) 救護所等に医療救護用の資機材を備蓄する。 

 (3) 管内の医療機関の協力により、救護班を編成する。 

 (4) 救護班の派遣要請の方法、重症者の搬出方法等を定める。 

 (5) 応急手当等の家庭看護の普及を図り、自主防災組織等による自主救

護体制の整備に努める。 

 

２２２２    救護班の種類及び編成救護班の種類及び編成救護班の種類及び編成救護班の種類及び編成    

  県は、災害時に速やかに救護班を派遣する体制を整備するため、あら

かじめ救護班の種類及び編成を定めるとともに、県医師会等と災害時の

医療救護活動について協定を締結する。 

(1) 救護班の種類 

  ア 県立病院の職員による救護班 

  イ 日本赤十字社愛媛県支部所属職員による救護班 

  ウ 愛媛県医師会会員による救護班 

  エ 愛媛県歯科医師会会員による救護班 

  オ 愛媛大学医学部附属病院、四国がんセンター、愛媛病院及び愛媛

労災病院（以下「旧国立医療機関」という。）の職員による救護班 

  カ 公的医療機関の職員による救護班 

(2) 救護班の編成 

   救護班の編成単位は、概ね医師１～２名、保健師、看護師４～５

名、事務職員（自動車運転手を含む。）１～２名とする。ただし、愛

媛県歯科医師会会員による救護班にあっては、概ね歯科医師１名、歯

科衛生士又は歯科技工士１名、事務職員１名とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災条例第 31 条第 1項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災条例第 31 条第 2項 

    
    
    

区 分 二次医療圏等 病院区分 設 置 病 院 名 

統括コーディネー

タ 
全  県 

災害基幹 

拠点病院 
県立中央病院 

災害拠点病院コー

ディネータ 

宇  摩 

災害（基

幹）拠点

病院 

公立学校共済組合四国中央病院 

新居浜・西条 県立新居浜病院 

今  治 県立今治病院 

松  山 
県立中央病院、松山赤十字病院、 

愛媛大学医学部附属病院 

八幡浜・大洲 市立八幡浜総合病院 

宇 和 島 市立宇和島病院 

公立病院コーディ

ネータ 

新居浜・西条 

公立病院 

西条市立周桑病院 

松  山 久万高原町立病院 

八幡浜・大洲 市立大洲病院、西予市立宇和病院 

宇 和 島 
鬼北町立北宇和病院 

県立南宇和病院 
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   なお、災害及び救護業務の状況に応じて人員を増減し、また、薬剤

師、助産師等の必要な技術要員を加えることができるほか、救護班の

編成主体は別に定めることができる。 

   また、それぞれの救護班は、あらかじめ救護に必要な医薬品、衛生

材料を整備し、召集連絡方法を定めておく。 

 

２－１０－４２－１０－４２－１０－４２－１０－４    後方医療機関後方医療機関後方医療機関後方医療機関    
 

１１１１    救護病院等救護病院等救護病院等救護病院等    

(1) 県は、救護所等に配置された救護班の医療で対処できない重症者及

び中等症者を収容するため、救護病院又は救護診療所（以下「救護病

院等」という。）を選定する。なお、救護病院として全ての病院を選

定し、救護診療所は、旧町村の区域で病院がなく、かつ公立の診療所

がある場合に１箇所程度選定する。 

(2) 県は、救護病院等の収容可能患者数をあらかじめ把握する。 

(3) 救護病院等は、災害が発生した際に速やかに救護班を派遣できる体

制を整備する。 

(4) 救護病院等は、入院患者の移送及び通院患者への適切な対応を含め

た災害対策マニュアル及び業務継続計画の作成に努めるとともに、職

員に周知徹底を図るほか、防災訓練の実施や参加により実効性の向上

に努める。 

(5) 救護病院等は、浸水防止対策など風水害に対する施設の耐性向上に

配慮するとともに、代替エネルギーシステムの活用を含め自家発電設

備、貯水槽等の整備を図り、停電時、断水時でも対応できるように努

める。また、災害による交通・通信の遮断を想定し、他地域からの支

援が得られるまでの間の救護活動に必要な医薬品、診療材料、医療機

器等の備蓄に努める。 

(6) 救護病院等のうち災害医療コーディネータの設置病院は、衛星電話

等の通信手段の確保をはじめ災害医療コーディネータが行う地域内の

医療救護の調整・実施に必要な機能や体制の充実に努める。 

 

２２２２    災害（基幹）拠点病院災害（基幹）拠点病院災害（基幹）拠点病院災害（基幹）拠点病院    

(1) 県は、災害時における広域的な地域医療の拠点として、救護病院の

中から災害拠点病院を二次医療圏ごとに原則１箇所（松山圏域にあっ

ては２箇所）指定する。災害拠点病院は、災害に耐えうる機能・構造

を有し、救護所等から搬送された入院治療を要する傷病者を受け入れ

るとともに、救護班を派遣し、地域の医療機関へ応急用資器材等の貸

出しを行う機能を有する。 

(2) 県は、災害基幹拠点病院を県内に１箇所指定する。災害基幹拠点病

院は、災害拠点病院としての機能を強化し、災害医療に関して中心的

な役割を担うとともに、訓練・研修機能を有するものとする。そのた

め、県及び統括コーディネータと一体となり、災害拠点病院と連携

し、県全体の医療救護の調整を行い、実施するものとする。 

(3) 災害（基幹）拠点病院は、災害医療コーディネータが行う圏域内の

医療救護の調整・実施に必要な機能や体制の充実に努める。 

(4) 災害（基幹）拠点病院は、災害発生時における多数の患者の発生に

対応するため、入院患者については通常時の２倍、外来患者について

は通常時の５倍程度の受入れが可能なスペースの確保と簡易ベッド等

の整備に努める。 

(5) 災害（基幹）拠点病院は、災害発生直後に必要な救急用医薬品、衛

生材料及び救護班が携行する医療機材、トリアージ（緊急度判定に基
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づく治療順位の決定）・タッグ等の整備に努め、災害時における救護

班の編成及び傷病者の受入れが速やかに行えるよう医療要員の非常参

集体制を構築する。 

(6) 災害（基幹）拠点病院は、平常時の６割程度の発電容量のある自家

発電機等の保有と、３日分程度の燃料の確保に努める。また、平常時

より病院の基本的な機能を維持するために必要な設備について、自家

発電機等から電源の確保が行われていることや、非常時に使用可能な

ことを検証する。 

(7) 災害（基幹）拠点病院は、適切な容量の受水槽の保有、停電時にも

使用可能な井戸設備の整備、優先的な給水協定の締結等により、災害

時の診療に必要な水の確保に努める。 

(8) 災害（基幹）拠点病院は、衛星電話の保有等、衛星回線インターネ

ットが利用できる環境を整備するとともに、複数の通信手段の保有に

努める。 

(9) 災害（基幹）拠点病院は、３日分程度の食料、飲料水、医薬品等の

備蓄に努める。 

(10) 県は、災害（基幹）拠点病院について、浸水防止対策など風水害に

対する施設の耐性強化を図るとともに、衛星電話、備蓄倉庫、自家発

電装置、受水槽、ヘリポート等の施設や設備の整備を推進する。 

 

    
 

区 分 二次医療圏等 病 院 名 

災害基幹 

拠点病院 
全  県 県立中央病院 

災害拠点 

病院 

宇  摩 公立学校共済組合四国中央病院 

新居浜・西条 県立新居浜病院 

今  治 県立今治病院 

松  山 松山赤十字病院、愛媛大学医学部附属病院 

八幡浜・大洲 市立八幡浜総合病院 

宇 和 島 市立宇和島病院 

 

３３３３    三次救急医療施設三次救急医療施設三次救急医療施設三次救急医療施設    

(1) 三次救急医療施設は、重篤救急患者の救命医療を行うための高度な

診療機能を災害時においても確保するため、施設のライフライン維持

機能の強化を図り、医薬品等医療資機材の備蓄に努める。 

(2) 災害時に多発する外傷、挫滅症候群、広範囲熱傷等の重篤救急患者

に対する診療機能の充実を図る。 

    
    

 

区 分 病 院 名 

三次救急 

医療施設 

東予救命救急センター（県立新居浜病院） 

県立中央病院救命救急センター 

南予救命救急センター（市立宇和島病院） 

愛媛大学医学部附属病院 

 

２－１０－５２－１０－５２－１０－５２－１０－５    広域的救護活動の調整広域的救護活動の調整広域的救護活動の調整広域的救護活動の調整    
 

(1) 県は災害医療コーディネータとともに、市町の行う医療救護活動の

総合調整のほか、市町だけでは対応が困難な場合の応援・補完を行う

ため、広域的な救護班の派遣、災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）の派
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遣、医薬品、医療機材の搬送、重症・重篤患者の受入れを調整し、医

師等の医療関係者の不足及び医薬品、医療機材の不足に対処する。 

(2) 県は、独自に充分な医療活動が実施できない場合は、他県や国に対

し、救護班や災害医療派遣チーム（ＤＭＡＴ）等の派遣及び傷病者の

受入れを要請するとともに、他県等からの派遣の受入れを調整する。 

(3) 保健所は災害医療コーディネータとともに、被災地域において、医

療救護活動に必要な情報を収集・提供し、県、市町、関係団体等との

連携を図りながら、被災者に対する健康管理、防疫活動等の総合的な

調整を行う。 

(4) 県は、被災地域の精神保健医療機能が一時的に低下する等必要と認

められる場合は、国に対し災害派遣精神医療チーム（ＤＰＡＴ）の派

遣を要請するとともに、受入れ、派遣を調整する。 

 

２－１０－６２－１０－６２－１０－６２－１０－６    広域医療搬送広域医療搬送広域医療搬送広域医療搬送    
 

県は、被災地域内で対応困難な重症患者を被災地域外に搬送し、緊急の

治療を行う広域医療搬送の円滑かつ迅速な実施に向け、国や関係機関と連

携し、広域医療搬送拠点や航空搬送拠点臨時医療施設（ステージングケア

ユニット：ＳＣＵ）の設置場所や運営方針、協力・連携機関等に係る計画

を予め定める。 

 

２－１０－７２－１０－７２－１０－７２－１０－７    災害情報の収集・連絡体制の整備災害情報の収集・連絡体制の整備災害情報の収集・連絡体制の整備災害情報の収集・連絡体制の整備    
 

 県及び市町は、医療機関の被害状況や医療機関における収容負傷者の状

況、医療従事者の活動状況を把握するため、消防、医療機関等をネットワ

ーク化した愛媛県広域災害・救急医療情報システム（えひめ医療情報ネッ

ト）の活用を図るなど情報通信手段の充実・強化に努める。 

 

２－１０－８２－１０－８２－１０－８２－１０－８    難病患者等の状況把握難病患者等の状況把握難病患者等の状況把握難病患者等の状況把握    
 

 県及び市町は、平常時の保健医療活動を通じて、難病患者、精神疾患等

の慢性疾患患者、人工呼吸器や人工透析等の在宅医療を受けている患者の

状況と医療を提供できる機関に関する情報の把握に努める。 

 

２－１０－９２－１０－９２－１０－９２－１０－９    医薬品、医療資機材等の確保体制の整備医薬品、医療資機材等の確保体制の整備医薬品、医療資機材等の確保体制の整備医薬品、医療資機材等の確保体制の整備    
 

(1) 県は、緊急援護物資備蓄の一環として、医薬品等を保健所に分散備

蓄するほか、救護班及び後方医療機関の行う救護医療活動のために必

要な医薬品等の必要物資の確保に関して、関係機関と連携のうえ、流

通在庫の調達に努める。 

 (2) 市町は､避難生活に必要な医薬品等の備蓄に努める。 

 

２－１０－１０２－１０－１０２－１０－１０２－１０－１０    災害医療に関する普及啓発、研修、訓練の災害医療に関する普及啓発、研修、訓練の災害医療に関する普及啓発、研修、訓練の災害医療に関する普及啓発、研修、訓練の
実施実施実施実施    

 

(1) 県及び市町は、一般住民に対する緊急蘇生法などの家庭看護、トリ

アージの意義やメンタルヘルスなどの災害時における医療救護、献血

者登録等に関する普及啓発に努めるとともに、医療及び行政関係者に

対する災害医療に関する研修・訓練の実施・参加を推進する。 

(2)  災害（基幹）拠点病院は、地域の医療機関等と連携し、定期的な訓

練の実施に努める。 
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２－１０－１１２－１０－１１２－１０－１１２－１０－１１    県民及び自主防災組織が実施すべき事項県民及び自主防災組織が実施すべき事項県民及び自主防災組織が実施すべき事項県民及び自主防災組織が実施すべき事項    
 

 県民及び自主防災組織は、医療救護を受けるまでの応急手当の技術の習

得、軽度の傷病に対応できる医薬品等の備蓄に努める。 

県民は、献血者登録に協力する。 

 

  ※資料 １ 救護班の編成と収容施設一覧表               （資料編 ７－ １） 

２ 災害時の医療救護に関する協定（愛媛県医師会）       （資料編 ７－ ２） 

３ 災害時の医療救護に関する協定（愛媛県看護協会）      （資料編 ７－ ３） 

４ 災害時の医療救護に関する協定（愛媛県歯科医師会）     （資料編 ７－ ４） 

５ 災害時の医療救護に関する協定（愛媛県薬剤師会）      （資料編 ７－ ５） 

６ 災害時に必要な医薬品等の調達に関する協定         （資料編 ７－ ６） 

      ７ 災害時の柔道整復師支援活動に関する協定（愛媛県接骨師会） （資料編 ７－ ７） 

８ 日本赤十字社愛媛県支部救護班の編成と資器材保有状況    （資料編 ７－ ８） 

９ 災害時における被災者支援に関する協定（愛媛県薬事振興会） （資料編 ７－ ９） 

１０ 災害時における医療ガス等の供給に関する協定        （資料編 ７－１０） 

     １１ 愛媛県防災対策基本条例                  （資料編２２－ １） 
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第１１章第１１章第１１章第１１章    防疫・防疫・防疫・防疫・衛生衛生衛生衛生体制の整備体制の整備体制の整備体制の整備    【健康増進課、薬務衛生課】【健康増進課、薬務衛生課】【健康増進課、薬務衛生課】【健康増進課、薬務衛生課】    
 

 災害の発生に伴う感染症の発生と流行を未然に防止するため防疫体制を確立するほか、食品の衛生監視に

係る総合的な体制を整備する。 

 

２－１１－１２－１１－１２－１１－１２－１１－１    実施体制実施体制実施体制実施体制    
 

(1) 被災地域を所管する市町は、県の指導・指示に基づいて防疫活動を実施する。 

(2) 当該市町のみでは実施が困難な場合は、隣接する市町及び県（保健所）の応援を得て実施する。 

 

２－１１－２２－１１－２２－１１－２２－１１－２    県の活動県の活動県の活動県の活動    
 

(1) 防疫の実施について、国及び他の都道府県と協議する。 

(2) 詳細な感染症対応マニュアルを作成する。 

(3) 予防教育や広報活動により、食品衛生及び感染症予防に関する普及啓発を図る。 

 

２－１１－３２－１１－３２－１１－３２－１１－３    市町の活動市町の活動市町の活動市町の活動    
 

(1) 災害発生時に直ちに防疫活動が実施できる体制を整備する。 

(2) 防疫実施計画を作成する。 

(3) 防疫用薬品の調達計画を作成する。 

(4) 住民が行う防疫活動及び保健活動について普及啓発を図る。 
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第１２章第１２章第１２章第１２章    保健衛生活動保健衛生活動保健衛生活動保健衛生活動体制の整備体制の整備体制の整備体制の整備【保健福祉課、医療対策課、健康増進課】【保健福祉課、医療対策課、健康増進課】【保健福祉課、医療対策課、健康増進課】【保健福祉課、医療対策課、健康増進課】    
    
災害の発生に伴う被災者の健康保持のために必要な保健衛生活動を行うための体制を迅速に整備する。 

 

２－１２－１２－１２－１２－１２－１２－１２－１    情報収集体制の整備情報収集体制の整備情報収集体制の整備情報収集体制の整備    
県及び市町は、災害時の保健衛生活動に必要な情報の迅速かつ正確な収集・連絡等を行うための体制整備

に努める。 

 

２－１２－２２－１２－２２－１２－２２－１２－２    保健衛生活動に関する体保健衛生活動に関する体保健衛生活動に関する体保健衛生活動に関する体制整備制整備制整備制整備    
 県及び市町は、発災後迅速に保健師等による保健衛生活動が行えるよう体制を整備する。また、必要に応

じ、保健師等の派遣・受入が可能となる体制の整備、災害時保健衛生活動マニュアルの整備、研修、訓練の

実施等体制整備に努める。 
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第１３章第１３章第１３章第１３章    要配慮者の支援対策要配慮者の支援対策要配慮者の支援対策要配慮者の支援対策        
   【【【【防災危機管理課防災危機管理課防災危機管理課防災危機管理課、保健福祉課、健康増進課、子育て支援課、障害福祉課、長寿介、保健福祉課、健康増進課、子育て支援課、障害福祉課、長寿介、保健福祉課、健康増進課、子育て支援課、障害福祉課、長寿介、保健福祉課、健康増進課、子育て支援課、障害福祉課、長寿介

護課、特別支援教育課】護課、特別支援教育課】護課、特別支援教育課】護課、特別支援教育課】 

 

 県、市町及び社会福祉施設等管理者は、要配慮者の安全を確保するた

め、地域住民、自主防災組織、民生委員・児童委員、介護保険事業者、障

害福祉サービス事業者、ボランティア等の多様な主体の協力を得ながら、

平常時から要配慮者に関する情報の把握及び関係者との共有や情報伝達体

制を整備するとともに、防災担当部局と福祉担当部局等が連携して、避難

行動要支援者の避難支援計画の策定、避難誘導体制の整備、避難訓練の実

施に努める。 

 また、市町は、計画等の策定にあたっては、民間賃貸住宅、旅館・ホテ

ル等を借り上げる等、多様な避難所の確保に努めるほか、プライバシーの

確保や男女のニーズの違い等に配慮する。 

 

２－１３－１２－１３－１２－１３－１２－１３－１    県の活動県の活動県の活動県の活動    
 

県は、市町及び社会福祉施設等管理者と連携して、施設利用者の受入れ

や介護職員等の派遣体制の整備など、広域的な観点に基づいた要配慮者  

の支援対策を行う。 

 

２－１３－２２－１３－２２－１３－２２－１３－２    市町の活動市町の活動市町の活動市町の活動    
 

１１１１    避難行動要支援者名簿の作成等避難行動要支援者名簿の作成等避難行動要支援者名簿の作成等避難行動要支援者名簿の作成等    

(1) 市町は、市町地域防災計画において、避難行動要支援者を適切に避

難誘導し、安否確認等を行うための措置について定める。 

 (2) 市町は、市町地域防災計画に基づき、防災担当部局と福祉担当部  

局との連携の下、平常時より避難行動要支援者に関する情報を把握  

し、避難行動要支援者名簿を作成する。また、避難行動要支援者名  

簿については、地域における避難行動要支援者の居住状況や避難支  

援を必要とする事由を適切に反映したものとなるよう、定期的に更  

新する。 

 (3) 市町は、避難支援等に携わる関係者として市町地域防災計画に定め

た消防機関、警察機関、民生委員・児童委員、社会福祉協議会、自主

防災組織等に対し、避難行動要支援者本人の同意を得た上で、あらか

じめ避難行動要支援者名簿を提供し、多様な主体の協力を得ながら、

避難行動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、名簿

情報の漏えいの防止等必要な措置を講じる。 

 (4) 市町は、安全が確認された後に、避難行動要支援者を円滑に緊急避

難場所から避難所へ移送するため、運送事業者等の協力を得ながら、

移送先及び移送方法等についてあらかじめ定めるよう努める。 

 

２２２２    緊急連絡体制の整備緊急連絡体制の整備緊急連絡体制の整備緊急連絡体制の整備    

  市町は、自主防災組織及び関係機関等と連携して避難行動要支援者ご

とに避難支援者を定めるなど、避難行動要支援者一人ひとりの避難支援

プランを作成する。 

 

３３３３    避難体制の確立避難体制の確立避難体制の確立避難体制の確立    

  避難支援者をはじめ、自主防災組織など地域ぐるみの避難誘導等の方

法を避難行動要支援者からの意見を踏まえ、事前に具体的に定めてお

防災条例第 28 条第 6項 
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く。 

  また、避難所や避難路の指定にあたっては、地域の特性を踏まえると

ともに、高齢者、身体障害者、知的障害者、精神障害者（発達障害を含

む。）、難病患者、妊産婦及び乳幼児、病弱者等避難生活に特別の配慮を

要する者のための福祉避難所の設置を検討するなど、要配慮者の利便性

や安全性にも十分配慮する。 

 

４４４４    防災教育・訓練の充実防災教育・訓練の充実防災教育・訓練の充実防災教育・訓練の充実    

  要配慮者が自らの対応能力を高めるために、個々の要配慮者の態様に

合わせた防災教育や防災訓練の充実強化を図る。 

 

２－１３－３２－１３－３２－１３－３２－１３－３    社会福祉施設等管理者の活動社会福祉施設等管理者の活動社会福祉施設等管理者の活動社会福祉施設等管理者の活動    
 

１１１１    組織体制の整備組織体制の整備組織体制の整備組織体制の整備    

  社会福祉施設等管理者は、災害の発生に備え、あらかじめ施設内の防

災体制の整備、動員計画や緊急連絡体制等の確立に努める。 

  また、同管理者は、市町や他の類似施設、地域の自主防災組織等と連

携を図りながら災害時の協力体制づくりに努める。 

 

２２２２    緊急連絡体制の整備緊急連絡体制の整備緊急連絡体制の整備緊急連絡体制の整備    

  市町の協力を得て、緊急時における情報伝達の手段、方法を確立する

とともに、災害時における施設相互間の緊急連絡体制の整備・強化に努

める。 

 

３３３３    防災教育・訓練防災教育・訓練防災教育・訓練防災教育・訓練の充実の充実の充実の充実    

  市町の協力を得て、災害時において施設利用者等が適切な行動がとれ

るよう防災教育を行うとともに、利用者の実態に応じた防災訓練を定期

的に実施するよう努める。 

 

４４４４    物資等の備蓄物資等の備蓄物資等の備蓄物資等の備蓄    

  災害時に施設利用者等の生活維持に必要な食料、飲料水、介護用品等

の備蓄を行うほか、予想される災害の種類に応じた防災資機材や非常用

自家発電機等の整備に努める。 

 

 

  ※資料 愛媛県防災対策基本条例（資料編２２－１） 
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第１４章第１４章第１４章第１４章    広域応援体制の整備広域応援体制の整備広域応援体制の整備広域応援体制の整備    【消防防災安全課、【消防防災安全課、【消防防災安全課、【消防防災安全課、防災危機管理課防災危機管理課防災危機管理課防災危機管理課、、、、技術企画室、技術企画室、技術企画室、技術企画室、
県警本部】県警本部】県警本部】県警本部】    

    
 県、市町及びその他関係機関は、大規模災害が発生した場合に、円滑な

広域応援活動が行えるよう、あらかじめ相互応援及び広域一時滞在に関す

る協定を締結するとともに、具体的な応援活動を実施できる体制の整備を

進める。 

相互応援協定の締結に当たっては、近隣の地方公共団体に加えて、大規

模な地震災害等による同時被災を避ける観点から、遠方に所在する地方公

共団体との間の協定締結も考慮する。 

また、県、市町は、緊急時に外部の専門家等の意見・支援を活用できる

ような仕組みを平常時から構築することに努める。 

 

２－１４－１２－１４－１２－１４－１２－１４－１    全県的な消防相互応援体制の整備全県的な消防相互応援体制の整備全県的な消防相互応援体制の整備全県的な消防相互応援体制の整備 

 

 県内の全市町長及び消防機関の長が締結している「愛媛県消防広域相互

応援協定」の具体的な運用については、「愛媛県消防広域相互応援計

画」及び「愛媛県水防計画」の定めるところによる。 

 

２－１４－２２－１４－２２－１４－２２－１４－２    全県的な防災相互応援体制の整備全県的な防災相互応援体制の整備全県的な防災相互応援体制の整備全県的な防災相互応援体制の整備 

 

 県内各市町長は、消防以外の分野について、他の市町に対する応援を求

める場合を想定し、あらかじめ全県的な防災広域相互応援協定を締結する

よう努める。 

 

２－２－２－２－１４１４１４１４－３－３－３－３    他県との広域応援体制の整備他県との広域応援体制の整備他県との広域応援体制の整備他県との広域応援体制の整備 

 

 県は、四国、中四国及び全都道府県の各知事とあらかじめ大規模災害時

の広域応援に関する協定を締結するとともに具体的な応援・受援計画を整

備する。 

 四国４県間、中四国９県間及び全都道府県の間の各広域応援協定におけ

る応援の種類及び応援要請の手続は、次のとおりである。 

 

 

防災条例第 30 条 

 

 

 

 

 

 

    

 

協    定    名 応援の種類 応援要請の手続 

四国４県広域応援協定 

 (危機事象発生時の四

国４県広域応援に関す

る基本協定)  

＊平成 19 年２月５日

改定 

 

四国４県広域応援協定

実施細目 

 (危機事象発生時の四

国４県広域応援に関す

る基本協定実施細目) 

＊平成 19 年２月５日

締結 

 (1) 食料、飲料水及び生活必

需物資並びにその供給に必

要な資機材の提供 

 (2) 被災者の救出及び救護、

防疫等災害応急活動に必要

な物資及び資機材の提供 

 (3) 施設等の応急復旧に必要

な物資及び資機材の提供 

 (4) 災害応急活動等に必要な

医療職、技術職、技能職等

の職員及び情報収集、連絡

事務等に必要な職員の派遣 

 (5) 被災者を一時収容するた

めの施設の提供 

電話、ファクシミリ等により次に掲げる事項を

明らかにして応援を要請し、後日、速やかに応

援要請書を送付する。 

 (1) 被害の状況 

 (2) 物的支援を要請する場合は、物資等の品

目、数量、要請場所、輸送手段、輸送経路

等 

 (3) 人的支援を要請する場合は、活動内容、

職種、人員、派遣要請場所、派遣期間、交

通手段及び宿泊所 

 (4) その他の応援を要請する場合は、要請措

置内容、要請場所及びその期間 

 (5) その他必要な事項 
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愛媛県広域応援計画・

受援計画 

＊平成 19 年２月５日

４県各県で策定 

 

 (6) その他特に要請のあった

事項 

中四国広域応援協定 

（中国･四国地方の災

害等発生時の広域支援

に関する協定） 

＊平成 24 年３月１日

改定 

 (1) 食料、飲料水、生活必需

物資及びその供給に必要な

資機材の提供 

 (2) 被災者の救出、医療、防

疫、施設の応急復旧等に必

要な物資及び資機材の提供 

 (3) 避難、救援、消火、救急

活動等に必要な車両、舟艇

及び航空機の派遣及びあっ

せん並びに資機材の提供 

 (4) 医療、救援、応急復旧等

に必要な医療職、技術職、

技能職等の職員の派遣 

 (5) 避難者を受け入れるため

の施設の提供 

 (6) その他特に要請のあった

事項 

○広域支援本部による支援の場合 

電話、ファクシミリ等により次に掲げる事項を

明らかにして応援を要請し、後日、速やかに文

書を提出する。 

 (1) 災害の状況 

 (2) 物資及び資機材の提供を要請する場合

は、その品名及び数量等 

 (3) 職員の派遣を要請する場合は、職種別人

員 

 (4) 避難者を受け入れるための施設の提供を

要請する場合は、避難者の状況及び人数 

 (5) 応援を必要とする区域並びに受入地点へ

の経路 

 (6) 応援を必要とする期間 

 (7) その他必要な事項 

○カウンターパート制による支援の場合 

電話等で広島県へ連絡員の派遣を要請する。 

 

全都道府県広域応援協

定 

 (全国都道府県におけ

る災害時等の広域応援

に関する協定)  

＊平成 24 年５月 18 日

改定 

 

全都道府県広域応援協

定実施細目 

 (全国都道府県におけ

る災害時等の広域応援

に関する協定実施細目

(災害関係)) 

＊平成 24 年５月 18 日

改定 

 

 被災地等における住民の避

難、被災者等の救援・救護及び

災害応急・復旧対策に係る人

的・物的支援、施設若しくは業

務の提供又はそれらの斡旋 

必要とする応援の内容に関する次の事項を記載

した文書を提出する。ただし、いとまのない場

合は、電話又はファクシミリ等により広域応援

の要請を行い、後日文書を速やかに提出する。 

 (1) 資機材及び物資等の品目並びにそれらの

数量 

 (2) 施設、提供業務の種類又は斡旋の内容 

 (3) 職種及び人数 

 (4) 応援区域又は場所及びそれに至る経路 

 (5) 応援期間（見込みを含む。） 

 (6) その他必要な事項 

 

なお、災害の規模に応じ、支援の方法を区分 

○小規模災害：カバー（支援）県による支援 

○中規模災害：ブロック間（九州）の支援 

○大規模災害：全国の対口支援方式による支援 

 

    
２－２－２－２－１４１４１４１４－４－４－４－４    緊急消防援助隊の編成緊急消防援助隊の編成緊急消防援助隊の編成緊急消防援助隊の編成 

 

 県外への消防広域応援については、都道府県単位で設置した緊急消防援

助隊を中心に応援隊を派遣するものとし、本県の緊急消防援助隊の部隊編

成は、次のとおりである。 

なお、今後とも、緊急消防援助隊を充実強化するとともに、実践的な訓

練等を通じて、人命救助活動等の支援体制の整備に努める。 

(1) 指揮隊 

    
    



 50

(2) 救助部隊 

(3) 救急部隊 

(4) 後方支援部隊 

(5) 消火部隊 

(6) 特殊災害部隊 

(7) 特殊装備部隊 

(8) 航空部隊 

 (9) 水上部隊 

 

２－２－２－２－１４１４１４１４－５－５－５－５    警察災害派遣隊の編成警察災害派遣隊の編成警察災害派遣隊の編成警察災害派遣隊の編成        
 

 県警察は、大規模災害が発生し、又は発生しようとしている場合に、被

災地又は被災が予想される地域において活動する警察災害派遣隊を次のと

おり編成し、実践的な訓練、装備資機材の充実を通じて、広域的応援体制

の整備を図る。 

(1) 即応部隊 

(2) 一般部隊 

 

２－１４２－１４２－１４２－１４－６－６－６－６    広域防災拠点の整備広域防災拠点の整備広域防災拠点の整備広域防災拠点の整備    
    

    県は、大規模災害が発生した場合に、広域的な応援活動が円滑に実施さ

れるように、防災関係機関が応急対策活動を行うための展開拠点となる施

設及び他県から輸送される救援物資の中継拠点となる施設をあらかじめ広

域防災拠点として選定するとともに、その整備に努める。 

広域防災拠点は、次の事項に留意のうえ、東予、中予、南予それぞれの

地域に分散して選定する。 

 (1) 交通アクセスに優れていること 

(2) 被災が想定されない安全区域内にあること 

(3) 活動に必要な敷地や建物を有すること 

(4) 建物については、耐震性等安全な構造を有すること  

(5) 地方本部や市町、関係機関等との連携に優れていること 

(6) 一定期間の継続使用が可能であること  

(7) 他の防災関係の指定とできるだけ重複していないこと 

      

２－１４－７２－１４－７２－１４－７２－１４－７    受援計画の策定・運用受援計画の策定・運用受援計画の策定・運用受援計画の策定・運用    
    

    県は、大規模災害が発生した場合に、自衛隊・消防・警察などの救助機

関等や食料・飲料水・生活必需品等の物資を円滑に被災地や被災者へ届け

るため、選定した広域防災拠点を中心として、支援受入の基本的な体制や

手順等について定めた受援計画（「愛媛県広域防災活動要領」。以下「県計

画」という。）を策定する。 

 策定した県計画は、訓練等を通じて実効性を高めるとともに、防災を取

り巻く状況及び知見の変化、自治体及び関係機関の防災体制の変更等に応

じ、柔軟に見直しを行うほか、県は市町や関係機関等に対し、県計画と連

携した受援計画の策定を働きかける。 

   

  ※資料 １ 危機事象発生時の四国４県広域応援に関する基本協定     （資料編１７－ １） 

２ 危機事象発生時の四国４県広域応援に関する基本協定実施細目 （資料編１７－ ２） 

３ 愛媛県広域応援計画・受援計画               （資料編１７－ ３） 

４ 中国・四国広域応援協定                  （資料編１７－ ４） 

５ 全国都道府県における災害時等の広域応援に関する協定    （資料編１７－ ５） 
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６ 全国都道府県における災害時等の広域応援に関する協定実施細目（資料編１７－ ６） 

７ 四国地方における災害時の応援に関する申し合わせ      （資料編１７－ ７） 

８ 災害復旧技術専門家派遣制度                （資料編１７－ ８） 

９ 緊急消防援助隊受援計画                  （資料編１７－ ９） 

１０ 緊急消防援助隊愛媛県隊応援等実施計画           （資料編１７－１０） 

１１ 広域防災拠点                       （資料編１７－１３） 

     １２ 愛媛県消防広域相互応援協定                （資料編 ４－ ２） 

     １３ 愛媛県消防広域相互応援計画                （資料編 ４－ ３） 

     １４ 愛媛県防災対策基本条例                  （資料編２２－ １） 

     １５ 愛媛県広域防災活動要領（概要）              （資料編１７－１４） 
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第１５章第１５章第１５章第１５章    資材・機材等の点検整備資材・機材等の点検整備資材・機材等の点検整備資材・機材等の点検整備        
【消防防災安全課、【消防防災安全課、【消防防災安全課、【消防防災安全課、防災危機管理課防災危機管理課防災危機管理課防災危機管理課、薬務衛生課、、薬務衛生課、、薬務衛生課、、薬務衛生課、技術企画室、河川課、道技術企画室、河川課、道技術企画室、河川課、道技術企画室、河川課、道

路維持課、県警本部】路維持課、県警本部】路維持課、県警本部】路維持課、県警本部】 
 

 県、市町及び防災関係機関の災害予防責任者は、自己が保有する災害応急措置に必要な資材、機材並びに

施設を、災害時にその機能を有効使用できるよう常時点検整備を行う。 

 

２－１５－１２－１５－１２－１５－１２－１５－１    点検整備を要する資材・機材点検整備を要する資材・機材点検整備を要する資材・機材点検整備を要する資材・機材 

 

(1) 水防用備蓄資材・機材 

 (2) 食料及び飲料水 

 (3) 救助用衣料生活必需品 

 (4) 救助用医薬品及び医療器具 

 (5) 防疫用薬剤及び用具 

 (6) 防雪用機械 

 (7) 警備用装備資機材 

 (8) 通信機材 

 (9) 災害対策用資機材 

(10) 油災害対策用資機材 

(11) 給水用資機材 

(12) 消防用資機材 

(13) その他電気、ガス、水道、交通施設等復旧に必要な資機材 

 

２－２－２－２－１５１５１５１５－２－２－２－２    点検点検点検点検整備実施機関整備実施機関整備実施機関整備実施機関    
 

 資材・機材を保有する各機関とする。 

 

２－２－２－２－１５１５１５１５－３－３－３－３    実施時期実施時期実施時期実施時期    
 

 各機関の点検責任者は、それぞれ点検計画表を作成し、点検整備を実施する。 

 

２－２－２－２－１５１５１５１５－４－４－４－４    点検整備実施内容点検整備実施内容点検整備実施内容点検整備実施内容    
 

 点検整備は、次のことに留意して実施する。 

１１１１    資材・機材資材・機材資材・機材資材・機材    

(1) 規格ごとの数量の確認、不良品の取替 

(2) 薬剤等については、効果の測定 

(3) その他必要な事項 

２２２２    機械類機械類機械類機械類    

(1) 故障、不良箇所の有無の点検整備、不良部品の取替 

(2) 機能試験の実施 

(3) その他必要な事項 

 

２－２－２－２－１５１５１５１５－５－５－５－５    留意事項留意事項留意事項留意事項    
 

(1) 実施結果は、記録しておく。 

(2) 資機材等に故障等の不良箇所が発見された場合は、直ちに修理等の措置を講じる。 

(3) 数量に不足が生じている場合は、補充等の措置を講じる。 
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第１６章第１６章第１６章第１６章    情報システムの整備情報システムの整備情報システムの整備情報システムの整備    【消防防災安全課、【消防防災安全課、【消防防災安全課、【消防防災安全課、防災危機管理課防災危機管理課防災危機管理課防災危機管理課、河川課、砂、河川課、砂、河川課、砂、河川課、砂
防課、情報政策課、県警本部】防課、情報政策課、県警本部】防課、情報政策課、県警本部】防課、情報政策課、県警本部】    

 

 県、市町及びその他防災関係機関は、災害時における情報通信の重要性に鑑み、平常時から災害の発生に

備え、災害情報を迅速かつ的確に把握し、的確な防災対策を実施できるよう、情報通信システムの高度化及

び多重化を図る。 

 また、災害時において、通常の通信手段が確保できない場合を考慮し、平素から他機関等の通信手段が利

用できるよう代替ルートについて検討しておくとともに、愛媛県非常通信協議会との連携に努める。 

 

２－１６－１２－１６－１２－１６－１２－１６－１    情報収集・連絡体制の整備情報収集・連絡体制の整備情報収集・連絡体制の整備情報収集・連絡体制の整備 

 

 県・市町及びその他防災関係機関は、大規模災害時において迅速かつ的確な災害情報等の収集・連絡が行

えるよう、平素から情報伝達ルートの多重化及び情報収集・連絡体制の明確化等による体制の確立に努める。

その際、夜間休日等の勤務時間外においても対応できるように配慮する。 

 

１１１１    県の役割県の役割県の役割県の役割    

(1) 機動的な情報収集活動を行うため、消防防災ヘリコプター及びヘリコプターテレビ電送システム、ヘ

リコプター衛星通信システム（ヘリサット）、固定カメラ等の運用管理及び県警ヘリコプターとの連携

に努めるなど、各機関において多様な情報収集手段を活用できる体制の整備、画像情報の収集・連絡シ

ステムの整備を推進する。 

また、四国地方整備局の光ファイバーネットへの接続により情報共有を図る。 

(2) 被災現場等において情報の収集・連絡にあたる要員確保体制の整備に努める。 

(3) 地上の災害の影響を受けない衛星通信の利用を図るため、県と市町等を結ぶ衛星通信ネットワークの

運用管理に努める。 

(4) 緊急時における総理大臣官邸、内閣府等、国との通信手段を確保するため、中央防災無線網に接続す

る通信回線や、全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）その他の災害情報等を瞬時に伝達するシステ

ムの運用管理に努める。 

(5) 被災市町から県への被災状況の報告ができない場合を想定し、県職員を被災市町に派遣し情報収集す

る体制を確保し、その情報収集活動に必要となる衛星携帯電話などの通信連絡手段の整備や情報収集要

領の作成に努める。 

 

２２２２    市町の役割市町の役割市町の役割市町の役割    

(1) 防災行政無線をはじめ多様な通信手段の整備を図るとともに、その管理に努める。 

(2) 被災現場等において情報の収集・連絡にあたる要員確保体制の整備に努める。 

(3) アマチュア無線の活用体制の整備に努める。 

(4) 孤立地区対策として、防災行政無線による連絡体制のほか、衛星携帯電話や臨時ヘリポートの整備 

  に努める。 

 

３３３３    防災関係機関の役割防災関係機関の役割防災関係機関の役割防災関係機関の役割    

(1) 愛媛県非常通信協議会と連携し、毎年、通信体制の総点検及び非常通信訓練を実施するよう努める。 

(2) 被災現場等において情報の収集・連絡にあたる要員確保体制の整備に努める。 

(3) 災害時に有効な衛星携帯電話等移動通信系の整備を図る。 

(4) ＮＴＴの災害時優先電話等の配備について確認するとともに、その取扱い、運用方法等の習熟に努め 

  る。 

 

２－１６－２２－１６－２２－１６－２２－１６－２    通信施設の整備通信施設の整備通信施設の整備通信施設の整備 

 

 通信施設管理者は、防災上重要な通信施設、設備等については、次により点検、整備等を行い、災害応急

対策の円滑な実施を確保する。 

(1) 通信施設（予備電源を含む｡）を点検するとともに、動作状態を確認し必要な措置を講じる。 

(2) 充電式携帯無線については､完全充電を行うとともに､予備電池を確保するなど、適正な維持管理に努
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める。 

(3) 高潮や浸水が予想される地域にある施設は、通信機及び発動発電機の高所への移設設置等必要な措置

を講じる。 

(4) 中継局には定期的に保守要員を派遣し、点検を行い、必要に応じて待機させる体制を整える。 

 

２－１６－３２－１６－３２－１６－３２－１６－３    防災情報システムの拡充整備防災情報システムの拡充整備防災情報システムの拡充整備防災情報システムの拡充整備 

 

１１１１    基本方針基本方針基本方針基本方針    

 大規模災害の発生に備え、防災対策上特に重要な役割を担う情報収集・連絡体制及び初動体制を確保す

るため、通信のデジタル化と相互接続により、地上無線回線、衛星回線、有線回線など多様な通信回線を

シームレスで利用できる情報通信ネットワークを構築するととともに、消防防災ヘリコプターテレビ電送

システム、ヘリコプター衛星通信システム（ヘリサット）、固定カメラ等による被災地映像や四国地方整

備局からの映像情報の収集などにより、迅速かつ的確な応急対策活動が実施できるよう、防災情報システ

ムの拡充整備に努める。 

 

２２２２    県の対応県の対応県の対応県の対応    

     県、市町、防災機関等をブロードバンド回線で接続し、被災現場の映像や大容量の気象情報等を配信す

る通信システムの運用に努め、広域調整を踏まえた災害対応支援機能の整備を図る。 

また、県、市町、消防機関を衛星回線（地域衛星通信ネットワーク）で接続して代替の通信経路の確保

に努めるほか、インターネット等を利用し、防災情報を必要に応じ県民に提供できるよう努める。 

  さらに、衛星インターネットの導入によるインターネットへの接続回線の多ルート化や、災害情報シス

テムの導入による情報共有機能の強化に努める。 

 

３３３３    市町の対応市町の対応市町の対応市町の対応    

  防災関係機関との防災情報の共有化を推進する。 

 

４４４４    県民の対応県民の対応県民の対応県民の対応    

  防災関係機関からの防災情報について、情報収集手段の確保に努める。 

 

２－１６－４２－１６－４２－１６－４２－１６－４    ヘリコプターテレビ電送システム等の活用ヘリコプターテレビ電送システム等の活用ヘリコプターテレビ電送システム等の活用ヘリコプターテレビ電送システム等の活用 

 

 被災地等の状況等をよりリアルにかつリアルタイムで把握するため、県消防防災ヘリコプターに搭載され

たテレビカメラにより撮影された映像を県庁及び市町の対策本部に電送するヘリコプターテレビ電送システ

ムやヘリコプター衛星通信システム（ヘリサット）を活用し、迅速、的確な災害予防・応急対策活動の実施

に努める。 

 

１１１１    災害予防対策活動災害予防対策活動災害予防対策活動災害予防対策活動    

  災害危険箇所の調査 

 

２２２２    災害応急対策活動災害応急対策活動災害応急対策活動災害応急対策活動    

 (1) 被災状況の把握（建物の倒壊、土砂災害、河川、道路・橋梁・港湾・漁港施設等の被害、交通渋滞及

び交通障害の状況等） 

 (2) 化学プラント、高速道路等における大規模事故の状況把握 

 

３３３３    救助活動救助活動救助活動救助活動    

 (1) 水難事故・山岳遭難事故・土砂災害事故等における偵察、地上救助隊への情報伝達 

 (2) 高層建築物火災の状況把握、地上救助隊への情報伝達 

 

４４４４    消火活動消火活動消火活動消火活動    

  林野火災時の偵察、地上消火隊への情報伝達 
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２－１６－５２－１６－５２－１６－５２－１６－５    河川等情報システムの活用河川等情報システムの活用河川等情報システムの活用河川等情報システムの活用 

 

 県内全域の雨量、水位、ダム諸量等の観測データを自動観測により収集処理し、防災関係機関への情報提

供を行い、また的確な水防警報の発令や住民への避難勧告の迅速化を図り、水災による被害を軽減するため、

システムの活用を図る。 

また、水防体制の迅速化、防災情報の提供拡大を図るため、「えひめ河川メール」の普及推進に努めると

ともに河川等情報システムの機能の拡充整備を図る。 

 

２－１６－６２－１６－６２－１６－６２－１６－６    土砂災害情報相互通報システムの整備土砂災害情報相互通報システムの整備土砂災害情報相互通報システムの整備土砂災害情報相互通報システムの整備 

 

１ 県は、土砂災害危険箇所図の作成・公表や土砂災害危険箇所等の情報を提供するなど、平素から住民の

防災意識を向上させるシステムの構築に努める。 

２ 県は、早期避難の参考となる土砂災害警戒情報や雨量情報など土砂災害関連情報を提供するシステムを

構築し、市町並びに住民に提供するなど、より高度なシステム整備の促進に努める。 

 

２２２２－１６－７－１６－７－１６－７－１６－７    各種情報システムデータのバックアップ保管各種情報システムデータのバックアップ保管各種情報システムデータのバックアップ保管各種情報システムデータのバックアップ保管    
 

県及び市町は、各種情報システムについて、風水害等の発生時におけるシステム継続稼働を確保するため、

災害に強いシステムを整備するとともに、データバックアップの実施を徹底するほか、重要データの複製を

遠隔地に保管する措置の導入に努める。 

 

 

 ※資料 １ Ｊ－ＡＬＥＲＴシステムの概要             （資料編 ５－ ５） 

２ 愛媛県防災通信システム（地上系・衛星系）回線構成図  （資料編 ６－ １） 

３ 愛媛県非常通信協議会構成員名簿            （資料編 ６－ ２） 

４ 市町の非常通信ルート                 （資料編 ６－ ３）  

５ 消防防災無線連絡系統図                （資料編 ６－ ４） 

６ 水防用多重無線電話系統図               （資料編 ６－ ５） 

７ アマチュア無線局用レピーター局設置場所        （資料編 ６－ ７） 

８ 海上保安部通信系統図                 （資料編 ６－ ８） 

９ 警察有線電話通信系統図                （資料編 ６－ ９） 

１０ 大規模災害時等の被災地との通信確保に関する協定    （資料編 ６－１０） 

１１ 総務省の災害対策用移動通信機器の貸与制度       （資料編 ６－１１） 

１２ 愛媛県消防防災ヘリコプター運航管理要綱        （資料編１６－ １） 

     １３ 愛媛県消防防災ヘリコプター運航管理諸規程体系図    （資料編１６－ ２） 

     １４ 愛媛県消防防災ヘリコプター運航管理フロ－       （資料編１６－ ３） 

     １５ 緊急運航連絡系統図                  （資料編１６－ ４） 

     １６ 愛媛県消防防災航空隊                 （資料編１６－ ５） 

     １７ 愛媛県内飛行場外臨時離着陸場一覧表          （資料編１６－ ６） 

     １８ 愛媛県内臨時ヘリポート一覧表             （資料編１６－ ７） 

     １９ 愛媛県消防防災ヘリコプターの支援に関する協定     （資料編１６－ ８） 
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第１７章第１７章第１７章第１７章    孤立地区対策孤立地区対策孤立地区対策孤立地区対策    【【【【防災危機管理課防災危機管理課防災危機管理課防災危機管理課】】】】    
 

 平成１６年の一連の台風災害や新潟県中越地震では、電気、電話、道路

等のライフラインが寸断されたことで孤立地区が発生し、被害状況の把握

や救援物資の輸送等の面で大きな課題を残した。このため、市町が孤立す

る恐れのある地区に衛星携帯電話や臨時ヘリポート等を整備するほか、大

規模災害時の情報伝達や物資輸送の手段を確保するなど、迅速な応急対策

を可能にする体制を整備する。 

 

２－１７－１２－１７－１２－１７－１２－１７－１    県の活動県の活動県の活動県の活動    
    
 県は、災害時の孤立地区発生に備え、四国総合通信局等関係機関と連携

し効果的な通信手段の研究を行うとともに、市町に対し次の措置を行う。 

(1) 情報収集手段の確保に関して必要な支援や助言  

(2) 物資輸送手段の確保に関して必要な支援や助言 

 

２－１７－２２－１７－２２－１７－２２－１７－２    市町の活動市町の活動市町の活動市町の活動    
    
    市町は、災害時の孤立地区発生に備え、次の措置を行う。 

(1) 孤立が予想される地域の事前把握 

(2) 孤立の危険性に関する住民への周知 

(3) 外部との通信手段として、衛星携帯電話の配備や通信設備等の非常

用電源の確保 

(4) 臨時ヘリポートの整備等による孤立時における緊急救出手段の確保 

(5) 孤立地域に対する集団避難の勧告・指示の検討 

(6) 孤立を想定した食糧等の備蓄 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災条例第 27 条第 2項及び第 

28 条第 5 項 

 

 

 

 

防災条例第 27 条第 2項及び第 

28 条第 5 項 

 

    

 

  ※資料 愛媛県防災対策基本条例（資料編２２－１） 
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第１８章第１８章第１８章第１８章    ライフライン災害予防対策ライフライン災害予防対策ライフライン災害予防対策ライフライン災害予防対策    
   【環境政策課、都市整備課、発電工水課、西日本電信電話株式会社、株式会社ＮＴ【環境政策課、都市整備課、発電工水課、西日本電信電話株式会社、株式会社ＮＴ【環境政策課、都市整備課、発電工水課、西日本電信電話株式会社、株式会社ＮＴ【環境政策課、都市整備課、発電工水課、西日本電信電話株式会社、株式会社ＮＴ

ＴドコモＴドコモＴドコモＴドコモ、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社、四国電力株式会、四国電力株式会、四国電力株式会、四国電力株式会
社、ＫＤＤＩ株式会社社、ＫＤＤＩ株式会社社、ＫＤＤＩ株式会社社、ＫＤＤＩ株式会社、ソフトバンクモバイル株式会社、ソフトバンクモバイル株式会社、ソフトバンクモバイル株式会社、ソフトバンクモバイル株式会社、四国ガス株式会社】、四国ガス株式会社】、四国ガス株式会社】、四国ガス株式会社】    

 

 ライフラインの被災は、安否確認、住民の避難、救命・救助等の応急対

策活動などに支障を与えるとともに避難生活環境の悪化等をもたらすこと

から、上下水道、電気、ガス、電話等ライフラインにおける災害を未然に

防止し、また、被害を最小限にとどめるため、次の事業を実施する。 

 

２－１８－１２－１８－１２－１８－１２－１８－１    水道施設水道施設水道施設水道施設 

 

１１１１    県の活動県の活動県の活動県の活動    

  県は、水道施設に係る災害時応急体制を整備するため、次の措置を行 

 うよう努める。 

(1) 市町と協力し、災害時における広域的な情報収集・連絡体制の整備 

  を行う。 

(2) 応急給水及び応急復旧活動に関する広域的な行動指針を作成する。 

(3) 事業者等と協定を締結するなど、相互協力体制を整備する。 

  

２２２２    市町の活動市町の活動市町の活動市町の活動    

(1) 応急給水及び応急復旧活動に関する行動指針を作成する。 

(2) 災害時の住民への広報体制及び情報伝達手段を整備する。 

(3) 水道施設の広域化を推進し、水源の多元化、施設の多系統化、施設

間の連絡管等の整備促進を図る。 

(4) 他の市町や事業者等と災害援助協定を締結するなど、相互協力体制

を整備する。 

(5) 応急給水及び応急復旧に必要な資機材の備蓄を行うとともに、その

調達を迅速かつ円滑に行う体制を整備する。 

 

２－１８－２２－１８－２２－１８－２２－１８－２    下水道施設下水道施設下水道施設下水道施設        
 

１１１１    下水道管理者の活動下水道管理者の活動下水道管理者の活動下水道管理者の活動    

  下水道管理者は、安全で安心なまちづくりのため、市街地において、

浸水防除を図り、雨水の排除のほか貯留・浸透などの流水抑制策も含め

た下水道雨水対策施設の整備を図るとともに、浸水する恐れのある地域

については、浸水被害の軽減を図るため関係機関等への情報提供に努め

る。 

また、豪雨の発生が予想される場合には、ポンプ場等の適切な操作を 

行うとともに、ポンプ場等の適切な操作を行うためのマニュアルの作

成、人材の養成を行う。 

 

２２２２    代替性の確保代替性の確保代替性の確保代替性の確保    

  下水道管理者は、下水道施設が損傷を受け、下水処理が不能となる場

合を想定し、その早急な復旧や代替性の確保が可能となるよう処理系統

を多様化するとともに、計画的な下水道施設の整備に努める。 

 

３３３３    雨水貯留浸透雨水貯留浸透雨水貯留浸透雨水貯留浸透    

  下水道管理者は、市街地における雨水の流出量を抑制する雨水浸透・

貯留事業の整備を促進し、浸水防除に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

防災条例第 30 条 

 

 

 

 

 

 

 

防災条例第 30 条 
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２－１８－３２－１８－３２－１８－３２－１８－３    工業用水道施設工業用水道施設工業用水道施設工業用水道施設        
 

 工業用水道事業者は、災害を未然に防ぐため、日常の保安点検等により

施設の機能維持を図るとともに、施設の新設・改良の際には、設計・施工

に留意する。 

 

２－１８－４２－１８－４２－１８－４２－１８－４    電力施設電力施設電力施設電力施設        
 

 電気事業者は、災害を未然に防ぐため、日常の保安点検等により施設の

機能維持を図るとともに、施設の新設・改良の際には、設計・施工に留意

する。 

 

１１１１    電力施設の災害予防措置電力施設の災害予防措置電力施設の災害予防措置電力施設の災害予防措置    

  各設備とも、施設の新設・改良の際には、「建築基準法」及び「電気

設備の技術基準」等により各種災害対策を考慮するとともに、過去に発

生した災害及びこれに伴う被害の実情等を加味するなど、設計・施工に

留意する。 

 

２２２２    災害復旧用設備災害復旧用設備災害復旧用設備災害復旧用設備    

  電力施設の災害復旧を円滑に行うため、必要に応じて移動用発電設備 

 等を整備する。 

 

３３３３    電気事故の防止電気事故の防止電気事故の防止電気事故の防止    

(1) 巡視・点検・調査等 

   電気設備を法令に定める技術基準に適合するよう保持し、さらに事

故の未然防止を図るため、電気工作物の巡視点検並びに調査を行い、

保安の確保を図る。 

(2) 電気事故防止ＰＲ 

   災害による断線、電柱の倒壊・折損等による公衆感電事故や電気災

害を未然に防止するため、県民に対し必要な広報活動を行う。 

 

４４４４    要員の確保要員の確保要員の確保要員の確保    

  夜間、休日に災害発生の恐れのある場合、あらかじめ定められた各対

策要員は、気象・地象情報その他の情報に留意し、防災体制の発令に備

える。 

 

５５５５    復旧資機材の確保復旧資機材の確保復旧資機材の確保復旧資機材の確保    

(1) 災害に備え、平常時から復旧用資機材、工具、消耗品の確保に努め

る。 

(2) 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、入

念な整備点検を行い、非常事態に備える。 

 

２－１８－５２－１８－５２－１８－５２－１８－５    ガス施設ガス施設ガス施設ガス施設        
 

 ガス事業者は、災害予防のため、ガス施設について災害に配慮した整備

を行うとともに、日頃から定期点検や防災訓練の実施、応急資機材の整備

など災害予防対策を推進する。 

 

１１１１    ガス施設の災害予防措置ガス施設の災害予防措置ガス施設の災害予防措置ガス施設の災害予防措置    

(1) ガス施設は、ガス事業法に基づく定期点検及び自主保安検査の実施

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災条例第 21 条 
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により、常に技術基準に適合させた状態を維持する。 

(2) ガス施設の安全対策を図るとともに、緊急操作設備を充実強化す

る。 

(3) ガス導管の地区分割を図るため、災害対策バルブを設置する。 

 

２２２２    応急資機材の整備応急資機材の整備応急資機材の整備応急資機材の整備    

(1) 緊急時に必要な資機材の在庫管理を常に行い、調達を必要とする資

機材は速やかに確保できる体制とする。 

(2) 復旧が長期化した場合に備え、代替熱源等の確保の手段について、

あらかじめ調査する。 

 

３３３３    連絡体制及び動員体制の確保連絡体制及び動員体制の確保連絡体制及び動員体制の確保連絡体制及び動員体制の確保    

  緊急時における従業員の連絡体制を確保するとともに、風水害等によ 

 る大規模なガス設備被害が発生したことを覚知した場合は、全員事業所 

 等に出動する。 

 

４４４４    保安教育及び防災訓練の実施保安教育及び防災訓練の実施保安教育及び防災訓練の実施保安教育及び防災訓練の実施    

  ガス施設又はガス供給上の事故による二次災害の防止を目的として、

緊急事故対策及び風水害などの緊急措置について保安教育を行うととも

に防災訓練を実施する。 

 

５５５５    ガス利用家庭設備整備ガス利用家庭設備整備ガス利用家庭設備整備ガス利用家庭設備整備    

(1) ガス事故防止のため、ガス漏れ警報器、各種安全装置付き機器の普 

  及を図る。 

(2) 利用者に対し、災害発生時にはガス栓を閉めることとガス器具の使 

  用禁止について周知を図る。 

 

２－１８－６２－１８－６２－１８－６２－１８－６    電信電話施設電信電話施設電信電話施設電信電話施設        
 

 西日本電信電話株式会社は、災害時においても可能な限り電気通信を維

持し、重要通信を疎通させるよう平素から設備自体を強固にし、信頼性の

高い通信設備を構築するとともに、防災対策の推進と防災体制の確立を図

る。 

 

１１１１    防災体制の確立防災体制の確立防災体制の確立防災体制の確立    

(1) 防災対策組織の編成 

   災害の発生又は発生の恐れがある場合は、非常事態の情勢に応じた

体制で対処するとともに、非常態勢に対応する災害対策組織をあらか

じめ編成しておき、情勢に応じた体制の運用を行う。 

   また、災害対策本部等に必要な要員については、非常招集伝達の経

路、交通機関の運行状況等を勘案し、短時間に可能な限り必要要員を

確保する。 

(2) 防災に関する社外機関との協調 

   応急対策活動が効果的に講じられるよう、国や県、市町、その他社

外防災関係機関と密接な連携を保ち、相互協力に努める。 

(3) ライフライン事業者との協調 

   電力や燃料、水道等のライフライン事業者と協調し、商用電源の供

給、自家発電用エンジンの燃料及び冷却水等の確保並びに緊急輸送等

の協力体制を整備する。 

 

２２２２    防災に関する教育及び総合防災訓練への参加防災に関する教育及び総合防災訓練への参加防災に関する教育及び総合防災訓練への参加防災に関する教育及び総合防災訓練への参加    

 

 

 

 

 

防災条例第 21 条 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災条例第 19 条 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災条例第 19 条 
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  災害が発生又は発生の恐れがある場合において、社員が迅速かつ適切

な防災業務を遂行するため、社内において防災に関する教育及び訓練を

実施するとともに、県や市町等が主催する総合的な防災訓練に積極的に

参加、協力を行う。 

 

３３３３    電気通信設備等に対する防災対策電気通信設備等に対する防災対策電気通信設備等に対する防災対策電気通信設備等に対する防災対策    

(1) 電気通信設備等の高信頼化 

  ア 洪水、高潮等の恐れがある地域の電気通信設備等について、耐水

構造化を行う。 

  イ 暴風又は豪雪の恐れのある地域の電気通信設備等について、耐風 

   又は耐雪構造化を行う。 

  ウ 火災に備えて、主要な電気通信設備等について、耐火構造化を行 

   う。 

(2) 電気通信システムの高信頼化 

  ア 主要な伝送路を多ルート構成あるいはループ構成とする。 

  イ 通信ケーブルの地中化を推進する。 

  ウ 主要な電気通信設備について、必要な予備電源を設置する。 

 

４４４４    重要通信の確保重要通信の確保重要通信の確保重要通信の確保    

  災害時に備え重要通信に関するデータベースを整備するとともに、常

時疎通状況を管理し、通信リソースを効率的に運用する。 

  また、災害時には、設備の状況を監視しつつトラフィックコントロー

ル（通信制限）を行い電気通信の疎通を図り、重要通信を確保する。 

 

５５５５    災害対策用機器及び車両の配備災害対策用機器及び車両の配備災害対策用機器及び車両の配備災害対策用機器及び車両の配備    

(1) 通信の全面途絶地域、避難所等との通信を確保するため、衛星通信

無線車や災害対策用無線機、移動無線車等を配備する。 

(2) 所内通信設備が被災した場合、重要通信を確保するため、代替交換

装置として非常用交換装置を広域配備する。 

(3) 災害時の長時間停電に対して、通信用電源を確保するため、主要局

に移動電源車を配備する。 

(4) 所外通信設備が被災した場合、応急用措置として、各種応急ケーブ

ル及び特殊車両等を配備する。 

 

 

 

 

 

    

 

  ※資料 愛媛県防災対策基本条例（資料編２２－１） 
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第１９章第１９章第１９章第１９章    道路災害予防対策道路災害予防対策道路災害予防対策道路災害予防対策    
            【道路維持課、道路建設課、都市整備課【道路維持課、道路建設課、都市整備課【道路維持課、道路建設課、都市整備課【道路維持課、道路建設課、都市整備課、県警本部、県警本部、県警本部、県警本部】】】】    
 

 各道路管理者は、道路施設等の防災点検等を実施し、その機能や目的に応じた防災対策や改良整備に努め

るとともに、道路の冠水事故防止対策や通行規制措置等を行うほか、道路施設の長寿命化対策を行い、風水

害等に対する安全性の確保を図る。 

また、避難路、緊急輸送道路など防災上重要な経路を構成する道路について、災害時の交通の確保を図る

ため、必要に応じて、区域を指定して道路の占用の禁止又は制限を行うとともに、無電柱化の促進を図るも

のとする。 

さらに、発災後の道路の障害物除去による道路啓開、応急復旧等に必要な人員、資機材等の確保について、

（一社）愛媛県建設業協会等と協定を締結し、体制の整備を図る。また、道路啓開等を迅速に行うため、道

路管理者相互の連携の下、あらかじめ道路啓開等の計画を立案するものとする。 

 

２－１９－１２－１９－１２－１９－１２－１９－１    防災点検等の実施防災点検等の実施防災点検等の実施防災点検等の実施    
 

 道路管理者は、防災点検を定期的に実施し、防災対策等の必要な箇所の把握に努めるとともに、通常のパ

トロール等においても目視等による点検を実施する。 

    
２－１９－２２－１９－２２－１９－２２－１９－２    道路施設の防災対策及び改良整備道路施設の防災対策及び改良整備道路施設の防災対策及び改良整備道路施設の防災対策及び改良整備    
 

 道路管理者は、防災点検等で対応が必要とされた箇所（区間）及び未改良区間について、緊急性の高い箇

所（区間）及び路線から順次、防災対策や改良整備を実施する。 

 

２－１９－３２－１９－３２－１９－３２－１９－３    道路の冠水事故防止対策の実施道路の冠水事故防止対策の実施道路の冠水事故防止対策の実施道路の冠水事故防止対策の実施    
    
道路管理者は、道路の冠水による事故を未然に防止するため、道路情報表示板等必要な施設の整備を図る

とともに、警察及び消防等との連携の下で、適切な道路管理に努める。 

 

２－１９－４２－１９－４２－１９－４２－１９－４    道路通行規制等の実施道路通行規制等の実施道路通行規制等の実施道路通行規制等の実施    
 

 道路管理者は、異常気象等により道路の通行が危険であると想定される場合の道路通行規制に関する基準

等を定め、必要に応じて通行規制等の措置を行う。 

 

２－１９－５２－１９－５２－１９－５２－１９－５    道路施設の長寿命化対策道路施設の長寿命化対策道路施設の長寿命化対策道路施設の長寿命化対策    
 

道路管理者は、道路施設の劣化状況の把握や将来予測を行い、長寿命化計画を作成・実施し、その適切な

維持管理に努める。 

 

２－１９－６２－１９－６２－１９－６２－１９－６    交通管制施設及び交通管理体制の整備交通管制施設及び交通管理体制の整備交通管制施設及び交通管理体制の整備交通管制施設及び交通管理体制の整備    
 

県警察は、災害発生時における広域交通管理体制の整備を図るとともに、道路交通機能の確保のため重要

となる信号機への電源付加装置の整備等信号機滅灯対策を推進する。 

 また、災害時における交通誘導及び地域の安全確保等については「災害時における交通誘導及び地域の安

全確保等の業務に関する協定」に基づき、（一社）愛媛県警備業協会の協力を得ながら実施する。 

 

 

※資料 １ 緊急輸送道路               （資料編１１－１） 

      ２ 災害時における交通誘導等の業務に関する協定（資料編１１－１６） 
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第２０章第２０章第２０章第２０章    建築物建築物建築物建築物災害予防対策災害予防対策災害予防対策災害予防対策    【砂防課、河川課、都市計画課、建築住宅課】【砂防課、河川課、都市計画課、建築住宅課】【砂防課、河川課、都市計画課、建築住宅課】【砂防課、河川課、都市計画課、建築住宅課】    
 

 風水害や大火災等による建築物の被害を予防するため、老朽住宅密集市街地等防災上危険な市街地の解消

を図るほか、各種法令・諸制度に基づく事業を推進することにより既成市街地を更新し、新規開発に伴う指

導・誘導を行うことにより適正な土地利用を進め、災害に強いまちづくりを行う。 

    
２－２０－１２－２０－１２－２０－１２－２０－１    風水害に強いまちづくり風水害に強いまちづくり風水害に強いまちづくり風水害に強いまちづくり        
 

 県及び市町は、災害を予防するため、次の措置を構ずる。 

(1) 湿潤な土地、出水の恐れの多い土地に建築物を建築しようとする者に対し、安全上必要な措置を構ず

るよう指導する。 

(2) 災害危険区域等のがけ地に近接して住宅を建築しようとする者に対し、安全上必要な措置を構ずるよ

う指導する。 

   また、がけ地崩壊により住民の生命に危険を及ぼす恐れのある地域の危険住宅については、「がけ地

近接等危険住宅移転事業」の補助制度を活用し、移転を促進する。 

(3) 土砂災害警戒区域等の指定を行い､住民に対する危険箇所の周知や警戒避難体制の整備、住宅等の新

規立地の抑制、既存住宅の移転促進等のソフト対策を推進する。 

(4) 土砂災害危険箇所情報の周知を図るとともに避難方法､避難場所などの警戒避難体制の整備について

市町に対し助言を行うほか、土砂災害警戒情報等の土砂災害関連情報を住民に提供する土砂災害情報相

互通報システムの維持・管理・充実に努める。 

(5) 市町は、水防法第１５条の規定に基づき、浸水想定区域内に次に掲げる施設で、洪水時に利用者  

の円滑かつ迅速な避難の確保及び洪水時に浸水の防止を図る必要があると認められるものがある場合は、

その施設の名称及び所在地を地域防災計画に明記するとともに、当該施設の所有者又は管理者及び自衛

水防組織の構成員に対する洪水予報等の伝達方法を定める。 

ア 地下街等（地下街その他地下に設けられた不特定かつ多数の者が利用する施設をいう。） 

  イ 要配慮者利用施設（主として高齢者、障害者、乳幼児その他の特に防災上の配慮を要するものが利

用する施設をいう。） 

ウ 大規模工場等（大規模な工場その他地域の社会経済活動に重大な影響が生じる施設として市町が条

例で定める用途及び規模に該当するもので、その所有者又は管理者から申出があった施設をい

う。）    
 

２－２０－２２－２０－２２－２０－２２－２０－２    大火災に強いまちづくり大火災に強いまちづくり大火災に強いまちづくり大火災に強いまちづくり        
 

 県並びに建築主事を置く松山市、今治市、新居浜市、西条市及び宇和島市は、都市防災不燃化を促進する

ため、次の措置を構ずる。 

(1) 建築基準法第 12 条による特殊建築物の定期報告の周知徹底を図るとともに、不特定多数の者が使用

する旅館、ホテル、マーケット、映画館等の特殊建築物について防災査察を実施し、必要に応じ改修等

の指導を行う。 

(2) 中高層耐火建築物の融資制度の周知を図る。 

(3) 商業地などの人口集中地区の防火地域・準防火地域の指定を促進する。 

 

 

 ※資料 防火地域及び準防火地域の決定状況       （資料編１２－１３） 

 

 

 

 

 



 63

第２１章第２１章第２１章第２１章    港湾・漁港災害予防対策港湾・漁港災害予防対策港湾・漁港災害予防対策港湾・漁港災害予防対策    【【【【漁港課、港湾海岸課】漁港課、港湾海岸課】漁港課、港湾海岸課】漁港課、港湾海岸課】    
 

 港湾・漁港における災害を未然に防止し、また、被害を最小限にとどめるため、次の事業を実施する。 

 

２－２１－１２－２１－１２－２１－１２－２１－１    港湾港湾港湾港湾        
 

 本県は、海岸線が長いこともあり、港湾数は、県管理、市町管理等を合せて 51 港と全国第 5 位となって

いる。港湾は、海陸輸送の接点及び経済流通の拠点として、また、災害発生時における避難や救援物資の運

搬等に利用できる重要な役割をもつ施設である。 

 このため、風水害が発生した場合の被害の拡大防止と、既存施設の安全性を把握するため、計画的に点検

を実施し、その結果に基づき緊急性の高い個所から防災対策を実施する。 

 

２－２１－２２－２１－２２－２１－２２－２１－２    漁港漁港漁港漁港        
 

 漁港漁村において、暴風、高潮等による被害を防ぎ、また、避難・救援を迅速かつ適切に行えるよう、漁

港施設、避難路、避難広場等の整備を計画的に行い、災害に強い漁港漁村づくりを推進する。 

 また、災害発生時の海からの緊急輸送の確保及び漁船の海上災害予防のため必要な漁港施設の整備を図る

とともに、防災上重要な施設の点検整備、漁船の海難防止、漁家及び一般住民の防災意識の普及等の実施又

は指導を行う。 

 

  ※資料 １ 愛媛県港湾位置図 （資料編１１－１２） 

      ２ 管理者別港湾の状況（資料編１１－１３） 
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第２２章第２２章第２２章第２２章    農地・農業用施設災害予防対策農地・農業用施設災害予防対策農地・農業用施設災害予防対策農地・農業用施設災害予防対策    【農地整備課】【農地整備課】【農地整備課】【農地整備課】    
 

 農地・農業用施設における災害を未然に防止し、また、被害を最小限にとどめるため、次の事業を実施す

る。 

 

２－２２－１２－２２－１２－２２－１２－２２－１    農地農地農地農地    
 

 本県の農地は、約７０％が中山間地域にあり、地形が急峻であることなどから、棚田が多く基盤整備が遅

れており、梅雨期や台風時の集中豪雨等により、多大の被害を受けている。 

 このため、県及び市町は、集中豪雨等による被害の発生を未然に防止するため、危険予想箇所の把握に努

めるとともに、農業農村整備事業等により基盤整備を行う。 

 

２－２２－２２－２２－２２－２２－２２－２２－２    農業用施設農業用施設農業用施設農業用施設    
 

 本県の農業用施設は、古くから築造されたものもあり、また中山間地域に存する施設が多数ある。このた

め、梅雨期や台風時の集中豪雨により、多大の被害を受けている。 

このため、県及び市町は、集中豪雨等による被害の発生を未然に防止するため、防災パトロ－ル等を通じ

て危険箇所の把握に努めるとともに、農業農村整備事業等により基盤整備及び農地防災施設の整備を行う。 

  

２－２２－３２－２２－３２－２２－３２－２２－３    老朽ため池老朽ため池老朽ため池老朽ため池    
 

 本県は、瀬戸内海の寡雨地帯に位置し慢性的な水不足地域であることから、古来より農業用水源として多

くのため池が築造されてきた。現在県内には、ため池が 3,255箇所あり、築造後 100年以上経過しているた

め池が大半を占めていることから老朽化が著しい状況にある。 

 このため、県及び市町は、農業用施設及び公共施設の災害を未然に防止し、国土保全に資するため、老朽

化が著しく緊急に整備を要するため池から、農業農村整備事業等により整備を行う。 

 

２－２２－４２－２２－４２－２２－４２－２２－４    愛媛県農村災害支援協議会との協働活動愛媛県農村災害支援協議会との協働活動愛媛県農村災害支援協議会との協働活動愛媛県農村災害支援協議会との協働活動    
    
農地・農業用施設等の大規模災害発生時には、迅速かつ的確な技術支援が求められていることに鑑み、愛

媛県農村災害支援協議会との協働活動により、農村災害復旧専門技術者の育成や体制づくり等を推進する。 

 

 

  ※資料 １ 地すべり防止区域指定箇所一覧表（資料編３－２） 

      ２ 県内ため池一覧表       （資料編４－７） 
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第２３章第２３章第２３章第２３章    文化財の文化財の文化財の文化財の災害予防対策災害予防対策災害予防対策災害予防対策    【文化財保護課】【文化財保護課】【文化財保護課】【文化財保護課】    
 

２－２３－１２－２３－１２－２３－１２－２３－１    文化財の文化財の文化財の文化財の災害予防対策災害予防対策災害予防対策災害予防対策 

 

 風水害や火災等による文化財への被害を予防するため、また被害を最小限にとどめるため､文化財の所有

者、管理責任者又は管理団体（以下「所有者等」という。）は、必要な次の対策を講じるものとし、県教育

委員会は､市町教育委員会の協力を得て､所有者等に対して適切な指導助言を行う。 

 

 (1) 文化財及び文化財が収蔵されている建築物の補強工事の実施 

 (2) 点検及び日常の維持管理による部分的・応急的な補修の実施 

 (3) 避難方法・避難場所の設定 

 (4) 文化財防火デー（1月 26 日）や文化財保護週間（11 月 1 日～7日）等に合わせた防災訓練の実施 
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第２４章第２４章第２４章第２４章    水害予防対策水害予防対策水害予防対策水害予防対策    【森林整備課、河川課、砂防課、都市整備課、四国地方整【森林整備課、河川課、砂防課、都市整備課、四国地方整【森林整備課、河川課、砂防課、都市整備課、四国地方整【森林整備課、河川課、砂防課、都市整備課、四国地方整
備局】備局】備局】備局】    

 

梅雨期の豪雨や、近年、多発する風水害を防ぐため、治山事業計画、治水事業計画及び砂防事業計画を策

定し、計画的に予防事業を実施する。 

 

２－２４－１２－２４－１２－２４－１２－２４－１    治山治山治山治山        
 

 本県は地形が急峻なうえ、複雑な破砕帯地すべりを多く抱えているなど災害を受けやすい環境にある。 

 このため、国及び県は、森林整備保全事業計画に基づき、災害の未然防止に努める。 

 

１１１１    国の活動国の活動国の活動国の活動    

 国有林内の山地災害を防止するため、森林管理局は森林法により、国有林の地域別の森林計画を作成し、

山地治山等の保安施設事業を推進する。 

 民有林内において国土保全上特に重要であると認められる地区については、直轄治山事業を行い、山地

災害の防止を図る。 

 また、近年の山地災害の多発に対処するため、山地災害危険地区を調査し、災害の未然防止に努める。 

 

２２２２    県の活動県の活動県の活動県の活動    

 民有林内の山地災害を防止するため、県は森林法により、地域森林計画を作成し、緊急かつ計画的に事

業を実施する。 

 また、近年の山地災害の多発に対処するため、山地災害危険地区を調査し、災害の未然防止に努める。 

 

２－２２－２２－２２－２４－２４－２４－２４－２    治水治水治水治水        
 

本県の河川は、 229 水系、1,269 河川、流路延長約 3,300 ㎞あり、地形上流路が短く急流であり、地質上

からも土砂流出が激しく、天井川が多いため、水害を受けやすい状況にある。 

このため、河川改修等の治水事業を積極的に推進し、河川管理施設の整備促進に努めるほか、県内の柳瀬、

富郷、新宮、鹿森、黒瀬、玉川、台、石手川、鹿野川、野村、須賀川、山財の 12 ダムについては、それぞ

れの管理事務所において洪水調節にあたる。 

出水期前には、水防危険箇所等の重要区間を重点的に、異常がないか点検パトロールを行い、災害の未然

防止に努める。 

さらに、都市地域では、水害実績等を踏まえ、流域内の河川、下水道、内水域等それぞれの水害規模、影

響等を想定した上で、流域全体の河川、下水道の管理者等が連携し、効果的な治水対策等に努める。 

また、以下のとおり、浸水想定区域の指定及び公表を行うとともに、洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保

に必要な事項等を定める 

 

１１１１    国の活動国の活動国の活動国の活動    

  国は、水防法に基づき指定した洪水予報を実施する河川又は避難判断水位（特別警戒水位）を定め、そ

の水位に達成した旨の情報を提供する河川において、河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域を浸水

想定区域として指定し、指定の区域及び浸水した場合に想定される浸水深を公表するとともに、関係市町

の長に通知する。 

 

２２２２    県の活動県の活動県の活動県の活動    

県は、水防法に基づき指定した洪水予報を実施する河川又は避難判断水位（特別警戒水位）を定め、そ

の水位に到達した旨の情報を提供する河川において、河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域を浸水

想定区域として指定し、指定の区域及び浸水した場合に想定される浸水深を公表するとともに、関係市町

の長に通知する。 

 

３３３３    市町の活動市町の活動市町の活動市町の活動    

浸水想定区域の指定を受けた市町は、市町地域防災計画において、当該浸水想定区域ごとに、洪水予報
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等の伝達方法、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と

ともに、水防法第１５条の規定に基づき、浸水想定区域内に次に掲げる施設で、洪水時に利用者の円滑か

つ迅速な避難の確保及び洪水時に浸水の防止を図る必要があると認められるものがある場合は、その施設

の名称及び所在地を地域防災計画に明記するとともに、当該施設の所有者又は管理者及び自衛水防組織の

構成員に対する洪水予報等の伝達方法を定める。 

ア 地下街等（地下街その他地下に設けられた不特定かつ多数の者が利用する施設をいう。） 

  イ 要配慮者利用施設（主として高齢者、障害者、乳幼児その他の特に防災上の配慮を要するものが利

用する施設をいう。） 

ウ 大規模工場等（大規模な工場その他地域の社会経済活動に重大な影響が生じる施設として市町が条

例で定める用途及び規模に該当するもので、その所有者又は管理者から申出があった施設をい

う。）    
また、浸水想定区域の指定を受けた市町の長は、市町地域防災計画において定められた洪水予報等の伝

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必要な事項、並びに浸水想定区域

内の地下街等、要配慮者利用施設、大規模工場等の名称及び所在地について住民に周知させるため、これ

らの事項を記載した印刷物の配布その他の必要な措置を講じる。 

なお、同一水系に位置する市町は、相互に河川の状況や避難勧告等の情報が共有できるよう連絡体制を

整備する。 

 

２－２－２－２－２４２４２４２４－３－３－３－３    砂防砂防砂防砂防    
 

 本県は、県土の約８割を山地が占め、山間部は多くの断層が縦断する複雑な地質構造であり、河川は流路

が短く急流のため荒廃が進んでおり、大雨により発生する土石流や急傾斜地のがけ崩れ等、土砂災害の未然

防止に努める。 

 現在荒廃している渓流又は将来荒廃の恐れのある渓流は 3,450 渓流であり、土石流の発生が予想される渓

流を重点的に土砂災害対策を進める。 

１１１１    ハード対策ハード対策ハード対策ハード対策    

  このため、土砂災害危険箇所のうち、次に掲げるものについて重点的に事業(ハード対策)を展開する。 

(1) 保全人家 30 戸以上の土砂災害危険箇所  

 (2) 高齢者福祉施設・幼稚園等の要配慮者利用施設が存在する土砂災害危険箇所 

(3) 広域的な幹線道路、鉄道等重要交通網集中地域の土砂災害危険箇所 

(4) 災害時に重要となる緊急輸送道路をはじめ、地域の避難道路や避難場所が存在する土砂災害危険箇所 

(5) 土砂災害により甚大な被害を受けた場合、再度災害防止のための緊急防災対策を要する土砂災害危険

箇所 

   以上のほか､その他の渓流であっても風水害等によって荒廃を生じ土砂災害を防止する必要があると

認められるものは、適宜対応する。 

 

２２２２    ソフト対策ソフト対策ソフト対策ソフト対策    

  総合的な土砂災害対策を推進するためのソフト対策として、次のことを実施する。 

(1) 土砂災害情報相互通報システムの維持・管理・充実に努める。 

(2) 土砂災害警戒情報について、精度向上や市町及び住民への伝達の充実に努める。 

(3) 土砂災害危険箇所図の公表等を通じて土砂災害危険箇所情報の住民への周知徹底を図る。 

(4) 土砂災害防止法に基づく基礎調査を実施し、市町と協力して基礎調査結果の公表を行い、土砂災害の

危険性を住民に周知する。 

(5) 土砂災害警戒区域等について指定を行い、危険の周知、警戒避難体制の整備、住宅等の新規立地の抑

制、建築物の構造規制、既存住宅の移転促進等を推進する。 

 ア 県の活動 

県は、関係市町長の意見を聴いて、土砂災害により住民等に危害が生じる恐れのある区域を土砂災

害警戒区域等として指定す る。 

  また、県は、土砂災害特別警戒区域における住宅等の新規立地の抑制、建築物の構造規則、既存住

宅の移転促進等を通じて安全な土地利用の誘導に努める。 

イ 市町の活動 
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土砂災害警戒区域の指定を受けた関係市町は、市町地域防災計画において警戒区域毎に以下の情報

伝達、予警報の発令・伝達、避難、救助その他必要な警戒避難体制に関する事項について定める。 

(ア) 土砂災害に関する情報の収集及び伝達並びに予報又は警報の発令及び伝達に関する事項 

(イ) 避難施設その他の避難場所及び避難路その他の避難経路に関する事項 

(ウ) 土砂災害に係る避難訓練の実施に関する事項 

(エ) 警戒区域内に、社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上の配慮を要する者が利

用する施設であって、急傾斜地の崩壊等が発生するおそれがある場合における当該施設を利用し

ている者の円滑かつ迅速な避難を確保する必要があると認められるものがある場合にあっては、

これらの施設の名称及び所在地 

(オ) 救助に関する事項 

(カ) 警戒区域における土砂災害を防止するために必要な警戒避難体制に関する事項 

(キ) 土砂災害警戒区域内に社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上の配慮を要する

者が利用する施設がある場合には、当該施設の利用者の円滑な警戒避難が行われるよう土砂災害

に関する情報等の伝達方法を定める。 

(ク) 土砂災害警戒区域をその区域に含む市町の長は、市町地域防災計画に基づき、土砂災害に関す

る情報の伝達方法、急傾斜地の崩壊等が発生するおそれがある場合における避難施設その他の避

難場所及び避難路その他の避難経路に関する事項その他土砂災害警戒区域における円滑な警戒避

難を確保する上で必要な事項を記載した印刷物の配布等により住民に周知する。 

 

 

※資料 １ 砂防指定地指定箇所一覧表        （資料編３－１） 

２ 地すべり防止区域指定箇所一覧表     （資料編３－２） 

３ 急傾斜地崩壊危険区域指定一覧表     （資料編３－３） 

４ 土砂災害警戒区域等指定一覧表      （資料編３－４） 

 ５ 土砂災害危険箇所総括表         （資料編３－５） 

       ６ 山地災害危険地区総括表         （資料編３－６） 
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第２５章第２５章第２５章第２５章    高潮災害予防対策高潮災害予防対策高潮災害予防対策高潮災害予防対策    【農地整備課、漁港課、港湾海岸課】【農地整備課、漁港課、港湾海岸課】【農地整備課、漁港課、港湾海岸課】【農地整備課、漁港課、港湾海岸課】    
    

 高潮及び波浪による被害から海岸を防護し、もって県土の保全を図るため、次の事業を実施する。 

 

２－２５－１２－２５－１２－２５－１２－２５－１    海岸保全海岸保全海岸保全海岸保全    
 

本県の、海岸総延長は約 1,700km に及び、全国第５位の長い延長を有しており、佐田岬半島を境に宇和

海と瀬戸内海に分かれ、瀬戸内海沿岸は台風時等の高潮発生の危険性が高く、宇和海沿岸は高潮とうねり波

浪等による被害発生の危険性が高い状況にある。 

 このため、海岸管理者は、高潮・波浪等により多大な被害が生じる恐れがある地域を重点として、愛媛県

海岸保全基本計画に基づき、農林水産省（農村振興局・水産庁）、国土交通省（水管理・国土保全局・港湾

局）所管の海岸保全施設の整備促進に努め、住民の生命と財産を守り、避難の円滑化を図る。 

  

１１１１    県の活動県の活動県の活動県の活動    

 海岸堤防等の決壊を防ぎ、高潮・波浪等による被害を未然に防止するため、愛媛県海岸保全基本計画に

基づき、計画的に海岸保全施設整備事業、海岸環境整備事業等により海岸保全施設の整備を行う。 

 

２２２２    市町の活動市町の活動市町の活動市町の活動    

 高潮被害を軽減するため、高潮ハザードマップを整備するとともに、警戒・避難を中心とする防災体制

の強化を図る。 

 また、海岸堤防等の決壊を防ぎ、風浪等による被害を未然に防止するため、市町においては、台風時及

び台風通過後において施設の被災状況を調査し、県に報告する。 

 

  ※資料 １ 土木部所管海岸管理者一覧表  （資料編３－７） 

      ２ 農林水産部所管海岸管理者一覧表（資料編３－８） 
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第２６章第２６章第２６章第２６章    地盤災害予防対策地盤災害予防対策地盤災害予防対策地盤災害予防対策    【農地整備課、森林整備課、砂防課】【農地整備課、森林整備課、砂防課】【農地整備課、森林整備課、砂防課】【農地整備課、森林整備課、砂防課】    
 

 地すべり、山崩れ、崖崩れ等による災害を未然に防止し、また、被害を最小限にとどめるため、次の事業

を実施する。 

 

２－２６－１２－２６－１２－２６－１２－２６－１    地すべり等防止施設の整備地すべり等防止施設の整備地すべり等防止施設の整備地すべり等防止施設の整備        
 

 本県の地すべり地域は、東西にほぼ平行して縦走する中央構造線、御荷鉾構造線、佛像構造線により４地

区に区分され、地質はいずれも風化剥離性に富む脆弱地質である。 

このため、県は、風水害等により、災害の発生が予想される地すべり危険箇所、土石流危険渓流、急傾斜

地崩壊危険箇所、山地災害危険地区について、ポスター、チラシ、各種広報誌等により防災知識の普及を図

るとともに、人家や緊急輸送道路をはじめとする避難路や避難場所を保全する箇所等について優先的に防災

施設の整備等の土砂災害対策事業を推進するほか、土砂災害警戒区域等を指定し、市町が行う警戒避難体制

の整備を支援する。また、早期避難の参考となる雨量情報など、土砂災害関連情報を提供するシステムの整

備促進に努める。 

土砂災害発生時には、各防止施設に異常がないか点検パトロールを行うなど二次災害を防止する体制を整

備する。 

さらに、県では砂防ボランティア協会と協働し、二次災害を防止する体制を整備する。 

なお、県は、大雨による土砂災害の危険度が高まった場合に、市町長が防災活動や住民等へ避難勧告等の

災害応急対応を適時適切に行えるよう、松山地方気象台と連携して、土砂災害警戒情報の提供に努める。 

 

１１１１    地すべり対策事業の施行地すべり対策事業の施行地すべり対策事業の施行地すべり対策事業の施行    

 ひとたび地すべりが発生すると、多くの人家、農耕地、公共施設などに被害を与える直接被害にとどま

らず、その後の降雨等により重大な二次災害の発生が予想されるため、地すべり防止区域のうち、滑動が

著しい地区の防止工事を重点的に実施するなど、災害防止に必要な地すべり防止の諸施策を実施する。 

県は大規模な地すべりによる土砂災害が急迫している状況においては、緊急調査を実施し、この調査に

より得られた被害の想定区域等に関する情報を市町に提供するとともに、一般に周知する。 

 

２２２２    砂防事業の施行砂防事業の施行砂防事業の施行砂防事業の施行    

 砂防設備の整備については、土石流危険渓流を対象に砂防堰堤工、渓流保全工などの防止施設を重点的

に整備し、土石流等による災害の防止対策を実施する。 

 

３３３３    急傾斜地崩壊対策事業の施行急傾斜地崩壊対策事業の施行急傾斜地崩壊対策事業の施行急傾斜地崩壊対策事業の施行    

 急傾斜地の崩壊により人命被害が発生する恐れのある区域を危険区域に指定し、区域内の行為を制限す

るとともに、危険度の高い箇所から防止工事を実施する。 

 

４４４４    土砂災害危険箇所等における警戒避難体制の整備土砂災害危険箇所等における警戒避難体制の整備土砂災害危険箇所等における警戒避難体制の整備土砂災害危険箇所等における警戒避難体制の整備    

 県は、土砂災害危険箇所情報の周知徹底を行うとともに、避難場所や避難方法などの警戒避難について

市町に助言を行う。なお、平常時から住民に土砂災害警戒情報等の土砂災害関連情報を提供するシステム

の維持・管理・充実に努める。 

 また、市町は、地域の危険箇所や避難所等を網羅した総合防災マップ等を作成し、住民へ周知する。 

 

５５５５    土砂災害警戒区域等の指定促進土砂災害警戒区域等の指定促進土砂災害警戒区域等の指定促進土砂災害警戒区域等の指定促進等等等等    

土砂災害防止法に基づく基礎調査を実施し、市町と協力して基礎調査結果の公表を行い、土砂災害の危

険性を住民に周知する。さらに、土砂災害警戒区域等について指定を行い、危険の周知、警戒避難体制の

整備、住宅等の新規立地の抑制、建築物の構造規制、既存住宅の移転促進等のソフト対策を推進する。 

 (1) 県 

  県は、関係市町長の意見を聴いて、土砂災害により住民等に危害が生じるの恐れのある区域を土砂災害

警戒区域等として指定する。 

  また、県は、土砂災害特別警戒区域における住宅等の新規立地の抑制、建築物の構造規則、既存住宅の

移転促進等を通じて安全な土地利用の誘導に努める。 
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 (2) 市町 

  土砂災害警戒区域の指定を受けた関係市町は、市町地域防災計画において警戒区域毎に以下の情報伝達、

予警報の発令・伝達、避難、救助その他必要な警戒避難体制に関する事項について定める。 

ア 土砂災害に関する情報の収集及び伝達並びに予報又は警報の発令及び伝達に関する事項 

イ 避難施設その他の避難場所及び避難路その他の避難経路に関する事項 

ウ 土砂災害に係る避難訓練の実施に関する事項 

エ 警戒区域内に、社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上の配慮を要する者が利用する

施設であって、急傾斜地の崩壊等が発生するおそれがある場合における当該施設を利用している者の円

滑かつ迅速な避難を確保する必要があると認められるものがある場合にあっては、これらの施設の名称

及び所在地 

オ 救助に関する事項 

カ 警戒区域における土砂災害を防止するために必要な警戒避難体制に関する事項 

キ 土砂災害警戒区域内に社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上の配慮を要する者が利

用する施設がある場合には、当該施設の利用者の円滑な警戒避難が行われるよう土砂災害に関する情報

等の伝達方法を定める。 

ク 土砂災害警戒区域をその区域に含む市町の長は、市町地域防災計画に基づき、土砂災害に関する情報

の伝達方法、急傾斜地の崩壊等が発生するおそれがある場合における避難施設その他の避難場所及び避

難路その他の避難経路に関する事項その他土砂災害警戒区域における円滑な警戒避難を確保する上で必

要な事項を記載した印刷物の配布等により住民に周知する。 

 

６６６６    愛媛県愛媛県愛媛県愛媛県砂防ボランティア協会砂防ボランティア協会砂防ボランティア協会砂防ボランティア協会との協働との協働との協働との協働    

 県は、愛媛県砂防ボランティア協会と協働し、次のことを行う。 

 (1) 土砂災害に関する知識の普及 

 (2) 土砂災害危険箇所点検 

 (3) その他土砂災害防止活動に役立つ諸活動 

 

２－２６－２２－２６－２２－２６－２２－２６－２    農地保全農地保全農地保全農地保全        
 

 風水害等の異常な自然現象に際し、崩壊の危険のある農地、農業用施設の保全を図る。 

 

２－２６－３２－２６－３２－２６－３２－２６－３    治山治山治山治山        
 

１１１１    治山事業の施行治山事業の施行治山事業の施行治山事業の施行    

  林地の保全に係る治山施設を積極的に設置することによって、流域の保全及び土砂崩壊等による災害の

防止を推進する。 

  また、荒廃地及び荒廃の兆しのある山地災害危険地区のうち地況、林況、地質特性、保全対象等から判

断し、緊急を要するものから治山事業を実施する。 

 

２２２２    山地防災ヘルパー協会との協働山地防災ヘルパー協会との協働山地防災ヘルパー協会との協働山地防災ヘルパー協会との協働    

  山地防災ヘルパー協会は、次のことを行い、山地災害に関する情報を収集し、県に提供するよう努める。 

 (1) 山地災害の原因となる異常兆候の把握 

 (2) 山地被災箇所における二次災害防止のための監視活動 

 (3) その他山地防災に関する活動 

 

 

  ※資料 １ 地すべり防止区域指定箇所一覧表 （資料編 ３－２） 

      ２ 土砂災害危険箇所総括表     （資料編 ３－５） 

      ３ 山地災害危険地区総括表     （資料編 ３－６） 

      ４ 愛媛県山地防災ヘルパー制度の概要（資料編１８－５） 
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第２７章第２７章第２７章第２７章    海上災害予防対策海上災害予防対策海上災害予防対策海上災害予防対策    
            【【【【防災危機管理課防災危機管理課防災危機管理課防災危機管理課、港湾海岸課、第六管区海上保安本部】、港湾海岸課、第六管区海上保安本部】、港湾海岸課、第六管区海上保安本部】、港湾海岸課、第六管区海上保安本部】    
 

 海上における災害を予防するため、国の機関並びに県、市町及びその機関等は、災害予防活動について、

次のような予防措置を実施する。 

 

２－２７－１２－２７－１２－２７－１２－２７－１    県、警察、市町、消防機関、四国地方整備局及び海上保安部の活動県、警察、市町、消防機関、四国地方整備局及び海上保安部の活動県、警察、市町、消防機関、四国地方整備局及び海上保安部の活動県、警察、市町、消防機関、四国地方整備局及び海上保安部の活動    
    

１１１１    関係機関の協力体制の確立関係機関の協力体制の確立関係機関の協力体制の確立関係機関の協力体制の確立    

 日頃から情報交換を密にするとともに、海上災害を想定した防災訓練の実施・参加等を通じて、機関相

互の緊密な協力体制の確立に努める。 

 

２２２２    訓練の実施訓練の実施訓練の実施訓練の実施    

 単独又は合同で防災に関する訓練を積極的に実施し、防災能力の維持・向上に努める。 

 

３３３３    防災思想の普及及び高揚防災思想の普及及び高揚防災思想の普及及び高揚防災思想の普及及び高揚    

 単独又は合同で防災に関する広報、教育等を積極的に実施し、関係者や県民に対する防災思想の普及・

高揚に努める。 

 

４４４４    資機材等の整備資機材等の整備資機材等の整備資機材等の整備    

 各機関は、海上災害発生時に迅速に対応できるよう、応急対策活動に必要な船舶、車両、通信機器、流

出油防除資機材等の整備に努める。 

 

５５５５    調査研究調査研究調査研究調査研究    

 防災に関する資料の収集及び調査研究を定常的に行うとともに、調査研究成果について関係機関へ情報

提供を行い、情報の共有化を推進する。 

 

２－２７－２２－２７－２２－２７－２２－２７－２    各地区排出油等防除協議会の活動各地区排出油等防除協議会の活動各地区排出油等防除協議会の活動各地区排出油等防除協議会の活動        
 

 松山地区排出油等防除協議会、東予地区排出油等防除協議会及び宇和海地区排出油等防除協議会（以下

「排出油等防除協議会」という。）は、各海上保安部の指導のもと、次に掲げる災害予防活動を実施する。 

 

１１１１    関係機関の協力体制の確立関係機関の協力体制の確立関係機関の協力体制の確立関係機関の協力体制の確立    

 日頃から情報交換を密にするとともに、海上災害を想定した防災訓練の実施及び参加等を通じて、機関

相互に緊密な協力体制の確立に努める。 

 

２２２２    流出油防除資機材及び通信機器等の整備流出油防除資機材及び通信機器等の整備流出油防除資機材及び通信機器等の整備流出油防除資機材及び通信機器等の整備    

 各機関は、オイルフェンス、吸着材、油処理剤等の流出油防除資機材及び防災無線の整備促進に努める。 

 

３３３３    訓練の実施訓練の実施訓練の実施訓練の実施    

 大規模な海上流出油災害を想定した訓練を積極的に実施し、防災能力の維持・向上に努める。 

 

  ※資料 １ 海上保安部所属巡視船艇            （資料編１１－ ７） 

２ 灯台見廻り船                 （資料編１１－ ８） 

３ 海上保安部航空機要目             （資料編１１－ ９） 

４ 海上保安部監視取締艇             （資料編１１－１０） 

５ 海上保安部災害時優先電話番号等        （資料編１１－１１） 

６ 東予地区排出油等防除協議会会則        （資料編１５－ ３） 

７ 松山地区排出油等防除協議会会則        （資料編１５－ ４） 

８ 宇和海地区排出油等防除協議会会則       （資料編１５－ ５） 

 ９ 備後灘・伊予灘海域排出油等防除協議会連合会会則（資料編１５－ ６） 
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第２８章第２８章第２８章第２８章    航空災害予防対策航空災害予防対策航空災害予防対策航空災害予防対策    【消防防災安全課、大阪航空局】【消防防災安全課、大阪航空局】【消防防災安全課、大阪航空局】【消防防災安全課、大阪航空局】    
 

 航空機墜落等の大規模な航空機事故による航空災害を防止するために、国の機関並びに県、市町及びその

機関は、被害の軽減を図るため、必要な予防措置を実施する。 

 

２－２８－１２－２８－１２－２８－１２－２８－１    防災体制の整備防災体制の整備防災体制の整備防災体制の整備    
 

 松山空港事務所は、松山空港緊急計画を定め、松山空港及び隣接区域において、航空機事故が発生した場

合、又は発生する恐れがある場合の関係機関の果たすべき役割分担等を明確にし、円滑な消火救難・救急医

療活動に努める。 

 

２－２８－２２－２８－２２－２８－２２－２８－２    松山空港松山空港松山空港松山空港緊急時対応計画検討委員会緊急時対応計画検討委員会緊急時対応計画検討委員会緊急時対応計画検討委員会の活動の活動の活動の活動    
 

 松山空港事務所は、上記の目的を遂行するため、県、市、消防、警察、医療機関、自衛隊、海上保安庁、

税関、ＮＴＴ、航空運送事業者等で松山空港消火救難活動協議会を組織する。 

 

２－２８－３２－２８－３２－２８－３２－２８－３    松山空港消火救難協力隊の活動松山空港消火救難協力隊の活動松山空港消火救難協力隊の活動松山空港消火救難協力隊の活動    
 

 松山空港事務所は、空港内事業者で組織する松山空港消火救難協力隊の充実を図り、災害が発生した場合

は、迅速な消火救難活動が実施出来るよう努める。 

 

２－２８－４２－２８－４２－２８－４２－２８－４    防災訓練の実施防災訓練の実施防災訓練の実施防災訓練の実施    
 

 松山空港消火救難活動協議会は、松山空港緊急計画に基づき航空機災害を想定した訓練を実施する。 

 

 

  ※資料 松山空港緊急計画（資料編１５－１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



 74

第２９章第２９章第２９章第２９章    鉄道施鉄道施鉄道施鉄道施設災害予防対策設災害予防対策設災害予防対策設災害予防対策        
【交通対策課、四国旅客鉄道株式会社、日本貨物鉄道株式会社、伊予鉄道株式会【交通対策課、四国旅客鉄道株式会社、日本貨物鉄道株式会社、伊予鉄道株式会【交通対策課、四国旅客鉄道株式会社、日本貨物鉄道株式会社、伊予鉄道株式会【交通対策課、四国旅客鉄道株式会社、日本貨物鉄道株式会社、伊予鉄道株式会

社】社】社】社】    
 

 鉄道事業者は、鉄道施設災害を防止するため、災害時の防災体制の確立を図るとともに、施設等の災害予

防措置を推進し、異常気象時においては、あらかじめ定める運転基準により列車の運転中止等を行う。 

 

２－２９－１２－２９－１２－２９－１２－２９－１    防災体制の確立防災体制の確立防災体制の確立防災体制の確立    
 

 災害発生時における社員の動員計画、情報の収集、伝達の方法、関係機関との協力体制、対策本部等の運

営について整備を推進し、防災体制の確立を図る。 

 

２－２９－２２－２９－２２－２９－２２－２９－２    施設等の整備施設等の整備施設等の整備施設等の整備    
 

 災害等が予想される施設等については、あらかじめ把握しておき、風雨雪時の警戒等を重点的に行うとと

もに、危険箇所等の改良工事等を実施するなど、各施設の安全性確保に努める。 

 

２－２９－３２－２９－３２－２９－３２－２９－３    異常気象時における運転の停止等異常気象時における運転の停止等異常気象時における運転の停止等異常気象時における運転の停止等    
 

 豪雨、積雪等の異常気象時においては、列車の運転の中止等を行う。 
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第３０章第３０章第３０章第３０章    危険物等災害予防対策危険物等災害予防対策危険物等災害予防対策危険物等災害予防対策    【消防防災安全課、薬務衛生課】【消防防災安全課、薬務衛生課】【消防防災安全課、薬務衛生課】【消防防災安全課、薬務衛生課】    
 

２－３０－１２－３０－１２－３０－１２－３０－１    火薬類、高圧ガス及び石油類等の災害予防対策火薬類、高圧ガス及び石油類等の災害予防対策火薬類、高圧ガス及び石油類等の災害予防対策火薬類、高圧ガス及び石油類等の災害予防対策    
 

 火薬類、高圧ガスや石油類等の危険物による災害を防止するため、次の対策を実施し、防災機能の強化を

推進する。 

 なお、石油コンビナート等特別防災区域に係る石油類、高圧ガス等の災害防止については、石油コンビナ

ート等防災計画に定めるところによる。 

    

１１１１    予防査察等の強化予防査察等の強化予防査察等の強化予防査察等の強化    

  県、市町及び消防本部等監督機関は、火薬類、高圧ガス、石油類等の製造所、販売所、貯蔵所等の施設

並びに消費場所に対し、火薬類取締法、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

関する法律及び消防法等の規定に基づく保安検査、立入検査を実施し、基準適合状況を確認するとともに、

あわせて危険予防の指導を行い、自主保安体制の確立を図る。 

 

２２２２    予防教育の徹底予防教育の徹底予防教育の徹底予防教育の徹底    

(1) 県及び市町消防本部等は、危険物の製造所、販売所、貯蔵所等及び消費場所の作業主任者、保安係員、

保安監督者及び取扱者に対し、保安講習等による教育を実施する。 

(2) 県及び市町消防本部等は、関係事業者に対し、必要に応じて保安教育計画を作成させ、これに基づく

従事者への教育を徹底させることなどを指導する。 

 

３３３３    防災訓練の実施防災訓練の実施防災訓練の実施防災訓練の実施    

  災害時の応急対策を迅速かつ的確に実施するため、県、市町、関係保安団体及び事業所等による合同防

災訓練を実施する。 

 

２－３０－２２－３０－２２－３０－２２－３０－２    毒物劇物の災害予防対策毒物劇物の災害予防対策毒物劇物の災害予防対策毒物劇物の災害予防対策                                
 

 県内には、平成２５年３月末現在、毒物劇物製造業が２２施設、毒物劇物販売業が８５２店舗、電気めっ

き業が７施設、金属熱処理業が２施設、毒物劇物運送業が９施設存在する。 

 毒物劇物の事故による災害は、保健衛生上の危害が極めて大きいことに鑑み、次の事業を実施する。 

 

１１１１    県の活動県の活動県の活動県の活動    

  県は、関係施設の自主保安体制の充実を指導する。 

(1) 立入検査の実施    

   毒物劇物の製造や販売施設が、毒物及び劇物取締法に規定されている構造設備の基準に適合するよう

立入検査の際に構造設備に係る指導を強化する。 

(2) 保護具の設置 

   保健所に、毒物劇物用保護衣、防毒マスク等の保護具一式を配置して、緊急事態が発生した場合、即 

  時、消防機関等に協力できる体制を確立するとともに、保健所の毒物劇物監視員の定期的な実地訓練を

行う。 

 

２２２２    製造業者等の活動製造業者等の活動製造業者等の活動製造業者等の活動    

  製造業者等は、日頃から災害予防のための措置を講じておく。 

(1) 応急対策教育の徹底 

   毒物劇物の製造業者は、それぞれ自主的に作成している「危害防止規定」を順守するよう職員に教育

指導する。 

(2) 毒物劇物の製造量及び同貯蔵量の把握 

   毒物劇物の製造量及び貯蔵量を定期的に調査し、その実態を把握する。 

  ※資料 １ 毒物劇物製造業者名簿              （資料編１４－１） 

      ２ 毒物劇物貯蔵施設等の災害時における緊急通報系統図（資料編１４－２） 

      ３ 毒物劇物の災害時における事故処理要領      （資料編１４－３） 
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第３１章第３１章第３１章第３１章    火災予防対策火災予防対策火災予防対策火災予防対策    【消防防災安全課】【消防防災安全課】【消防防災安全課】【消防防災安全課】    
 

 各種火災に対処するため、消防職員、消防団員の教養訓練と消防諸施設の拡充強化を図るとともに、消防

相互応援を密にして火災予防の実を挙げ、消防思想の普及徹底に努め、もって住民の生命・身体・財産を保

護し、火災による被害を軽減する。 

 

２－３１－１２－３１－１２－３１－１２－３１－１    消防職員、消防団員の教育・育成消防職員、消防団員の教育・育成消防職員、消防団員の教育・育成消防職員、消防団員の教育・育成    
 

 消防組織法（昭和 22 年法律第 226 号）第 29 条及び第 51 条の規定に基づき、愛媛県消防学校において、

県内消防職員及び消防団員の教育を行う。また、消防団は、消防機関の活動を補充し、地域の実情に応じた

火災予防活動が期待されていることから、市町は消防団員の確保に努め、活性化対策を積極的に推進する。 

 

２－３１－２２－３１－２２－３１－２２－３１－２    消防統計及び消防情報消防統計及び消防情報消防統計及び消防情報消防統計及び消防情報    
 

 毎年県内の消防統計を作成し、火災に対する予防、防御の資料とするほか、機動化、科学化した各種消防

情勢を広報するとともに、特殊火災、大火災に対する防御活動の検討会を実施し、防御の適否を判断して、

教養訓練の充実と将来の火災防御活動及び火災予防対策の万全を期する。 

 

２－３１－３２－３１－３２－３１－３２－３１－３    消防施設の拡充強化消防施設の拡充強化消防施設の拡充強化消防施設の拡充強化    
 

 消防力の整備指針に基づき、各市町の消防施設の拡充強化を図り、消防の機動化、科学化を行い、有事即

応体制の確立に努める。 

 

２－３１－４２－３１－４２－３１－４２－３１－４    防火思想の普及防火思想の普及防火思想の普及防火思想の普及    
 

 生活様式の変化により、火気の使用が激増し、これに伴う防火思想の高揚が急務であることから、春秋２

回の火災予防運動を軸として各種団体の協力を求め、警火心の喚起と防火思想の普及に努める。 

 

２－３１－５２－３１－５２－３１－５２－３１－５    火災予防火災予防火災予防火災予防    
 

 消防法（昭和 23 年法律第 186 号）第８条に定める、防火管理体制と消防用設備の設置並びに市町火災予

防条例に基づく消火施設、火気施設、大量可燃物の規制、器具等の整備点検を確実に行い火災予防の徹底を

図る。 

 また、気象状況が火災予防上危険である場合、消防法第 22 条に規定する火災気象通報を、知事から速や

かに関係市町長に伝達し、市町長は、必要に応じ火災警報を発令し、火災予防の万全を期する。 

 このため市町長は、地域防災計画に次の事項を定めておく。 

 (1) 警報発令基準 

 (2) 警報発令計画 

 (3) 警報解除計画 

 

２－３１－６２－３１－６２－３１－６２－３１－６    火災予防査察火災予防査察火災予防査察火災予防査察    
 

 消防長又は市町長は、特に必要があると認められるときは、市町地域防災計画の定めるところに従って、

消防法第４条及び第４条の２の規定に基づいて予防査察を実施する。 

 

２－３１－７２－３１－７２－３１－７２－３１－７    消火活動消火活動消火活動消火活動    
 

 火災に対処して通報、応急消火の義務、緊急自動車の優先通行の主旨を普及啓発し、消火活動について消

防と一般人の一体化を図る。 

 

２－３１－８２－３１－８２－３１－８２－３１－８    災害防御の措置災害防御の措置災害防御の措置災害防御の措置    
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 消防組織法第 43 条の規定による非常事態に際し、火災防御の措置について必要な指示を行い、防御の措

置の早期確立を期する。 

 

  ※資料 市町消防の現状      （資料編４－１） 
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第３２章第３２章第３２章第３２章    林野火災予防対策林野火災予防対策林野火災予防対策林野火災予防対策        
【消防防災安全課、【消防防災安全課、【消防防災安全課、【消防防災安全課、防災危機管理課防災危機管理課防災危機管理課防災危機管理課、森林整備課、四国森林管理局】、森林整備課、四国森林管理局】、森林整備課、四国森林管理局】、森林整備課、四国森林管理局】    

 

 林野火災は、ひとたび発生すると地形、水利、交通等の関係から消火作業は困難を極め、大規模火災とな

る恐れがある。 

 このため、次のとおり林野火災消防計画を策定し、火災の未然防止と被害の軽減を図る。 

 

２－３２－１２－３２－１２－３２－１２－３２－１    林野火災消防計画の確立林野火災消防計画の確立林野火災消防計画の確立林野火災消防計画の確立    
 

 市町長は、関係機関と密接な連絡をとり、森林の状況、気象条件、地理、水利の状況、森林作業の状況等

を調査検討のうえ、次の事項について林野火災消防計画を策定する。 

(1) 特別警戒実施計画 

   特別警戒の実施区域、時期、実施要領等について定める。 

(2) 消防計画 

   消防分担区域、出動計画、防御・鎮圧要領等について定める。 

(3) 資機材整備計画 

   林野火災用消防水利及び消防施設の整備・拡充について定める。 

(4) 啓蒙運動の推進計画 

   山火事予防のポスター、立看板、横断幕等各種広報等の実施について定める。 

(5) 林野火災防御訓練の実施計画 

   市町単独若しくは県及び関係機関と連携した訓練の実施等について定める。 

 

２－３２－２２－３２－２２－３２－２２－３２－２    林野所有（管理）者の予防対策林野所有（管理）者の予防対策林野所有（管理）者の予防対策林野所有（管理）者の予防対策        
 

(1) 防火帯としての役割を加味した林道網の整備 

(2) 防火帯防火樹帯の設置及び造林地への防火樹の導入 

(3) 自然水利の活用等による防火用水の確保及び防火用工作物の整備 

(4) 事業地の防火措置の明確化 

(5) 森林法、火入れに関する条例及び市町火災予防条例等の厳守 

(6) 消防機関等との連絡方法の確立 

(7) 火災多発期(12 月～３月)における見巡りの強化 

 

２－３２－３２－３２－３２－３２－３２－３２－３    林野火災対策用資機材の整備林野火災対策用資機材の整備林野火災対策用資機材の整備林野火災対策用資機材の整備        
 

 県、市町及び林野の所有（管理）者は、林野火災対策用資材（トラック、ジープ、工作車、チェンソー、

鋸、鍬、鎌、トランシーバー等）の整備に努める。 

 

２－３２－４２－３２－４２－３２－４２－３２－４    空中消火体制の整備空中消火体制の整備空中消火体制の整備空中消火体制の整備        
 

 県は、大規模林野火災に対処するため、消防防災ヘリコプターや自衛隊ヘリコプターによる空中消火体制

を確立するとともに、空中消火用資機材を整備し、愛媛県林野火災空中消火資機材 貸付要領の適切な運用

を図る。 

また、他県や自衛隊のヘリコプターの派遣には時間を要することから、市町は、火災状況を的確に把握し、

早期に派遣要請を行う。 

 

  ※資料 林野火災応急対策用の資機材（資料編４－６） 
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第３３第３３第３３第３３章章章章    災害復旧・復興への備え災害復旧・復興への備え災害復旧・復興への備え災害復旧・復興への備え    
    【【【【防災危機管理課防災危機管理課防災危機管理課防災危機管理課、循環型社会推進課、情報政策課】、循環型社会推進課、情報政策課】、循環型社会推進課、情報政策課】、循環型社会推進課、情報政策課】 

 

２－３３－１２－３３－１２－３３－１２－３３－１    平常時からの備え平常時からの備え平常時からの備え平常時からの備え    
県及び市町は、平常時から国、地方公共団体等関係機関間や、企業等との間で協定を締結するなど、連携

強化を進めることにより、災害発生時に各主体が迅速かつ効果的な災害応急対策等が行えるように努める。 

民間事業者に委託可能な災害対策に係る業務（被災情報の整理、支援物資の管理・輸送等）については、

あらかじめ民間事業者との間で協定を締結しておくなど協力体制を構築し、民間事業者のノウハウや能力等

を活用する。 

県及び市町は、燃料、発電機、建設機械等の応急・復旧活動時に有用な資機材、地域内の備蓄量、公的機

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

努める。 

県及び市町は、発災後の円滑な応急対応、復旧・復興のため、退職者（自衛隊等の国の機関の退職者も含

む。）の活用や、民間の人材の任期付き雇用等の人材確保方策をあらかじめ整えるように努める。 

 

２－３３－２２－３３－２２－３３－２２－３３－２    複合災害への備え複合災害への備え複合災害への備え複合災害への備え 

県及び市町等の防災関係機関は、複合災害（同時又は連続して２以上の災害が発生し、それらの影響が複

合化することにより、被害が深刻化し、災害応急対応が困難になる事象）の発生可能性を認識し、防災計画

等を見直し、備えを充実する。 

県及び市町等の防災関係機関は、災害対応に当たる要員、資機材等について、後発災害の発生が懸念され

る場合には、先発災害に多くを動員し後発災害に不足が生じるなど、望ましい配分ができない可能性がある

ことに留意しつつ、要員・資機材の投入判断を行うよう対応計画にあらかじめ定めるとともに、外部からの

支援を早期に要請することも定めておく。 

県及び市町等の防災関係機関は，様々な複合災害を想定した図上訓練を行い、結果を踏まえて災害ごとの

対応計画の見直しに努める。さらに、地域特性に応じて発生可能性が高い複合災害を想定し、要員の参集、

合同の災害対策本部の立上げ等の実動訓練の実施に努める。 

 

２－３３－３２－３３－３２－３３－３２－３３－３    災害廃棄物の発生への対応災害廃棄物の発生への対応災害廃棄物の発生への対応災害廃棄物の発生への対応    
県及び市町は、大量の災害廃棄物の発生に備え、広域処理体制の確立及び十分な大きさの仮置き場・処分

場の確保に努める。 

また、県及び市町は、県内で一定程度の余裕を持った処理施設の能力を維持し、災害廃棄物処理機能の多

重化や代替性の確保を図る。 

 

２－３３－４２－３３－４２－３３－４２－３３－４    各種データの整備保全各種データの整備保全各種データの整備保全各種データの整備保全 

県及び市町は、復興の円滑化のため、あらかじめ次の事項について整備する。 

・各種データの総合的な整備保全（戸籍、住民基本台帳、地籍、建築物、権利関係、施設、地下埋設物等

情報及び測量図面、情報図面等データの整備保存並びにバックアップ体制の整備） 

県及び市町は、各種情報システムについて、風水害等の発生時におけるシステム継続稼働を確保するため、

災害に強いシステムを整備するとともに、データバックアップの実施を徹底するほか、重要データの複製を

遠隔地に保管する措置の導入に努める。 

公共土木施設管理者は、円滑な災害復旧を図るため、あらかじめ重要な所管施設の構造図、基礎地盤状況

等の資料を整備しておくとともに、資料の被災を回避するため、複製を別途保存するよう努める。 

 

２－３３－５２－３３－５２－３３－５２－３３－５    罹災証明書交付体制の整備罹災証明書交付体制の整備罹災証明書交付体制の整備罹災証明書交付体制の整備 

市町は、災害時に罹災証明書の交付が遅滞なく行われるよう、住家被害の調査担当者の育成、他の地方公

共団体や民間団体との応援協定の締結等を計画的に進めるなど、罹災証明書の交付に必要な業務の実施体制

の整備に努める。 
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