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１ 地域振興計画に基づく個別事業の基本計画及び内容 

【防災行政無線(移動系)整備の必要性】 

伊方町では、合併時に新町建設計画を作成し、防災・地域安全推進を図るための基本方針

として、台風、地震、火事など災害による被害を最小限に抑える災害に強いまちづくりを進め、

また、民や地域、関係機関と連携し、防災、消防救急、交通安全、防犯など、地域の安全を守

る高い意識と体制の強化を図ることとしている。 

主な推進施策として、地域におけるきめ細かい防災体制づくりの強化に向けて、各地区の消

防活動の強化とともに、防災行政無線の整備・拡充、高齢化に対応した緊急時への対応、町

内の危険箇所等の確認を行うなど、災害時の避難体制の強化を揚げている。 

これら計画のもと、町では、平成１９・２０年度において防災行政無線（固定系）整備事業を実

施し、デジタルによる屋外拡声子局１１１箇所、さらには内全世帯へ戸別受信機を設置し、防

災態勢づくりの強化を図ったところ。 

今回は、未整備である防災行政無線（移動系）のデジタル化整備を実施し、安心・安全のま

ちづくりのため、さらなる防災体制づくりの強化を図るものである。  

 

【事業の全体計画】 

（１）事業の概要 

①計画地   伊方町全域 

②事業規模 (1)役場庁舎統制局整備 (統制台１台、遠隔制御装置３台) 

(2)移動局整備 (半固定型２台、車載型 56台、携帯型 97台) 

(3)中継基地局 (４箇所) 

(4)簡易中継局 (１箇所) 

③事業費  205,559千円（うち交付金 205，559千円） 

④期 間  平成２２年度 

 

伊方町における現在の防災行政無線の移動系施設(アナログ方式)は、合併前の旧町

毎に計画・設置されたシステムであり、カバーエリアは旧町内に限られ、合併後の町

役場(本庁)から瀬戸・三崎地区の移動局と直接通話できない欠点があった。今回、デ

ジタル移動系(260MHz)の無線システムに統一・更新することにより、町役場(本庁)か

ら町内全域の移動局を直接呼出して通話できる体制を構築する。 

  なお、アナログ方式に比べてデジタル方式は、急激にデータが劣化する特性があり、

地形的な影響でエリア内であっても部分的に受信不良地域が発生する可能性がある。

特に佐田岬半島一帯は急峻な地形であるため、事前に机上検討及び電波伝搬調査を行

い、町内一帯をカバーする為には、次のシステム構成を必要とした。 

まず、伊方町役場庁舎内に統制局を設置し、町内全域に対して情報交換ができるよ

う、移動局を防災・行政関連機関等に配備し、さらに、町の２出先機関に遠隔制御装

置を設置する。防災行政無線の固定系(デジタル方式)で新設した３中継局に、既設の

町防災行政無線中継局を追加した４中継基地局に、移動系デジタル無線受信装置等を
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併設し、さらに電波の弱い集落対策として、中継端末局（簡易中継局）を１台設置す

る。 

  役場に設置する統制局と各中継基地局間は多重無線回線で接続し、中継基地局と

移動局間は 260MHz 帯のデジタル無線回線で接続する事により、主回線に有線を使わ

ない災害に強い通信網を構築する。 

  なお、移動系施設のシステム構築には既設の町防災行政無線の固定系(デジタル方

式)施設との共用を図り、新設設備を最小限に抑えて事業コストを削減することとす

る。 

 

（２）事業の実施方法 

     ①伊方町防災行政無線（移動系）整備事業 

        伊方町が事業主体となり取り組む。 

 

（３）事業の実施根拠 

    災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）および原子力災害対策特別措置

法（平成１１年法律第１５６号）に基づき、伊方町が策定した「町原子力防災計

画」及び「町地域防災計画」により防災時の通信システムの整備に努めることと

しており、また、伊方町総合計画(平成 19 年 3 月策定)においても、防災体制の

取組の強化として当該事業を実施する計画である。さらに、無線電波の監督官庁

である総務省は、防災行政無線局の周波数について、できるかぎり早期にデジタ

ル方式に移行するよう指導しているところである。 

 

（４）事業の効果 

     ① 消防団の機能向上 

    市町村合併により消防団の活動エリアが広がったが、現状は移動系の無線のデ

ジタル化が未整備のため、旧町のアナログ式無線で対応している。無線機の周波

数が旧町毎に異なるため、旧町のエリアを越えて活動する場合、大変支障を来し

ている。 

今回、移動系の防災行政無線をデジタル方式で整備することにより、情報の

伝達が町内で一本化され、消防団員の意思統一が図られ、現場での対応の迅速化

が図られる。 

   ② 行政の通信機能の向上 

    伊方町の車両へ車載型の無線機を搭載し、役場(または総合支所)との通信手段

を確保し、情報の迅速な伝達を図る。また、各消防団との情報の共有も図られる。 
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２ 各事業の実施主体 

事業実施項目 実施主体 主な事業内容 場所 備考 

 

伊方町防災行政無線

（移動系）整備事業 

 

 伊方町 

統制台 1台 伊方町役場 1台  

遠隔制御 3台 
 

ｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰ 1台 
各総合支所 2台 

中継基地局 4箇所 
 
 
 

堂堂山 
アラカヤ 
権現山 
伽藍山 

簡易中継局 1箇所 大久展望台 

陸上移動局  
（半固定型） 2箇所 

各総合支所 
 

陸上移動局 
（車載型） 56台 
 

町 7台 
消防団 46台 
消防署 3台 

陸上移動局 
（携帯型） 97台 

町 7台 
消防団 87台 
消防署 3台 

 

３ 各事業の全体規模及び年度別実施スケジュール 
 

実施事業区分 

（全体整備規模） 
H21 H22 H23 H24 H25 

設計監理 
     

防災行政無線（移動系）設備 

統制台 1台 

遠隔制御 3台 

中継基地局 4箇所 

簡易中継局 1箇所 

陸上移動局  

（半固定型）2箇所 

陸上移動局 

（車載型） 56台 

陸上移動局 

（携帯型） 97台 
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防災行政無線（移動系）回線構成（案）

瀬戸総合支所
遠隔制御台

三崎総合支所
遠隔制御台

基地局（統制局） 役場
本庁

※多重無線・中継局設備（鉄塔・局舎等）については固定系整備分を共用する。

堂堂
山

権現
山

伽藍
山

多重回線１８Ｇ

多重回線７．５Ｇ

伊方地域 瀬戸地域 三崎地域

デジタル２６０ＭＨＺ

ｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰ
遠隔制御装置

移動局（携帯型）

移動局（携帯型）

移動局（車載型）

移動局（車載型）

移動局（半固定型） 移動局（半固定型）

有線延長

デジタル２６０ＭＨＺ

アラカヤ

簡易中継局

(大久展望台)
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(単位：千円) 

実  施  事  業 事 業 内 訳  H22 計 

防災

行政

無線

(移動

系)整

備事

業 

統制台 (１台) 

遠隔制御装置 (３台) 

中継基地局(４箇所) 

簡易中継局 (１箇所) 

陸上移動局(半固定型) (２箇所) 

陸上移動局(車載型) (56 台) 

陸上移動局(携帯型) (97 台) 

機器製作費 

事業費 179,247 179,247 

交付金 179,247 179,247 

工事費 

事業費 17,565 17,565 

交付金 17,565 17,565 

附帯工事費 

・一般管理費等 

事業費 8,747 8,747 

交付金 8,747 8,747 

合        計 

事業費 205,559 205,559 

交付金 205,559 205,559 

 

 

 

５ 上記以外の国の財源を充当する場合には、当該財源の内容及び金額 

     該当なし 

 

 

６ 事業の実施により整備された施設等の維持・運営主体、維持・運営方

法及び維持・運営にかかる自治体の負担額 
 

（１）施設等の維持・運営主体 

  伊方町 

統制台、中継基地局、簡易中継局、半固定型の陸上移動局などは、町自体が保

守管理するが、消防団に配備する車載型・携帯型の無線機については、保守管理

は消防団役員が実施(保守管理費用は町負担)する。なお、専門知識を必要とする

ため、無線システムの管理委託契約を業者と締結する。 

 （２）自治体の負担額 

    維持管理費用は、町の負担とし、概算で、年間約４，８００千円必要と試算し

ている。 

４ 充当しようとする交付金の年度別交付対象経費及び年度別交付金額 
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７ 地域振興計画に掲げる事業が特定軽水型実用発電用原子炉の運転の円
滑化に資する理由 

 

伊方町は、日本のエネルギー政策の推進のため原子力発電所の立地及び核燃料サイク

ルの一環であるプルサーマル計画の実施に協力してきた。 

 しかし、地域住民が全てこの考えに賛同しているわけではなく、町内外を含め一部に

反対の意向を示す住民も根強く存在している。 

また、伊方町は平成１７年度に伊方町、瀬戸町、三崎町の三つの町が合併した関係で、

立地町でなかった旧町の中には原子力に関する知識や関心が十分でないために正しく

理解されていない地域住民も少なからず存在している。 

このような中で、地域住民の理解を深めるためにも原子力発電所立地地域としての地

域振興策を推進していくことが大変重要であると考えている。 

そこで、地域におけるきめ細かい防災体制づくりの強化に向けて、各地区の消防活動

の強化とともに、防災行政無線の整備・拡充、高齢化に対応した緊急時への対応、町内

の危険箇所の確認を行うなど、災害時の避難体制の強化を掲げている。 

このため、町では平成１９・２０年度に防災行政無線（固定系）整備事業を実施し、

デジタルによる屋外拡声子局１１１箇所、さらには町内全世帯へ戸別受信機を設置し、

防災体制づくりの強化を図った。 

さらに、今回、防災行政無線（移動系）のデジタル化整備を図ることにより、安心・

安全なまちづくりに努め、原子力発電所の設置による地域振興策の実感を地域住民に与

えると共に、防災体制づくりの強化を図ることは、原子力発電について地域住民の理解

と安心感を高めることに繋がり、ひいては、特定軽水炉型実用発電用原子炉の設置及び

運転の円滑化に資するものである。 
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８ 地方公共団体で作成される長期的な地域振興計画との関係 

伊方町は、リアス式海岸独特の変化に富んだ美しい自然と、温暖な気候が育む実り豊

かな四国最西端の佐田岬半島に位置している。 

２１世紀を迎えた今日、社会を取り巻く環境は、国の総人口の減少、少子高齢社会の

進行、産業・経済構造の変化、地球の温暖化など、さまざまな分野で大きく変化してい

る。 

こうした時代にあって、佐田岬の３町は平成１７年４月から新伊方町として新しい一

歩を踏み出した。その際に策定した新町建設計画に集約された、町民一人ひとりのまち

づくりに対する熱い思いに応え「よろこびの風薫るまち伊方」の将来像を実現するため

に、まちづくりの３つの要素である協働・共生・個性をキーワードに、新町のあるべき

姿について考え、これからのまちづくりの指標として、平成１８年度に「伊方町総合計

画」を策定した。 

 

その中では、『よろこびの風薫るまち 伊方』をテーマに、協働・共生・個性を大切

に、 

１ 保健・医療・福祉 

～健やかで、あたたかい心がふれあうまちを目指して 

２ 教育・文化 

～ふるさとを愛し、豊かな心を育てるまちを目指して 

３ 社会基盤 

～安心・安全で、快適に暮らせるまちを目指して 

４ 環境保全 

～美しい自然を、みんなで守るまちを目指して 

５ 産業振興 

～自然と親しみ、共に育む産業のまちを目指して 

６ 住民協働・行財政 

～ みんなの参加と、信頼の輪による協働のまちを目指して 

を基本目標として、一人ひとりがキラリと光るまちづくりを目指している。 

 

 今回の計画では、原子力発電所が有るが故にさらなる「安心・安全で、快適に暮らせ

るまち」を目指して、「防災行政(移動系)整備事業」「緊急避難道路整備事業」「災害避

難所指定施設耐震補強等整備事業」「消防施設等整備事業」の事業を実施することとし

ているが、これらは伊方町総合計画（平成 18年度～平成 27年度）で目指すまちづくり

の柱となる事業であり、当該総合計画と整合しているところである。   
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［１］ 保健・医療・福祉 

～健やかで、あたたかい心がふれあうまちを目指して 

［２］ 教育・文化 

～ふるさとを愛し、豊かな心を育てるまちを目指して 

［３］社会基盤 

～安心・安全で、快適に暮らせるまちを目指して 

［４］環境保全 

～美しい自然を、みんなで守るまちを目指して 

［５］産業振興 

～自然と親しみ、共に育む産業のまちを目指して 

［６］住民協働・行財政 

～みんなの参加と、信頼の輪による協働のまちを目指して 

施策 1-1 健康増進活動の推進 

施策 1-2 医療体制の充実 

施策 1-3 子育て支援の充実 

施策 1-4 高齢者福祉の充実 

施策 1-5 障害者福祉の充実 

施策 1-6 地域福祉の充実 

施策 2-1 学校教育の充実 

施策 2-2 生涯学習・生涯スポーツの活性化 

施策 2-3 伝統・文化の継承と発展 

施策 3-1 道路・河川の整備・交通環境の充実 

施策 3-2 港湾機能の充実 

施策 3-3 住環境の充実（住宅・公園） 

施策 3-4 自然エネルギー・高度情報基盤の活用 

施策 3-5 防災・消防体制の充実 

施策 3-6 安心・安全なまちづくりの推進 

施策 4-1 資源循環型社会の実現 

施策 4-2 上・下水道の整備 

施策 4-3 自然環境・生活環境の向上 

施策 5-1 農業の振興 

施策 5-2 水産業の振興 

施策 5-3 観光・ツーリズム・商工業の振興 

施策 6-1 人権尊重・男女共同参画社会の推進 

施策 6-2 地域間交流・国際交流の推進 

施策 6-3 協働のまちづくりの推進 

よよろろここびびのの風風薫薫るるままちち  伊伊方方  

～～協協働働・・共共生生・・個個性性をを大大切切にに、、一一人人ひひととりりががキキララリリとと光光るるままちちづづくくりり～～  

協働 共生 個性 

１）健康と安心感を高める重点事業（8事業） 

５）まちの活力を高める重点事業（10事業） 

４）豊かな自然を継承する重点事業（8事業） 

６）人権意識と互いの信頼を高める重点事業（8事業） ３）安全と暮らしやすさを高める重点事業（7事業） 

２）人材育成と郷土愛を高める重点事業（9事業） 

将来像 

3か条 

基本目標 基本計画 

重点事業 

施策体系 
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９ 他の類似事業との比較 
防災行政無線（移動系）整備を実施しているもののうち、人口・面積が比較的近い公共

団体として、平成１６年に３町合併した岡山県瀬戸内市（人口 39,081 人・面積 125.53K ㎡）

の類似事業と比較する。 
 

 実 施 主 体 伊  方  町 岡 山 県 瀬 戸 内 市 

事  業  名 
防災行政無線（移動系）整備事

業 

防災行政無線（同報系・移動系）

の無線設備の整備事業 

事業の趣旨 

合併に伴い防災行政無線（移動

系）を整備し、町内全域をカバー

する災害に強い通信網を構築す

る。 

 合併に伴う広域エリアのカバー

と既存システムの更新及びデジタ

ル設備を整備することにより、一

層の情報収集及び伝達の円滑化を

図るため市内全域に移動局の整備

を行う。 

事 業 期 間 平成２２年度 平成１８年度 

供用開始時期 平成２３年４月運用開始予定 平成１９年度 

事 業 主 体 愛媛県伊方町 岡山県瀬戸内市 

事

業

概

要 

総事業費 205,559千円 520,590 千円（同報系含む） 

固定局 １局 １局 

 遠隔制御 ３台 ３台 

基地局 ４箇所 １箇所 

簡易中継局 ２箇所 １箇所 

陸上移動局 

半固定型 

 ２台  １２台 

陸上移動局 

車載型 

 ５６局  ５８局 

陸上移動局 

携帯型 

 ９７局  １００局 

事業実施の方 

法（運営方法） 

町が管理運営を実施 市が管理運営を実施 

財源（自治体負担） 
核燃料サイクル交付金を充当し

て実施。 

合併特例債と県補助金を充当し

て実施 

事  業  効  果 

事業実施により､旧町単位でし

か通信できなかったものが、町内

一円をカバーし、情報の伝達が円

滑化されるため、災害時の迅速な

対応が期待できる。 

 災害発生時に各移動局が災害現

場から正確な情報を市役所に伝達

するとともに移動局相互間でも通

信が行え、情報収集及び伝達が効

率的に実施できる。 

 

１０ 地域振興計画に対する事業地域の住民の要望及び意見 
    該当なし 
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１１ 地域振興計画の事業地域の住民への公開及び周知方法 

地域振興計画で計画されている事業は、先に記述したとおり「伊方町総合計画」に掲

げられている事業であり、町民の関心も非常に大きく、事業の進捗を多くの町民が期待

して見守っている状態である。 

原子力発電所が安全に運転・管理され、平穏な日々が過ごせる当たり前の暮らしは、

災害などの緊急時への日頃からの備えと支援体制が整備されていることがあって、はじ

めて成り立つものである。これらの取り組みにより、少子高齢社会における安心と安全

を確保しながら、日常生活の利便性と豊かな自然を兼ね備えた快適な暮らしの実現を図

ることとしている。 

この後は、事業の進捗に合わせて町民、議会・区長会等への説明を行うとともに、町

の広報紙、ホームページ、報道機関等を活用しながら、地域振興計画で実施する「安心・

安全」対策の事業を積極的にＰＲして、事業の公開、透明性を図っていくこととしてい

る。 

【今後の公開及び周知方法】 

公開及び周知方法 時期 対象者 備    考 

広報紙 随時 町民等 事業進捗の状況 

ホームページ 随時 町民等 事業進捗の状況 

議会 随時 議会 事業進捗の状況 

区長会 随時 区長会 事業進捗の状況 

 

１２ 地方自治体及び事業地域の住民の協力・支援体制 
 

合併前の旧町で整備した施設を引き続き利用しており、そのため、平成２０年度に

固定系については、防災行政無線を町内統一規格でデジタル化整備を完了した。 

これと併せて、本事業を伊方町が実施主体となって整備し、地域住民や消防団の協

力を得て、より正確且つ迅速な通信手段の確立を図ることとしている。 

 

１３ 地域振興計画の期待される効果 
 

移動系の防災行政無線は災害時、現場最前線で使用し、災害対策本部との通信手段

として、必要不可欠となることから、デジタル化の整備は重要であり、本事業を実施

することにより、非常時における通信網の確保が実現することとなる。また多種多様

な情報や災害現場での迅速且つ正確な指揮命令の実施及び災害対策本部との情報共

有が可能となり、町民が「安心・安全で、快適に暮らせるまち」の具体化が図られる。 


