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 1 

【総 則】 

 

■第１章 総  則               

 

第１節 目  的                       

 

１．計画の目的 

 五島市地域防災計画は、災害対策基本法第４２条の規定に基づき、五島市の地域にかか

る災害対策に関して次の事項を定め、もって総合的かつ計画的な防災の推進を図り、防災

の万全を期するものとする。 

 

１ 本市の地域に係る防災に関し、本市及び本市地域を管轄する指定地方行政機関、指定 

公共機関、指定地方公共機関及び公共的団体その他防災上重要な施設の管理者の処理す 

べき事務又は業務の大綱 

 

２ 災害に関する防災施設の新設又は改良、防災のための調査研究、教育及び訓練その他 

の災害予防の計画 

 

３ 災害に関する情報の収集及び伝達、予報又は警報の発令及び伝達、避難、消火、水防、 

救難、救助、衛生その他の災害応急対策の計画 

 

４ 災害復旧に関する計画 

 

５ その他必要な計画 

 

２．防災計画の構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       図１ 五島市地域防災計画の構成 

災害対策基本法  

五島市地域防災計画 

(基本計画編・震災対策

編・津波対策編) 

 

(2)災害予防計画 

(3)災害応急対策計画 

(4)災害復旧計画 

(1)防災関係機関の処理すべき事務・業務の大綱 
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【総 則】 

 

第２節 五島市の概況（自然的条件）               

 

１． 位  置 

 

方     位 地      名 極 限 経 緯 度 

東     端 椛 島 の 鷹 の 巣 崎 東経 １２９度００分 

西     端 肥 前 鳥 島 東経 １２８度０６分 

南     端 女 島 北緯  ３１度５９分 

北     端 葛 島 北緯  ３２度５４分 

 

２ 地   勢 

  本市は、九州の最西端に位置し、長崎港の西方海上約１００km の五島列島の南西部、 

福江島、奈留島、久賀島、椛島、黄島、赤島、蕨小島、黒島、島山島、嵯峨島及び前島 

の１１の有人島と５２の無人島からなっている。 

  面積は、４２０．７７k㎡であり、地質は、大部分が古代三紀の砂岩、礫岩、頁岩及び 

玲岩からなっており、地形は極めて複雑で火山群を伴う沈降性地累島群で、多くの溺れ 

谷をもち、その海岸線は屈曲に富んでいる。また、福江島、嵯峨島には、小型のホマー 

テ（臼状火山）及びアスピーテ（盾状火山）の火山群があり、その特異な火山形は我が 

国でも珍しい存在となっている。 

 

３ 気  象 

 (1) 五島の気候は周囲を海に囲まれているため、九州本土に比べ夏は涼しく、冬は温暖 

であり、平年値（※）における年平均気温は 16.8℃となっている。 

   平年値における年平均降水量は 2,335.8 ミリで、長崎市の同量 1,857.7 ミリと比べ

125％と多く、このうち梅雨と台風期の降水量が約 50％を占めている。台風は 7 月頃

から 9月頃にかけて来襲し、本市から概ね 300km以内に接近する台風の平年値は、2.4

個となっている。過去 10年間に接近した台風は別表１－１に、最大（瞬間）風速、雨

量の上位の記録は別表１－２に示すとおりである。 

   ※平年値とは、過去 30年間の気象要素の平均値のこと。ここでは、1981年から 2010年までの統計    

データを用いている。 
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【総 則】 

第３節 防災関係機関の処理すべき事務又は業務の大綱       

 

 本市の地域並びに本市住民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、防災に関し

関係機関の処理すべき事務又は業務の大綱は次のとおりである。 

 

１．指定地方行政機関 

機関名 業務の大綱 電話番号 

五島警察署 災害時における治安、交通、通信及び県警察相互応

援要請に係る連絡調整など警察行政に関する調整 
７２－８１１０ 

九州農政局長崎支

局 

災害時における主要食糧の需給対策 ０９５－８４５

－７１２１ 

長崎森林管理署福

江森林事務所 

(1) 国有林野等の森林治水事業の防災管理 

(2) 災害応急用材の需給対策 
７２－２７１４ 

五島海上保安署 災害時、海上における人命、財産の救助、その他救

助を必要とする場合の援助並びに海上の治安警備 
７２－３９９９ 

長崎地方気象台 (1)気象、地象、水象の観測及びその成果の収集、発

表を行う。 

(2)気象、地象（地震にあっては、発生した断層運動

による地震動に限る）、水象の予報・警報等の防

災情報の発表、伝達及び解説を行う。 

(3)気象業務に必要な観測、予報及び通信施設の整備

に努める。 

(4)地方公共団体が行う防災対策に関する技術的な

支援・助言を行う。 

(5)防災気象情報の理解促進、防災知識の普及啓発に

努める。 

０９５－８１１

－４８６２ 

長崎労働基準監督

署五島駐在事務所 

工場、事業場における労働災害の防止及び災害救助

に対する援助 

              

７２－２９５１ 

九州地方整備局長

崎港湾・空港整備

事務所 

(1)所管施設の被害状況の把握 

(2)情報連絡網の構築 

(3)現地情報連絡員（リエゾン）の派遣 

(4)災害応急措置 

(5)その他必要と認められる事項 

 

０９５－８７８

－５１７５ 
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【総 則】 

 

２．自衛隊  

機関名 業務の大綱 電話番号 

航空自衛隊 

第 15警戒隊 

災害時における人命、財産の救援及び応急復旧活動

支援 
８４－２０７４ 

  

 

３．県 

機関名 業務の大綱 電話番号 

長 崎 県 

(1) 県防災会議に関する事務 

(2) 防災施設の新設、改良及び復旧の実施 

(3) 水防その他の応急措置 

(4) 県地域の災害に関する情報の収集、伝達及び被 

害調査 

(5) 被害者に対する救助及び救護措置 

(6) 災害時における保健衛生、文教、治安及び交通 

対策 

(7) その他、県の所掌事務についての防災対策 

(8) 市町村が処理する災害事務又は業務の実施につ 

いての援助及び調整 

(9) 災害対策に関する隣接県間の相互応援、協力等 

０９５－８２４

－１１１１ 

 

４．市 

機関名 業務の大綱 電話番号 

五 島 市 

(1) 市防災会議に関する事務 

(2) 防災施設の新設、改良及び復旧の実施 

(3) 消防水防その他の応急措置 

(4) 市地域の災害に関する情報の収集、伝達及び被 

害調査 

(5) 被災者に対する救助及び救済措置 

(6) 災害時における保健衛生、文教及び交通対策 

(7) 市内関係団体が実施する災害応急対策等の調整 

(8) 災害対策に関する隣接市町間の相互応援協力等 

(9) その他市の所掌事務についての防災対策 

７２－６１１１ 
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【総 則】 

 

５． 指定公共機関及び指定地方公共機関 

機関名 業務の大綱 電話番号 

郵便事業株式会社

市内各支店 

(1) 災害時における郵便業務の確保 

(2) 災害時における為替貯金、簡易保険等の非常取

扱並びに災害つなぎ資金の融資 

７２－４０２１ 

株式会社ＮＴＴ 

フィールドテクノ

九州支店長崎営業

所福江サービスセ

ンタ 

電気通信設備の保全と災害時における非常通信の 

調整 

７５－００６６ 

長崎新聞五島支局 気象予報、警報等の放送による周知徹底及び防災知

識の普及 
７２－２２２６ 

五島中央病院 (1) 災害時における医療、助産等の救助 

(2) 被災負傷患者等の収容保護 
７２－３１８１ 

五島医師会 災害時における医療、助産救護の実施 
７２－５０００ 

日本通運株式会社

長崎支店 

福江営業所 

災害時貨物自動車による救助物資等の輸送の確保 

 ７２－５６１７ 

九州電力株式会社

五島営業所 

(1) 電力施設の整備と防災管理 

(2) 災害時における電力供給の確保 

(3) 被災施設の応急対策と災害復旧 

０１２０－ 

９８６－４０６ 

五島自動車株式会

社 

災害時における自動車による避難場所への陸上輸 

送の確保 
７２－２１７５ 

九州商船株式会社 災害時における救助物資等の海上輸送の確保 ７２－２１９１ 

市内旅客船連絡協

議会 
災害時における救助物資等の海上輸送の確保 ７３－０００３ 

長崎県トラック協

会下五島支部 

(1) 災害時における救助物資等の輸送の確保 

(2) 災害時の応援輸送 
７２－３４５９ 
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【総 則】 

 

６．公共的団体 

機関名 業務の大綱 

福江商工会議所・

五島市商工会 

(1) 災害時における物資の需給及び価格の安定対策 

(2) 被災商工業者に対する融資の調整 

町内会・婦人会 災害時における災害情報等の伝達、避難者に対する炊出し及び食品需給 

調整と義援金品の募集及び配分 

市内金融機関 (1) 災害時における金融機関の金融緊急措置の指導 

(2) 被害事業者に対する資金の融資及びあっせん 

ごとう農業協同組合  (1) 農地農業用施設に関する防災及び災害復旧対策 

(2) 被災農家に対する融資のあっせん及び助成 

市内漁業協同組合 (1) 漁業用施設に関する防災及び災害復旧対策 

(2) 被災漁家に対する融資のあっせん及び助成 

五島市社会福祉協議会 災害時におけるボランティアの受け入れに関すること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

第２章 災害予防計画 
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【災害予防計画編】 

 

■第２章 災害予防計画               

 

 災害予防計画は、防災関係の事業又は業務の整備を行い、災害を未然に防止し、またそ

の被害を最小限度に防止することを目的とする。 

 

第１節 水害予防に関する計画                          

 

 水害の予防対策としては、それぞれ次によるものとする。 

 

１ 河川等の予防対策 

  河川等の水害予防対策として、次のようなことを適切な計画により実施する。 

 (1) 河川工事 

   洪水、はんらん等の防止のため河川改良工事を行う。 

 (2) 地すべり等防止工事 

   地すべりによる公共施設や多数の家屋、河川の被害を防除、軽減するため、地すべ  

り対策工事等を行う。 

   以上は長期間にわたる根本的な予防計画である。常時考慮すべき問題としては出水  

期における防災対策として、次のようなことを随時適切、迅速に実施する必要がある。 

(3) 河川の堤防、護岸の状況を監視し、堤防の法くずれの復旧、土羽芝の剥落箇所の芝  

付け、護岸基礎部の根堀箇所の根固め、積石の剥脱箇所の填充等を行い弱点箇所を補  

強する。 

 (4) 河川の流水を妨げる構造物の撤去、河川敷の不法建物の撤去 

 (5) 河川の水利工、床止工（又は頭首工）、根固め工等の不良箇所の補強 

 (6) 許可構造物の洪水に対する耐久力を検討し、必要あればその強度、根入等について  

補強の措置をとる。 

 (7) 用水の取入口、排水の吐け口等の扉の点検を怠らず、緊急の場合直ちに閉じられる  

ように処置する。 

 (8) 堤防漏水箇所は破堤の原因となる場合が多いので事前に真土の入れかえ、遮水壁等  

により漏水防止工を施す。 

 (9) 溜池等については特に漏水箇所の有無、余水吐の能力、溢流部分の水叩きの根堀等  

を監視し、不良箇所は速やかに処理し万全を期する。 

 (10) 気象に対する警報に留意し、降雨の状況、河川水位の上昇に留意し、溢水の危険区  

域、護岸の崩壊区域等（別表２－１）は、適切な水防工法を実施して被害の防止に努  

めるとともに、災害の発生が予想される時は、住民の避難等を機を失せず行う。 
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【災害予防計画編】 

 

第２節 風害予防計画                               

 

 南方海上に発生し日本に接近する台風は、夏季７・８・９月頃まで九州の西側海上又は

東側内陸部を通るのが従来からの一般的進路となっている。 

 特に、九州の西側海上を通る台風については注意を要する。 

 

１ 港湾漁港施設の防災対策 

  泊地内を台風及びこれにより生ずる波浪高潮等から防護するために、港内の施設を強 

化する。 

 

２ 農作物の防災対策 

 (1) 水稲の早期栽培導入及び倒伏防止に努める。 

 (2) 果樹枝の結束、古支柱の立替、防風林の設置 

 (3) そ菜の備蓄、種子及び種苗の確保 

 

第３節 高潮予防計画                                

 

 本市は離島のうえ台風の常襲地帯であり、台風の影響による高潮によって海岸、港湾、

漁港、その他公共施設等に対する被害が予想される。これに対しても予防対策を講ずる必

要がある。 

 高潮危険区域（海岸）は、別表２－２のとおりである。 

 

第４節 地すべり等予防計画                             

 

 連続的降雨又は集中豪雨等による地すべり、急傾斜地の崩壊、これに伴う家屋の倒壊、

埋没及び人的被害が予想される。これに対して予防対策を講じる必要がある。 

 

１ 地すべり危険箇所（別表２－３）については、地割れの増大の状況等を点検し、地割

れの下への浸透防止のための導水路工事を行い地下水排除をはかるとともに、既設  

の排水管の閉塞を調査し必要があれば清掃を行い能力を保全する。また、地すべりの  

発生が予想される時は、住民の避難等機を失せず行う。 

 

２ 長雨、異常降雨により大きな地すべりの発生が予想される地すべり等避難指導箇所 

 （別表２－４）については、住民の避難等機を失せず行う。 
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【災害予防計画編】 

 

３ 急傾斜地崩壊危険区域（別表２－５）については、県と協力して崩壊防止工事の促進 

を図る。また、工事が実施されていない区域において、急傾斜地の崩壊が予想されると 

きは、住民の避難等機を失せず行う。 

 

４ 土砂土砂災害警戒区域等における警戒避難体制の整備 

土砂災害警戒区域等における土砂災害防災対策の推進に関する法律（平成１２年法律第５

７号）に基づき、県知事により指定を受けた土砂災害警戒区域（以下「指定区域」という。）

（別表２－６）については、指定区域ごとに、土砂災害に関する情報の収集及び伝達、避

難、救助その他指定区域における土砂災害を防止するために必要な警戒避難体制の整備を

図る。 

 また、土砂災害に関する情報の伝達方法、急傾斜地の崩壊等のおそれがある場合の避難

地に関する事項その他指定区域における円滑な警戒避難が行われるために必要な事項につ

いて住民への周知に努める。 

さらに、平成２９年６月の上記法律の改正により、土砂災害警戒区域内にある要配慮者

利用施設の所有者又は管理者には、避難確保計画の作成が義務づけられたことから、対象

施設に対し、計画の作成および訓練を行われるよう指導を行う。 

 

５ 指定区域内の災害時要援護者関連施設への情報伝達 

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の指定区域内に所在す

る高齢者、障がい者、乳幼児その他の特に防災上の配慮を要する者が利用する施設（災害

時要援護者関連施設）に対しては、ＦＡＸにより、土砂災害に関する情報等を一斉同時配

信する。 
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【災害予防計画編】 

 

第５節 火災予防計画                     

 

 火災予防計画は、火災を未然に防止し、火災による災害の拡大を防ぐため、おおむね次

に掲げる事項について実施する。 

 

１ 火災予防査察 

  予防査察は、市消防本部の消防計画に基づき、年２回以上実施する。 

 

２ 火災予防条例に基づく取締りの強化促進 

  特に気象状況による火災警報発令を実施する。 

 

３ 危険物取扱の規制 

  消防法で定める発火性又は引火性物品（石油類等）の貯蔵取扱いについて、随時指導 

取締りを行う。 

 (1) 不良施設及び無許可施設の早期改造の勧奨と摘発に努める。 

 (2) 危険物の安全取扱いに対する取扱主任者の資質の向上を図る。 

 

４ 消火設備 

 (1) 公共建物に対する消火設備の適正配置の指導を行う。 

 (2) 興業所、事業所等に対する避難器具の設置とその維持管理の監督指導を行う。 

 

５ 大規模火災対策 

平成２８年１２月２２日に発生した糸魚川大規模火災を受け「糸魚川市大規模 

火災を踏まえた今後の消防のあり方に関する検討会の検討結果について」（平成 29 年 5 月

19 日付消防消第 117 号）により、本火災を踏まえた基本的な考え方、 

各消防本部において取り組むべき事項が示された。五島市も過去に福江大火を経験してい

ることから、大規模な火災への対策に努めることとする。 

 

６ その他 

  防火管理者、火元取締責任者の選任と管理者、責任者に対する防火思想の普及徹底を 

図る。 
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第６節 気象通報計画                                

 

１．風水害に関する防災気象情報 

（１）特別警報・警報・注意報 

  大雨や強風などの気象現象によって、災害が起こるおそれのあるときには「注意報」

が、重大な災害が起こるおそれのあるときには「警報」が、重大な災害が起こるおそれ

が著しく大きい場合には「特別警報」が、「五島市」に対して発表される。また、大雨や

洪水などの警報が発表された場合のテレビやラジオによる放送などでは、重要な内容を

簡潔かつ効果的に伝えられるよう、これまでどおり「五島」又は「下五島」の名称を用

いる場合がある。なお、特別警報が発表された際に、長崎県から市町、市町から住民へ

は通知もしくは周知の措置が義務付けられている。 

 

特別警報・警報・注意報の概要 

種類 概    要 

特別警報 
大雨、大雪、暴風、暴風雪、波浪、高潮が特に異常であるため重大な災害の

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。 

警報 
大雨、洪水、大雪、暴風、暴風雪、波浪、高潮等によって重大な災害の起こ

るおそれがある場合、その旨を警告して行う予報。 

注意報 
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。 

 

特別警報・警報・注意報の種類と概要 

特別警報・警報・注意報の種類 概    要 

 

特別警報 

 

大雨特別警報 

大雨が特に異常であるため重大な災害が発生するおそれが著

しく大きい時に発表される。大雨特別警報には大雨特別警報

（土砂災害）、大雨特別警報（浸水害）、大雨特別警報（土砂

災害、浸水害）のように、特に警戒すべき事項が明記される。 

大雪特別警報 
大雪が特に異常であるため重大な災害が発生するおそれが著

しく大きいときに発表される。 

暴風特別警報 
暴風が特に異常であるため重大な災害が発生するおそれが著

しく大きいときに発表される。 

 

暴風雪特別警報 

雪を伴う暴風が特に異常であるため重大な災害が発生するお

それが著しく大きいときに発表される。「暴風による重大な災

害」に加えて「雪を伴うことによる視程障害等による重大な

災害」のおそれについても警戒を呼びかける。 
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警報・注意報の種類 概    要 

 

特別警報 
波浪特別警報 

高い波が特に異常であるため重大な災害が発生するおそれが

著しく大きいときに発表される。 

高潮特別警報 
台風や低気圧等による海面の異常な上昇が特に異常であるた

め重大な災害が発生するおそれが著しく大きいときに発表さ

れる。 

 

警報 

大雨警報 大雨による重大な災害が発生するおそれがあると予想された

ときに発表される。大雨警報には、大雨警報（土砂災害）、大

雨警報（浸水害）、大雨警報（土砂災害、浸水害）のように、

特に警戒すべき事項が明記される。 

洪水警報 大雨、長雨、融雪などにより河川が増水し、重大な災害が発

生するおそれがあると予想されたときに発表される。対象と

なる重大な災害として、河川の増水や氾濫、堤防の損傷や決

壊による重大な災害があげられる。 

大雪警報 大雪により重大な災害が発生するおそれがあると予想された

ときに発表される。 

暴風警報 暴風により重大な災害が発生するおそれがあると予想された

ときに発表される。 

暴風雪警報 雪を伴う暴風により重大な災害が発生するおそれがあると予

想されたときに発表される。「暴風による重大な災害」に加え

て「雪を伴うことによる視程障害等による重大な災害」のお

それについても警戒を呼びかける。 

波浪警報 高い波により重大な災害が発生するおそれがあると予想され

たときに発表される。 

高潮警報 台風や低気圧等による海面の異常な上昇により重大な災害が

発生するおそれがあると予想されたときに発表される。 

 

注意報 

大雨注意報 大雨による災害が発生するおそれがあると予想されたときに

発表される。 

洪水注意報 大雨、長雨、融雪等により河川が増水し、災害が発生するお

それがあると予想されたときに発表される。 

大雪注意報 大雪により災害が発生するおそれがあると予想されたときに

発表される。 

強風注意報 強風により災害が発生するおそれがあると予想されたときに

発表される。 
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警報・注意報の種類 概    要 

 

注意報 

風雪注意報 雪を伴う強風により災害が発生するおそれがあると予想され

たときに発表される。「強風による災害」に加えて「雪を伴う

ことによる視程障害等による災害」のおそれについても注意

を呼びかける。 

波浪注意報 高い波により災害が発生するおそれがあると予想されたとき

に発表される。 

高潮注意報 台風やて低気圧等による海面の異常な上昇により災害が発生

するおそれがあると予想されたときに発表される。 

濃霧注意報 濃い霧により災害が発生するおそれがあると予想されたとき

に発表される。 

雷注意報 落雷により災害が発生するおそれがあると予想されたときに

発表される。また発達した雷雲の下で発生することの多い竜

巻等の突風や「ひょう」による災害についての注意喚起が付

加されることもある。急な強い雨への注意についても雷注意

報で呼びかけられる。 

乾燥注意報 空気の乾燥により災害が発生するおそれがあると予想された

ときに発表される。具体的には、火災の危険が大きい気象条

件を予想した場合に発表される。 

なだれ注意報 「なだれ」により災害が発生するおそれがあると予想された

ときに発表される。 

着氷注意報 著しい着氷により災害が発生するおそれがあると予想された

ときに発表される。具体的には、通信線や送電線、船体等へ

の被害が起こるおそれのあるときに発表される。 

着雪注意報 著しい着雪により災害が発生するおそれがあると予想された

ときに発表される。具体的には、通信線や送電線、船体等へ

の被害が起こるおそれのあるときに発表される。 

融雪注意報 融雪により災害が発生するおそれがあると予想されたときに

発表される。具体的には、洪水、浸水、土砂災害等の災害が

発生するおそれがあるときに発表される。 

霜注意報 霜により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発

表される。具体的には、早霜や晩霜により農作物への被害が

起こるおそれのあるときに発表される。 

低温注意報 低温により災害が発生するおそれがあると予想されたときに

発表される。具体的には、低温のために農作物等に著しい被

害が発生したり、冬季の水道管凍結や破裂による著しい被害

の起こるおそれがあるときに発表される。 
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（２）長崎県気象情報 

気象の予報等について、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。 

 

（３）長崎県潮位情報 

  副振動（※１）や異常潮位（※２）などの潮位の変動により、被害の発生するおそれ

がある場合や、潮位の状況を解説する場合に発表する。 

※１ 副振動：湾などで観測される周期、数分から数十分程度の海面の昇降現象。 

※２ 異常潮位：潮位が比較的長時間（１週間から３カ月程度）継続して平常より高く（も

しくは低く）なる現象。 

 

（４）土砂災害警戒情報 

  長崎県と長崎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時、五島市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五島市に対して発表する。土砂災害警戒情

報に加え、大雨特別警報（土砂災害）が発表されているときは、避難勧告等の対象地

区の範囲が十分であるかどうか等、既に実施済みの措置の内容を再度確認し、その結

果、必要に応じて避難勧告の対象地域の拡大等の更なる措置を検討する必要がある。 

 

（５）記録的短時間大雨情報 

   長崎県内で、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。 

 

（６）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となっている時に、一時細分区名（五島）に対して発表する。ま

た、竜巻の目撃情報が得られた場合には、目撃情報があった地域を示し、その周辺で

更なる竜巻等の激しい突風が発生するおそれが非常に高まっている旨を、一時細分区

名（五島）で発表する。この情報の有効期間は、発表から１時間である。 

 

（７）火災気象通報 

消防法の規定により、気象の状況が火災の予防上危険と認められるときに長崎地方気象台

が長崎県知事に対して通報し、県を通じて五島市や五島市消防本部に伝達される。 

なお、火災気象通報の発表基準は次のとおりである。 

  ・実効湿度 65%以下で、最低湿度 50%を下り、最大風速が 7m/sを超える見込みのとき。 
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  ・平均風速 10m/s以上の風が 1時間以上連続して吹く見込みのとき。 

 （降雨・降雪中及び平均湿度が 80%以上の時は発表しないことがある） 

 

（８）災害時気象支援資料 

    長崎地方気象台は、災害時の応急活動を支援するため、被災地を対象とした詳細な気象

情報等の提供に努める 

 

（９）緊急地震速報  

気象庁は、震度５弱以上の揺れが予想された場合に、震度４以上が予想される地域に対し、緊

急地震速報（警報）を発表する。日本放送協会（ＮＨＫ）は、テレビ、ラジオを通じて住民に提供す

る。なお、震度６弱以上の揺れを予想した緊急地震速報（警報）は、地震動特別警報に位置づけら

れる。 

  

（１０）大津波警報・津波警報・津波注意報 

長崎地方気象台は、気象庁から発表する津波警報、津波注意報、津波予報等を県内関係機関

に伝達する。なお、大津波警報については、津波特別警報に位置づけられる。 

  

（１１）火山現象に関する警報等 

ア 噴火警報（居住地域）・噴火警報（火口周辺）・噴火警報（周辺海域） 

  福岡管区気象台が、噴火に伴って発生し生命に危険を及ぼす火山現象（大きな噴石、火砕流、

融雪型火山泥流等、発生から短時間で火口周辺や居住地域に到達し、避難までの時間的猶予が

ほとんどない火山現象）の発生やその拡大が予想される場合に、「警戒が必要な範囲」（生命に危

険を及ぼす範囲）を明示して発表する。「警戒が必要な範囲」に居住地域が含まれる場合は「噴火

警報（居住地域）」、含まれない場合は「噴火警報（火口周辺）」、影響が海域に限られる場合は「噴

火警報（周辺海域）」として発表する。噴火警報（居住地域）は、警戒が必要な居住地域を含む市

町村に対する火山現象特別警報に位置づけられる。 

 

イ 噴火予報 

福岡管区気象台が、噴火警報の解除を行う場合等に発表する。 
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福江火山群の噴火警報・予報の名称、発表基準等の一覧表 

名称 ※対象範囲 発表基準 警戒事項等 

噴火警報 

（居住地

域）又は    

噴火警報 

居住地域及びそれよ

り火口側 

居住地域に重大な被害を及ぼす噴火

が発生する可能性が高まってきてい

ると予想される場合 

居住地域    

厳重警戒 

噴火警報 

（火口周

辺）又は    

火口周辺警

報 

火口から居住地域近

くまでの広い範囲の

火口周辺 

居住地域の近くまで重大な影響を及

ぼす噴火が発生すると予想される場

合 

入山危険 

火口から少し離れた

所までの火口周辺 

火口周辺に影響を及ぼす噴火が発生

すると予想される場合 

火口周辺危険 

噴火警報 

（周辺海

域） 

周辺海域 

影響の及ぶ範囲が海域に限られる噴

火が発生すると予想される場合 

周辺海域警戒 

噴火予報 火口内等 

予想される火山現象の状況が静穏で

ある場合その他火口周辺等において

も影響を及ぼすおそれがない場合 

活火山であること

に留意 

注） 

１ 居住地域が不明確な場合は、「噴火警報（山麓）」と記載。 

２ 居住地域が不明確な場合は、「山麓厳重警戒」と記載。 

 

ウ 降灰予報（定時） 

 気象庁は、以下の３種類の降灰予報を提供する。 

①降灰予報（定時） 

・噴火警報発表中の火山で、予想される噴火により住民等に影響を及ぼす降灰のおそれが

ある場合に発表。 

・ 噴火の発生に関わらず、一定規模の噴火を仮定して定期的に発表。 

・ 18 時間先（3 時間ごと）までに噴火した場合に予想される降灰範囲や小さな噴石の落下

範囲を提供。 

 

 ②降灰予報（速報） 

・ 噴火が発生した火山に対して、直ちに発表。 

・ 発生した噴火により、降灰量階級が「やや多量」以上の降灰が予想される場合に、噴火

発生から 1 時間以内に予想される降灰量分布や小さな噴石の落下範囲を提供。 
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 ③降灰予報（詳細） 

・ 噴火が発生した火山に対して、より精度の高い降灰量の予報を行い発表。 

・ 降灰予測の結果に基づき、「やや多量」以上の降灰が予想される場合に、噴火後 20～30

分程度で発表。 

・ 噴火発生から 6 時間先まで（1 時間ごと）に予想される降灰量分布や降灰開始時刻を、

市区町村を明示して提供。 

気象庁ホームページ（降灰予報のページ） 

http://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/STOCK/kaisetsu/qvaf_guide.html 

 

エ 火山ガス予報 

居住地域に長時間影響するような多量の火山ガスの放出がある場合に、火山ガスの濃度が

高まる可能性のある地域を発表する予報。 

 

オ 火山現象に関する情報等 

噴火警報・予報、降灰予報及び火山ガス予報以外に、火山活動の状況等をお知らせするた

めの情報等で、気象庁（及び福岡管区気象台）が発表する。 

①火山の状況に関する解説情報 

火山性地震や微動の回数、噴火等の状況や警戒事項を取りまとめたもので、定期的または

必要に応じて臨時に発表する。臨時に発表する際は、火山活動のリスクの高まりが伝わる

よう、臨時の発表であることを明示し、発表する。 

 

②噴火速報 

噴火の発生事実を迅速に発表する情報。登山者や周辺の住民に、火山が噴火したことを端

的にいち早く伝え、身を守る行動を取ってもらうために、火山活動を 24 時間体制で観測・

監視している火山を対象に発表する。なお、以下のような場合には発表しない。 

・普段から噴火している火山において、普段と同じ規模の噴火が発生した場合・噴火の規

模が小さく、噴火が発生した事実をすぐに確認できない場合 

 

③火山活動解説資料 

地図や図表等を用いて火山活動の状況や警戒事項を詳細に取りまとめたもので、毎月又は

必要に応じて臨時に発表する。 

 

④週間火山概況 

過去一週間の火山活動の状況や警戒事項を取りまとめたもので、毎週金曜日に発表する。 

 

⑤月間火山概況 

前月一ヶ月間の火山活動の状況や警戒事項を取りまとめたもので、毎月上旬に発表する。 
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⑥噴火に関する火山観測報 

主に航空関係機関向けの情報で、噴火が発生したときに、発生時刻や噴煙の高さ等の情報

を直ちに発表する。 

 

●福江火山群に関する噴火予報・警察等の伝達系統図 

 

注）二重枠で囲まれてる機関は、気象業務法施行令第８条第１号の規定に基づく法定伝達

先 

注）太線の経路は、「噴火警報」、「噴火速報」及び「火山の状況に関する解説情報（臨時）」

が発表された際に、活動火山対策特別措置法第１２条によって、通報もしくは要請等が義

務付けられている伝達経路 

注）二重線の経路は、 

・上記の活動火山対策特別措置法の規定による「噴火警報」、「噴火速報」及び火山の状況

に関する解説情報（臨時）」の通報もしくは要請等 

・特別警報に位置づけられている噴火警報（居住区）について、気象業務法第１５条の２

による通知もしくは周知の措置が義務付けられている伝達経路 

 

（１２）防災に関する知識の普及・啓発 

  長崎地方気象台は、長崎県等の防災関係機関、報道機関等との協力の上、気象情報の活用

能力の向上を含めた防災知識の普及・啓発の充実・強化を図り、県民の防災活動を推進する。 

①平常時からパンフレット等の印刷物の作成、ホームページの活用、講演会の開催、講師の派

遣などにより気象情報の活用能力の向上を含めた防災知識の普及・啓発、防災気象情報の利

活用の促進等を図る。 
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②災害には地域特性があることから、各地域の過去の災害について整理し広く紹介に努める。 

  

③長崎県等の協力を得て、防災関係者及び一般向けの講習会等を実施し、防災知識の普及・

啓発等を図るほか、気象庁の果たす役割の説明等を行う。 

  

④長崎県、報道機関等とあらかじめ協議の上、高齢者、障がい者、外国人など災害時要援護者

に十分配慮した防災気象情報の提供について検討を進める。 

 

なお、これらの伝達系統は概ね次図のとおりである。 

 

 

●気象警報等の伝達系統図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住 
 
 
 
 

民 

五島警察署 

五島海上保安署 

船 
 

舶 

 
長

崎

地

方

気

象

台 

長崎県危機管理課 

西日本電信電話株式会社（警報のみ） 

長崎県警察本部 

日本放送協会（ＮＨＫ）長崎放送局 

各放送機関、新聞社 

長崎海上保安部 

長崎県漁業無線局 

九州地方整備局 長崎河川国道事務所 

気象警報等をはじめとする各種の防災気象情報は上記伝達系統のほかに、 

長崎地方気象台から県内市町、消防機関などへ提供されている。 

気

象

庁 

五

島

市 
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２ 災害対策基本法第 54 条第４項による市町村長が気象庁、その他の関係機関に通報する 

もののうち気象庁に通報するものについては、おおむね次によって行う。 

 

 (1) 市長が気象庁に通報義務を持つ事項 

  Ａ 気象に関する事項 

    著しく異常な気象現象（竜巻、強い降雹等） 

  Ｂ 地震に関する事項 

    頻発地震等 

  Ｃ 水象に関する事項 

    異常潮位、異常波浪 

 (2) 通報手段 

   市長から気象官署に対する通報は、電話による。 

 (3) 通報あて先官署 

   長崎地方気象台（095-811-4862） 

 

３ 気象警報、注意報の種別と発表基準 

   長崎地方気象台が発表する警報、注意報の発表事項は下表のとおりである。 
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表１ 

 

警報・注意報の発表基準  

               

（警報） 

暴 風 警 報 ……… 平均風速２０ｍ／ｓ 

暴風雪警報 ……… 平均風速２０ｍ／ｓ雪を伴う 

波 浪 警 報 ……… 有義波高６ｍ 

高 潮 警 報 ……… 福江港 ２．２ｍ（潮位：標高）  

大 雨 警 報 ……… 表２の大雨警報基準に到達することが予想される場合 

洪 水 警 報 ……… 表３の洪水警報基準に到達することが予想される場合 

大 雪 警 報 ……… ２４時間降雪の深さ１５㎝ 

 

（注意報） 

強風注意報 ……… 平均風速１２ｍ／ｓ  

風雪注意報 ……… 平均風速１２ｍ／ｓ雪を伴う 

波浪注意報 ……… 有義波高２．５ｍ 

高潮注意報 ……… 福江港 １．７ｍ（潮位：標高） 

大雨注意報 ……… 表２の大雨注意報基準に到達することが予想される場合 

洪水注意報 ……… 表３の洪水警報基準に到達することが予想される場合 

大雪注意報 ……… ２４時間降雪の深さ３㎝ 

雷 注 意 報 ……… 落雷等により被害が予想される場合 

乾燥注意報 ……… 実効湿度６５％で最小湿度５０％ 

濃霧注意報 ……… 視程 陸上１００ｍ、海上５００ｍ 

霜 注 意 報 ……… １１月３０日までの早霜及び３月１５日以降の晩霜で最低気温 

          が４℃以下 

着氷・着雪注意報 ……… 大雪注意報の条件下で、気温－２～２℃、湿度９０％以上 

低温注意報 ……… 夏期（平均気温）：平年より３℃以上低い日が３日続いた後、 

さらに２日以上続くと予想される場合 

          冬期（最低気温）：－３℃以下 

                         

                    平成２９年７月７日現在 
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表２ 大雨警報・注意報発表基準 

五島市 

警報・注意報 

雨量基準 

表面雨量 

指数基準 

（浸水） 

mm 

土壌雨量 

指数基準 

（土砂） 

mm 

１時間 ３時間 

平坦地 

 

 

平坦地 

以外 

 

平坦地 

 

 

平坦地 

以外 

 

大雨警報 ― ７０ １３０ ― ３３ １５５ 

大雨注意報 ― ４０ ９０ ― １９ ９９ 

 

表３ 洪水警報・注意報発表基準 

五島市 

警報・注意報 

雨量基準 

流域雨量 

指数基準 

ｍｍ 

１時間 ３時間 

平坦地 

 

平坦地 

以外 

平坦地 

 

平坦地 

以外 

洪水警報 ― ７０ １３０ ― 

一の川 14.7 

鰐川 13.5 

中須川 11 

福江川 13.5 

洪水注意報 ― ４０ ９０ ― 

一の川 11.7 

鰐川 10.8 

中須川 8.8 

福江川 10.8 

 

平坦地とは概ね傾斜が 30 パーミル以下で都市化率 25 パーセント以上の地域、平坦地以

外とはそれ以外の地域のこと。（パーミル＝1000 分率） 

※ 長崎県内の平坦地・平坦地以外の分布は「長崎県平坦地分布図」を参照。 

※ 各基準値における「以上」は省略している。 

 

【土壌雨量指数】 

※ 土壌雨量指数は、降雨による土砂災害発生の危険性を示す指標で、土壌中に貯まって

いる雨水の量を示す指数。土壌雨量指数基準は、この表では市内における基準の最低値を

示す指数。 詳細は土壌雨量指数の説明 

（http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/bosai/dojoshisu.html）を参照。 

※ 雨量基準欄の「―」は、該当する雨量を設定していないことを表す。 
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【流域雨量指数】 

※ 流域雨量指数は、降雨による洪水発生の危険性を示す指標で、対象となる地域・時

刻に存在する流域の雨量の雨水の量を示す指数。詳細は流域雨量指数の説明

（http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/bosai/ryuikishisu.html）を参照。 

※ 雨量基準欄の「―」は、該当する雨量を設定していないことを表す。 

 

第７節 災害通信整備計画                   

 

 予報、警報及び気象情報等の通報は、直ちに所管の伝達系統によって有線あるいは無線

通信施設を利用して速やかに気象状況の伝達を図るとともに、災害が発生した時は、被害

情報の収集及びその対策について緊密な連絡を行う。 

 また、有線による通信施設（公衆、専用）も被災して有線通信が途絶した場合は、伝令

特使等によるほか防災行政無線を利用する。 

 

第８節 資材器材等の整備計画                 

 

 災害応急対策に必要な資材、器材を有事に際しその機能を有効適切に発揮できるよう、

常時それらの点検整備及び数量を確保するものとする。 

１ 救援物資 

  災害救助法に基づく救援物資及び日赤で備蓄する救援物資 

 

２ 応急対策器材 

  市が保有する器材・車両等は別表２－７のとおりであるので、災害予防及び災害応急 

対策等の際は、有効にこれを利用する。 

 

３ 自主防災組織への配備 

  宝くじ助成金で購入し、配付した自主防災組織への資機材を有効に活用する。 

 

第９節 防災訓練計画                     

 

 訓練は、災害非常時において各種の応急措置を迅速確実なものとするため重要である。

従来行っている消防署における訓練は、なおその充実を図るとともに、災害対策本部の組

織及び動員計画に基づき指揮、命令、伝達についての実施訓練を行い、当該関係機関の諸

訓練には積極的に参加することにより有事即応態勢の確保に努める。 
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現在、行っている訓練は以下のとおりである。 

 ①長崎県総合防災訓練（平成２２、２９年度に実施） 

 ②消防訓練 

 ③避難訓練 

 ④非常無線通信訓練 

 

第１０節 防災知識普及計画                  

 

 効果ある防災活動を図るためには、市民の理解と協力を得ることが重要であるので、災

害救助の措置、災害時における各人の防災心得については、次により関係機関の協力のも

とに積極的かつ効果的に知識普及を行うものとする。 

 

１ 市職員等に対する防災教育 

２ 一般住民に対する防災知識の普及 

学校、自主防災組織等の避難訓練の際に講話を行う。 

３ 広報紙によるお知らせ 

４ その他 

 

第１１節 自主防災組織の組織化                

 

 防災に関し、市民の果たすべき役割は極めて大きく、自分たちの安全は自らの手で守る

という意欲を持ち、平常時から災害発生に至るまで、可能な防災対策を着実に実施する必

要があるため、年次的計画により、地域ごとに自主的な防災組織の育成を図って行くもの

とする。 

 

１ 組織単位 

  町内会等を単位として自主防災組織の組織化を図って行くものとする。 

 

２ 活動内容 

 (1) 防災意識の普及に関すること。 

 (2) 風水害及び地震等に対する災害予防に関すること。 

 (3) 災害時における情報の収集及び伝達、救出、援護、避難誘導等に関すること。 

 (4) 火災発生に対する予防措置及び消火活動に関すること。 

 (5) 防災訓練の実施に関すること。 

 (6) 非常持出品などの防災資器材の備蓄に関すること。 

 (7) 地域の危険場所等の理解に関すること。 
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 (8) 石油ストーブ、ガス器具等について耐震自動消火等火災予防措置の実施に関すること。 

 (9) 家屋の補修に関すること。 

 (10)家具、その他落下倒壊危険物の対策。 

 (11)負傷者の応急手当及び転傷者の救護に関すること。 

 (12)自力による生活手段の確保に関すること。 

 (13)その他、自主防災活動として必要なこと。 

 

３ 自主防災組織の育成方法 

①自主防災組織リーダー研修会の実施 

②自主防災組織単位での避難訓練への協力 

③防災講話の実施 

 

第１２節 防災行政無線等の整備                

 

昨今の水害や土砂災害においては、避難勧告等や防災気象情報が、住民に対し十分に

伝達できていない、大雨の際には屋外からの音声が聞こえにくいなどの課題が挙げられて

おり、迅速かつ確実な情報伝達のための取組が一層求められている。 

防災行政無線については、災害時において市民へ迅速かつ的確に情報を伝えるための

手段であることから、第一次整備として、平成 26 年度から市内全域で運用を開始するとと

もに、全国瞬時警報システム（Ｊ‐アラート）と接続することにより、国民保護情報及び

災害情報等の緊急情報を瞬時に自動で伝達するシステムを構築したところである。 

平成３０年度には、第二次整備として、既存アナログ設備のデジタル化を図るとともに、

防災行政無線の難聴区域において、防災情報が受信できる環境を整備するものとする。 

なお、移動系防災行政無線については、旧富江町、旧玉之浦町で整備されたアナログ設

備を、平成３０年３月で廃止するものとする。 

 

１ 防災情報伝達システム 

（１）防災行政無線の状況及び変更予定 （平成３０年１月） 

 変更前 変更予定 

屋外子局（アナログ） 72 0 

屋外子局（デジタル） 157 206 

（２）防災情報伝達制御システム【新】 

防災行政無線、ホームページ、緊急速報メールに一斉送信するためのシステムを構

築する。 

（３）アットインフォカナルシステム【新】 

ア 職員参集情報伝達 
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職員安否確認、参集指示、避難所等のライフライン情報や避難者情報を収集するた

め活用する。 

イ スマートフォンアプリ 

個々が所有するスマートフォンに、防災情報を配信するための専用アプリを配信す

る。 

ウ 専用戸別受信機 

防災行政無線（屋外子局）がない地区や音達範囲外の世帯のうち、危険区域内の世

帯に無償貸与する。 

（４）電話応答サービス 

通信内容の聞き逃しや聞き取りづらさを解消するため、電話応答システム（７５－

０８９０）を設置し、住民への周知徹底を図る。 

 

第１３節 避難行動要支援者名簿の整備                

 

近年の大規模災害発生時のデータでは、犠牲者に高齢者や障がい者の占める割合が大きく、

災害時に自力で避難行動をとることが困難な者に対する避難支援等の強化が、特に必要と

なっている。 

 そこで、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に、自ら避難することが

困難な者であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要する者（以下

「避難行動要支援者」という。）の名簿を平常時から作成し、避難支援等関係者へ提供して

おくことで、災害時に迅速な支援を行う。避難行動要支援者名簿の提供は、事前に同意を

得た者のみ行う。 

 ただし、同意を得ていない者の名簿についても、災害時及び災害発生のおそれのある場

合において特に必要があると認めるときは、避難支援等の実施に必要な限度で関係者へ名

簿を提供することができる。 

 

１ 避難行動要支援者の範囲  

 生活の基盤が自宅にある者のうち、以下の要件に該当する者 

①要介護認定３～５を受けている者 

②身体障害者手帳１・２級（総合等級）の第１種を所持する身体 

障がい者（心臓、じん臓機能障害のみで該当する者は除く。） 

③療育手帳Ａを所持する知的障がい者 

④精神障害者保健福祉手帳１級を所持する者で単身世帯の者 

⑤上記以外で関係者や本人が名簿掲載を求め、市が支援の必要を認めた者 

 

２ 避難行動要支援者名簿の記載事項 

①氏名 
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②生年月日 

③性別 

④住所又は居所 

⑤電話番号その他の連絡先 

⑥避難支援等を必要とする事由（要介護区分や手帳種類・等級情報のみ。） 

⑦避難の際注意すべき点等の特記事項 

 

３ 名簿の作成方法 

市が把握している情報から該当者を抽出し、毎年更新する。 

 

４ 避難支援等関係者 

（１）避難支援等関係者は以下の者とする。 

・消防機関 

・民生委員、児童委員 

・五島市社会福祉協議会 

 

（２）避難支援等関係者の対応・安全確保 

避難支援等関係者は、担当する避難行動要支援者について日頃より状況把握に努めると

ともに、災害発生時には名簿情報に基づいて避難支援を行うこと。 

避難支援等関係者は、災害が発生した際、本人又はその家族等の生命及び身体の安全を

守ることが大前提であり、地域の実情や災害の状況に応じて、可能な範囲で避難支援等を

行うものとする。 

避難行動要支援者には、名簿の提供に係る同意を得る段階で、災害発生時には避難支援

を拒否しないこと及び、災害時において必ずしも支援がなされるものを保証するものでは

ないことの理解を得ること。 

 

（３）個人情報の適正管理 

 避難行動要支援者名簿は、住所、氏名のほか要介護状態区分や障がい支援区分等の秘匿

性の高い個人情報も含まれるため、当該避難行動要支援者を担当する地域の避難支援等関

係者に限り提供する。 

災害対策基本法に基づき、避難支援等関係者個人に守秘義務が課せられていることを十

分に説明し、施錠可能な場所への保管、複製の禁止、取扱者の限定、更新時の名簿の確実

な回収等について研修・指導を行う。 

また、名簿提供に不同意の避難行動要支援者の名簿についても、災害時及び災害発生の

おそれのある場合において特に必要があると認めるときは、避難支援等の実施に必要な限

度で関係者へ名簿を提供することができるとなっていることから、この場合においても提

供先の責任者を定め、名簿情報の廃棄・返却等、適正な情報管理を図るよう努める。 



 

 

 

第３章 災害応急対策計画 
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■第３章 災害応急対策計画               

 

 災害応急対策計画は、災害に際してその機能を有効適切に発揮し、市民の安全と被災者

の救護を図ることを目的とする。 

 

第１節 組織計画                       

 

１ 防災組織 

(1) 五島市防災会議 

災害対策基本法及び五島市防災会議条例に基づき、市長を会長とし、委員４２人以内 

をもって構成する機関であり、五島市における防災に関する基本方針及び五島市地域防 

災計画を作成し、かつ、その実施を推進するほか、防災に関する重要事項の審議などを 

任務とする。 

(2) 五島市災害対策本部 

災害対策基本法及び五島市災害対策本部条例に基づき、災害が発生し、又は災害の発 

生が確実と認められる場合において市長が設置する機関で、市長を本部長（以下 「本部 

長」という）として、市長部局のほか各行政委員会事務局等市の全ての職員をもって組 

織し、災害応急対策活動の実施を任務とする。 

(3) 五島市災害警戒本部 

災害発生のおそれがある各種の気象警報などの発令により、災害発生が予測されると 

きは、各関係機関及び民間の協力を得て災害情報の収集、応急対策など防災態勢の一層 

の確立を図るため、「五島市災害対策本部」設置前の段階の準備的活動組織として「五島 

市災害警戒本部」を設置する。 

(4) 災害警戒連絡室 

各種警報が発令された時に、総務企画部総務課に「災害警戒連絡室」を設置し、情報 

の収集及び伝達にあたる。 

 

２ 五島市災害対策本部の設置 

五島市災害対策本部の組織、編成及び運営に関し、必要な事項は、「五島市災害対策本部

条例」及び「五島市災害対策本部規程」の定めるところによるが、その概要は次のとおり

である。 

(1) 災害対策本部組織図 

（別表３－１－１） 
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(2) 災害対策本部編成及び事務分掌（別表３－１－２） 

本部長は、部、支部及び班のうち、気象警報及び災害状況等を考慮し、必要と認める

部、支部及び班を設置するものとする。 

部に部長、支部に支部長、班に班長を置き、それぞれ五島市災害対策本部規程（平成 

16 年 8 月 1 日災害対策本部訓令第 1 号）に掲げる職にある本部員及び本部職員をもっ 

て充てる。 

(3) 本部長が必要と認めるときは、災害対策現地本部を設置することができ、その組織、 

編成及び運営について必要な事項は災害状況に応じて、その都度定めるものとする。 

(4) 本部長が必要と認めるときは、各部の統一的指示及び災害対策に係わる事項を協議す

るため本部会議を招集する。 

ア 本部会議の議長は本部長が行うものとする。 

イ 本部会議の構成員は、本部長、副本部長、各対策部長及び、本部長が指名する関

係機関の長並びに本部職員とする。 

(5) 設置及び解散基準 

ア 災対本部の設置（非常体制） 

災対本部の設置基準（非常体制）の災害が市全域に発生した場合は、本庁舎３ 

階大会議室に災害対策本部を設置する。 

ただし、本庁舎が被害を受け、災害対策本部としての機能を確保することがで

きないと本部長が判断した場合は、五島市消防庁舎３階会議室に災対本部を設置

する。 

イ 災対本部の解散 

本部長は、被害状況等の各種情報により、発生した災害・応急対策がおおむね完

了したと認められるときは、災対本部を解散する。 

 

第２節 要員配備計画                       

 

１ 配備要員 

設置体制発令基準（別表３－２－１）により、各班長はあらかじめ配備要員を指名し

ておくものとする。（別表３－２－２） 

 職員は、災害が発生した際には、速やかに所属の上司と連絡をとり又は指示がなくと

も自らの判断で参集し応急対策に従事するものとする。 

 

２ 職員の配備 

気象台及び防災関係各機関等から、災害が発生し、又は発生が予想される情報を入手

し、職員の配置が必要と認められた場合の担当者の措置方法、報告、指示伝達の経路等

について具体的に定めておくものとする。 
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（１） 勤務時間内の配置 

災害に関する情報の受領責任者、報告、指揮、命令の経路及び伝達方法について定め

ておくものとする。 

（２） 休日又は勤務時間外における配置 

災害に関する情報又は通報の受領者の責務、要員に関する非常連絡系統の整備、動員

指令の迅速な伝達方法等について定め、必要に応じて各担当職員をただちに動員できる

よう措置しておくものとする。なお、動員指令の伝達方法については、不測の事態に備

えて数種の経路を設定するなど、最善の対策をとるよう配慮するものとする。 

 

（３） 職員の応援 

災害応急対策を総合的に実施するため、本部長は、災害の状況及び応急措置の推移等

により各部の業務の実態に応じて、相互に応援、協力体制をとるものとする。 

また、配備体制の要員数は目安として定めており、災害の状況により、必要な配備数

については、本部長の判断とする。 

 

（４） 職員の非常登庁 

職員に対し、休日又は勤務時間外であっても、配備体制の基準に該当する災害が発生

し、又発生が予想される事態を察知した場合の職員のとるべき措置について定め、趣旨

の徹底をはかっておくものとする。 

 

 第３節 通信及び情報収集伝達計画               

 

１ 市における気象警報、注意報の伝達要領 

  長崎地方気象台からの気象警報、注意報は、県を介して災害対策本部に伝達される。 

  災害対策本部における気象情報の受理は総務企画対策部が担当し、本部対策班は直ち 

に防災関係機関に連絡し、必要に応じ利用可能な通信手段を用いて伝達し、職員の動員

配置の円滑化を図る。 

  なお、一般住民に対する周知は、防災行政無線、音声告知放送装置、広報車、電話、連

絡員による等適宜の方法により行う。また、この場合、放送局はテレビ、ラジオ等を通じ

て一般に周知させる処置を講ずる。 

 

２ 通信途絶時における応急措置 

  電話線の遮断等により、災害情報の報告及び収集が困難になった場合の応急措置とし 

ては、市内各無線局に協力を要請するほか、防災行政無線を活用する。 

  なお、伝令、特使等による連絡方法によるものとする。 
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３ 災害情報の収集報告 

 (1) 災害対策本部における情報収集は総務企画対策部本部対策班があたり、被害報告を集

計し、県その他関係機関に別紙様式により報告するものとする。 

 (2) 災害対策本部の各部（支部）には情報連絡責任者を定め、情報連絡責任者は迅速的  

確に被害状況を把握し、総務企画対策部に報告するものとする。 

 (3) 行政機構における各課長は、業務上把握した災害情報を総務企画対策部に連絡す  

るものとする。 

 

４ 被害報告の要領 

 (1) 総合被害報告の基準 

   被害状況等の報告は、おおむね次に掲げる事項に該当する場合に行うものとする 

ア 災害救助法の適用基準に該当する程度のもの 

イ 災害の状況及びそれが及ぼす社会的影響等からみて、報告の必要があると認めら   

れるもの 

ウ 災害に対し、国、県の財政的援助を要すると思われるもの 

  エ 災害が当初に軽微であっても、今後拡大し、発展するおそれがあるもの 

  オ その他特に報告の指示があったもの 

 

 (2) 被害報告の要領 

  ア 被害時の報告については、災害の規模及び性質によって短時間に正確な事項別の   

被害状況を把握することが困難な場合があり、かつ全体の被害状況が判明してから   

の報告では災害状況の把握が遅れ支障をきたすので、まず災害が発生した場合は、   

直ちに災害の態様を通報するとともに、災害に対してとられた措置を報告するもの   

とする。 

  イ 被害程度の事項別の報告は、確定報告を除き原則として電話等をもって行うが、   

緊急を要するもの又は特に指示のある場合を除き、１日１回以上行うものとする 

ウ 被害報告は、災害の経過に応じて、把握した事項から逐次行うが、特に死傷者、   

住宅被害を優先させるものとする。 

 (3) 被害の認定基準（『長崎県地域防災計画』より） 

被 害 区 分 判   定   基   準 

人 
 
的 
 
被 
 
害 

(1) 死  者 
当該災害が原因で死亡し、死体を確認したもの、又は死体を確

認することができないが死亡したことが確実な者 

(2)行方不明者 当該災害が原因で、所在不明となり、かつ死亡の疑いのある者 

(3) 重 傷 者 
当該災害により負傷し、医師の治療を受け又は受ける必要のあ

るもののうち１月以上の治療を要する見込みの者 

(4) 軽 傷 者 
当該災害により負傷し、医師の治療を受け又は受ける必要のあ

るもののうち１月未満で治療できる見込みの者 
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被 害 区 分 判   定   基   準 

人 
 
的 
 
被 
 
害 

(1) 死  者 
当該災害が原因で死亡し、死体を確認したもの、又は死体を確

認することができないが死亡したことが確実な者 

(2)行方不明者 当該災害が原因で、所在不明となり、かつ死亡の疑いのある者 

(3) 重 傷 者 
当該災害により負傷し、医師の治療を受け又は受ける必要のあ

るもののうち１月以上の治療を要する見込みの者 

(4) 軽 傷 者 
当該災害により負傷し、医師の治療を受け又は受ける必要のあ

るもののうち１月未満で治療できる見込みの者 

住 

家 

・ 

世 

帯 

の 

定 

義 

 

(5) 住  家 

現実に住居のために使用している建物をいい、社会通念上の住

家であるかどうかを問わない。したがって学校、病院等の一部

に住込んで居住している場合はもちろん、通常非住家として取

り扱われる土蔵又は納屋等にあっても、事実上住家として使用

されている場合はこれを住家として取扱う。 

(6) 世  帯 

生 計 を 一 に し て い る 実 際 の 生 活 単 位 を い う 。        

たとえば、同一家内の親子夫婦であっても、生活の実態が別々

であれば当然２世帯となる。 

住 
家 
の 
被
害 

 

(7)全    壊 

 

流失・埋没 

全焼を含む 

住家が滅失したもので、具体的には、住家の損壊、流失もしく

は焼失した部分の床面積がその住家の延床面積の７０％以上

に達したもの又は住家の主要構造部の被害額が、その住家の時

価の５０％以上に達した程度のもの 

住 
 
家 
 
の 
 
被 
 
害 

 

(8)半   壊 

 

半流失・半埋没 

半焼を含む 

住家の損壊が甚だしいが、修理すれば元通りに再使用できる程

度のもの具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の２０％

以上７０％未満のもの又は住家の主要構造部の被害額がその

住家の時価の２０％以上５０％未満のもの 

(9) 床上浸水 

住家の床上以上に浸水したもの及び前記(7)(8)に該当しない

が 、土砂、竹木等のたい積のため一時的に居住することがで

きないもの 

(10)床下浸水 住家の床以上に達しない浸水程度のもの 

(11)一部破損 

全壊（流失、埋没、全焼を含む）、半壊（半流失、半埋没、半

焼を含む）、床上浸水及び床下浸水に該当しないもので建物の

一部が破損したもの 

ただし、窓ガラス等の数枚破損した程度の軽微な被害は除くも

のとする。 
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被 害 区 分 判   定   基   準 

非 
住 
家 

(12)非 住 家 

住家以外の建物をいう。なお、官公署、学校、病院、公民館、

神社、仏閣等は非住家とするが、これらの施設に常時人が居住

している場合には、当該部分は住家とする。 

り 

災 

者 

(13)り 災 者 人的被害を受けた者及び住家の被害を受けたものをいう。 

田

畑 

の 

被

害 

(14)田畑流失 

田畑の耕土が流失し、田畑の原形をとどめない状況のもの   

（その筆における流失耕土の平均の厚さが、耕土の厚さの１割 

 以上のものをいう。） 

(15)田畑埋没 

土砂がたい積し、田畑の原形をとどめない状況のもの    

（その筆における流入土砂の平均の厚さが、粒径１㎜以下の土 

砂にあっては２㎝程度、粒径０．２５㎜以下の土砂にあって 

は５㎝以上の程度のものをいう。）            

(16)田畑冠水 作物の先端が見えなくなる程度に水に没した状態のもの 

土 
 
木 
 
の 
 
被 
 
害 

(17)道路決壊 
県及び市道の一部が決壊し、車両の通行が不能となった程度の                            

もの 

(18)橋梁流失 
市道以上の道路に架設した橋の一部又は全部が流失し、一般の                            

渡橋が不能となった程度のもの 

(19)堤防決壊 
河川法にいう１級河川及び２級河川の堤防あるいは溜池、かん                            

がい用水路の堤防が決壊し、復旧工事を要する程度のもの 

船
舶
の
被
害 

(20)船  舶 

ろかいのみをもって運転する舟以外の船で、船体が没し航行不                            

能となったもの及び流失し所在が不明となったもの並びに修

理しなければ航行できない程度のもの             
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別紙様式１ 

 

       〔 災 害 概 況 即 報 〕 

 

  災害名                     （第 報） 

                                                   （市町村→地方本部→県本部） 

災 

害

の

概

況 

発生場所  発生日時  月   日   時   分 

 

被

害

の

状

況 

死傷者 
死 者    人 不明   人 

住 家 
全壊  棟 一部破損  棟 

負傷者    人 計    人 半壊  棟 床上浸水  棟 

 

応

急

対

策

の

状

況 

 避  難  状  況 

勧告・指示

自主の別 

日時 地区名 避難先 人員 

     

 

 

 

報告日時 年 月 日  時 分 

市町村名  

報告者名  
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第４節 災害広報計画                     

 

１ 報道機関に対する情報発表の方法 

  収集された災害情報及び応急対策を報道機関に発表する場合は、総務企画対策部長が

責任者となって発表する。 

 

２ 市民に対する広報の方法 

  前記の報道機関に対する情報資料等の提供による報道依頼のほか、被災地区に対して 

は防災行政無線、広報車等による広報活動を実施し、人心の安定を図る。 

 

第５節 避難計画                       

 

本計画は、災害が発生し又は発生するおそれがある場合について、災害から住民を保護

するため、市長等が行う避難の指示等の基準要領等を定めて、危険区域内の住民を適切に

安全地域へ避難させ、人的被害の軽減を図るものである。 

 

１ 実施責任者 

(1) 市長は、災害対策基本法第６０条に基づき、災害時における住民への避難勧告、避

難指示等の避難措置を実施するものとする。 

(2) 避難準備情報・避難勧告・避難指示権者は、次のとおりである。 

ア 避難の勧告 

全災害 市長（災害対策基本法６０条） 

イ 避難の指示 

洪水災害     知事又はその命を受けた職員（水防法２９条） 

〃       水防管理者 （ 〃 ） 

地すべり災害   知事又はその命を受けた職員（地すべり等防止法２５条） 

全災害      市長（災害対策基本法６０条） 

〃       警察官（災害対策基本法６１条及び警察官職務執行法４条） 

〃       海上保安官（災害対策基本法６１条） 

〃       災害派遣時の自衛官（自衛隊法９４条） 

ウ 避難の準備情報  市長 

 

２ 避難指示等の基本方針 

(1) 市長が実施する避難指示等は、原則として避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告

及び避難指示（緊急）の３段階に分けて実施するものとする。ただし、状況に応じ段 

階を経ず直ちに避難勧告又は避難指示（緊急）を行うことができる。 
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 (2) 市長以外の避難指示権者は、各法律に基づき、それぞれの状況に応じ避難指示を行

うものとする。 

 

３ 避難指示等の実施要領 

(1) 避難準備・高齢者等避難開始に際しては、避難用の食糧、避難準備を行う時間を考慮

するものとする。また、災害時要配慮者は避難行動を開始するものとする。 

(2) 避難指示等は、迅速に、しかも関係者に徹底するような方法で実施するように努める

ものとする。 

(3) 避難準備・高齢者等避難開始は、やむを得ない場合のほか、できるだけ夜間をさけ昼

間に行うように努めるものとする。 

(4) 市長以外の避難指示権者が避難指示（緊急）を行ったときは、各法律に基づき関係機

関に報告又は通知するほか、市長に直ちに通知するものとする。 

(5) 市長は、自ら避難指示等を行ったとき、又は避難指示権者から避難の指示を行った旨

の通知を受けたときは、直ちに知事及び防災関係機関等へ通報するものとする。 

(6) 避難時の周囲の状況等により、屋内に留まっていた方が安全な場合等やむを得ないと

きは、屋内での待避等の安全確保措置を講ずるべきことにも留意する。 

(7) 避難指示等の対象とする避難行動は、地域防災計画に定める避難場所に移動すること

のみではなく、次の全ての行動を避難行動とする。 

避難行動の呼称 避 難 行 動 

立ち退き避難 ・地域防災計画に定める避難場所への移動 

・安全な場所への移動（公園、親戚や友人の家等） 

・近隣の高い建物等への移動 

屋内安全確保 ・建物内の安全な場所での待避 

(8) 避難指示等は、河川の氾濫や土砂災害への対応のように、多数の犠牲者が発生するよ

うな災害を対象として、立ち退き避難が必要な区域に発令することを基本とする。 

 

４ 避難指示等の基準 

避難指示等の基準は、災害の種類、対象とする地域、その他により異なるため、災害（水

害・土砂災害・高潮災害・津波災害・その他）ごとにおおむね次のとおりとし、総合的に

判断する。 

(1) 避難準備・高齢者等避難開始の基準 

要配慮者等、特に避難行動に時間を要する者は、避難を開始しなければならない段階で

あり、人的被害の発生する可能性が高まった状況である。 

ア 水害の場合 

水位観測が行われている河川（以下、水位観測河川）については、河川の水位が第一基

準（満杯水位の６割）に達し、引き続き水位の上昇が見込まれるとき。 
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イ 土砂災害の場合 

大雨（土砂災害）警報が発表され、さらに降雨が継続する見込みであるとき。 

ウ 暴風の場合 

暴風の襲来により、短時間後に危険が予想されるとき。（平均風速が２０メートル位に、さ

らに強まっていくときのような場合） 

(2) 避難勧告の基準 

通常の避難行動ができる者が避難行動を開始しなければならない段階であり、人的被害

の発生する可能性が明らかに高まった状況である。 

ア 水害の場合 

水位観測河川については、河川の水位が第二基準（満杯水位の８割）に達し、引き続

き水位の上昇が見込まれるとき。または、消防団等から避難の必要性や、浸水の発生

に関する通報があったとき。 

イ 土砂災害の場合 

土砂災害警戒情報が発表されたとき。または、土砂災害の前兆現象（湧き水・地下水の

濁り、渓流の水量の変化等）が発見されたとき。 

ウ 高潮災害の場合 

高潮警報または高潮特別警報が発表されたとき。 

エ 暴風の場合 

引き続き風速が強まり、災害の発生が予想され、生命、身体に危険がせまってきたとき。

（平均風速が２０メートル以上で、さらに強まっていくことが予想される場合） 

(3) 避難指示（緊急）の基準 

前兆現象の発生や、現在の切迫した状況、地域の特性から、人的被害が発生する危険性

が非常に高いと判断された状況、または、人的被害の発生した状況である。 

ア 水害の場合 

水位観測河川については、河川の水位が第三基準（満杯・護岸の高さ）に達したとき。 

イ 土砂災害の場合 

土砂災害警戒情報発表後に、記録的短時間大雨情報が発表されたとき。または、土砂災

害の発生や、山鳴り、流木の流出が確認されたとき。 

ウ 高潮災害の場合 

越波・越流が発生するおそれが高いとき。または、越波・越流が発生したとき。 

エ 津波災害の場合 

大津波警報、津波警報、津波注意報が発表されたとき。 

 

５ 避難指示等の伝達方法 

住民に対する避難指示等の伝達は、おおむね次の方法のうち、実情に則した方法により

早急に周知徹底を図るものとする。 

(1) 防災行政無線（放送及びサイレン吹鳴）による伝達 

(2) テレビ・ラジオ（県防災システムを経由） 
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(3）電話、携帯電話メール、ファックス等による伝達 

(4) 広報車等の呼びかけによる伝達 

(5) ホームページ、ＳＮＳ（ソーシャルネットワーキングサービス）、その他インターネ

ットサービス等による伝達 

 

６ 避難施設の指定 

(1) 避難施設の種類 

ア 指定緊急避難場所 

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施設又は場所を、別表３－３

－１のとおり定める。 

イ 指定避難所 

被災者が一定期間避難生活を送るための施設を別表３－３－２のとおり定める。 

※指定緊急避難場所と指定避難所とは、相互に兼ねることができる。 

(2) 指定緊急避難場所の指定 

次の基準に適合する施設又は場所を、洪水、崖崩れ、土石流、地滑り、高潮、地震、津

波、大規模な火事、内水氾濫の異常な現象ごとに、施設等の管理者の同意を得たうえで、

指定緊急避難場所として指定する。 

ア 指定基準  

①地震以外の異常な現象を対象とする指定基準 

管理条件 災害が切迫した状況において、速やかに、居住者等に指定緊急避難場所が開

設される管理体制を有していること。 

立地条件 異常な現象による災害発生のおそれがない区域（安全区域）内に立地してい

ること。 

五島市ハザードマップに示される警戒区域外にある施設又は場所であるこ

と。 

構造条件 異常な現象に対して安全な構造であることのほか、このうち、洪水、津波等

については、その水位よりも上に避難上有効なスペースがあること。 

②地震を対象とする指定基準 

①の条件に加えて、施設にあっては、新耐震基準を満たしていること。また、場所・

その周辺に、地震発生時に人の生命・身体に危険を及ぼすおそれのある建築物や工作

物等の物がないこと。 

イ 指定の手続等 

①指定緊急避難場所を指定したときは、その旨を県に通知するとともに、公示しなけ

ればならない。 

②指定緊急避難場所の管理者は、当該指定緊急避難場所を廃止し、又は改築その他の

事由により当該指定緊急避難場所の現状に必要な変更を加えようとするときは、市に 

届け出なければならない。 
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③当該指定緊急避難場所が廃止され、又は指定基準に適合しなくなった場合は、指定

を取り消すものとする。この場合、その旨を県に通知するとともに、公示しなければ

ならない。 

(3) 指定避難所の指定 

次の基準に適合する公共施設その他の施設を、施設等の管理者の同意を得たうえで、指

定避難所として指定する。なお、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。また、避難所としての機能は応急的なものであることを認識

のうえ、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。 

ア 指定基準 

規模条件 

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ものであること。 

※被災者等の生活の場となることを踏まえ、当該避難所での受入れが見込まれ

る被災者等の数に対し、十分な面積を有すること。 

（概ね避難者1人当たり3㎡を確保する。） 

構造条件 

速やかに被災者等を受け入れ、又は生活関連物資を被災者等に配布することが

可能な構造又は設備を有するものであること。 

※新耐震基準を満たし、施設の構造がＲＣ又はＳＲＣ造であること。 

立地条件 

異常な現象による災害発生のおそれがない区域（安全区域）内に立地している

こと。 

※原則として、二次非難を避ける観点から、五島市ハザードマップの警戒区域

にある施設は指定しない。 

交通条件 

車両その他の運搬手段による物資の輸送等が比較的容易な場所にあるもので

あること。 

※避難所入所者だけでなく、在宅で避難生活を送る者に対しても、物資の供給

等の必要な支援を講じる際の拠点となりうること。 

福祉避難所 
専ら要介護高齢者、障害者等の要配慮者のための指定避難所については、バリ

アフリー化され、また、相談や介助等の支援体制等を有すること。 

イ 指定の手続等 

指定緊急避難場所の指定の手続に準じる。 

(4) 指定緊急避難場所及び指定避難所の周知 

指定緊急避難場所及び指定避難所については、広報「ごとう」やホームページへの掲載

のほか、防災マップ等により住民への周知を図る。 

 

７ 避難の方法 

(1) 避難の準備 

避難の準備については、あらかじめ次の諸点の周知徹底を図るものとする。 

ア 避難に際しては、必ず火気危険物等の始末を完全に行う。 
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イ 大雨、台風期には災害に備えて、家屋（屋根、雨戸）を補強し、浸水が予想される

場合は、家財を高所に移動させる。 

ウ 会社、工場にあっては、浸水その他の被害による油脂類の流出防止、発火しやすい

薬品、電気、ガス等の保安処置を講ずる。 

エ 避難者は２食程度の食糧、飲料水（水筒等）、手拭等の日用品、照明器具、救急医

薬品等を携行する。 

オ 避難者はできるだけ氏名票を準備する。 

カ 服装は軽装とするが、素足、無帽は避け、最小限の肌着等の着替えや防寒雨具を携

行する。 

キ 貴重品以外の荷物は持出さない。 

ク 上記のうち、平素から用意しておける物品等は非常持出袋等に入れて迅速に持出せ

るようにする。 

なお、病院、老人ホーム、保育施設等、多数の病人、老人、乳幼児が利用している

施設にあっては、平常時において避難計画を立て、市役所、消防署、警察等との連絡

を密にしておくものとする。 

(2) 避難の誘導 

避難は、原則として市民が自主的に行うものとするが、状況によっては警察官、消防

職員、市役所職員、消防団員、その他指示権者の命を受けた者等が誘導を行う。 

この場合、できる限り各地域ごとに責任者及び誘導員を決めておき、指導にあたって

は極力自主防災組織ごとの集団避難を行うものとして、安全と統制を図るものとする。 

(3) 誘導経路 

避難場所等に誘導する場合は、万一の安全を考えてその地域の実情に応じ、避難経路

を２ヶ所以上選定しておき安全度及び道路の状況を適宜判断して安全な経路を誘導する。

その決定に当たっては、次の事項を検討して定めるものとする。 

ア 暴風の場合は、できるだけ山かげや堅ろうな建物にそって経路を選ぶようにする。 

イ 豪雨の場合は、がけ下や低地帯、災害発生のおそれのある場所はできるだけさける

ようにする。 

ウ 地震の場合は、できるだけ広い道路を選び、がけ下や河の土堤、石垣等崩壊しやす

い経路はさけること。 

(4) 誘導の際の留意事項 

ア 避難場所等が比較的遠距離の場合は、避難のための集合場所を定め、できるだけ集

団で避難するようにする。 

イ 避難経路中の危険箇所には、標識、なわ張りをしたり誘導員を配置するようにする。 

ウ 誘導に際しては、できるだけ車両、舟艇、ロープ等資器材を利用して安全を図るよ

うにする。 

エ 幼児や携帯品等はできるだけ背負い、行動の自由を確保するようにして避難者を誘

導する。 
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(5) 要配慮者の避難対策 

ア  一人暮らしの高齢者、ねたきりの高齢者、病人、身体障害者、外国人等のいわゆる

要配慮者の避難については、平常時から情報の把握に努めるとともに、避難指示等

の伝達方法及び避難誘導方法について特に配慮するものとする。 

特に、要配慮者のうち自力で避難できない避難行動要支援者に対しては、平常時か

ら警察・消防機関等の避難支援等関係者と情報の共有を図ることはもとより、自主

防災組織等の協力を得るなどして、平常時からの避難誘導方法の確立など、地域ぐ

るみで避難行動要支援者の安全確保を図るものとする。 

イ 避難所においては、高齢者や身体障害者などの設備や備品についても配慮に努める

ものとする。 

ウ 外国人等に対しては、登録の際などに防災についてのパンフレット等を配布すると

ともに、避難所の表示板についても多言語化を推進していくものとする。 

(6) 避難の順位 

ア 避難の順位は、いかなる場合においても要配慮者、乳幼児、妊産婦等を優先して行

うものとする。なお、これらの者に対しては、早めの自主的な避難を呼びかけるも

のとする。 

イ 地域的避難の順位は、災害発生の時期を客観的に判断し、先に災害が発生すると認

められる地域内の居住者の避難を優先するものとする。 

(7) 携帯品の制限 

避難誘導員は、避難者の避難に当たっては次の事項に留意し、携帯品は最小限度に制限

し適宜指導するものとする。 

ア 携帯品は、必要最小限の食糧、衣料、日用品、医薬品等とする。 

イ 避難が比較的長期にわたると予想されるときの携帯品は、避難中における生活維持

に役立てるため、災害の種別、危険の切迫度、避難所の距離、地形等を考慮してさ

らに加えるものとする。 

 

８ 避難所の設置 

(1)自主避難所【別表3－4】 

自主避難所は、災害対策基本法に基づく市地域防災計画に定めている指定避難所とは

異なり、避難勧告、避難指示を行なっていない時期において、自宅での待機に不安を持

つ市民の方からの要望がある場合に、一時的に開設する。 

開設にあたっては自主避難所開設・運営要領に基づき、状況等を考慮したうえで決定

するものとする。 

(2) 福祉避難所【別表3－5】 

一般の指定避難所では生活することが困難な高齢者、障害者等の要配慮者が、避難所

での生活において特別な配慮が受けられるなど、要配慮者の状況に応じて安心して生活

できる体制を整備した避難所として、指定避難所の指定基準を満たす介護保険施設、障

害者支援施設等を、福祉避難所として指定するものとする。 
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福祉避難所は、より専門的な支援や援護の必要性の高い避難者のために確保されるも

のであり、一般の指定避難所で生活が可能な避難者は、福祉避難所への避難対象としな

い。 

(4) 避難所の任務 

ア 収容避難者の名簿作成（住所、氏名、年齢、家族構成） 

・避難住民の転出・入の確認をすること。（どこから来たか、どこへ行ったかを確認） 

イ 傷病者の搬送 

・ケガ人等については、担架等を使い医療機関又は、応急救護所へ搬送する。 

ウ 生活物資（水・食糧・物資）の受入・管理・配給 

・品目、数量について、対策本部と調整し連絡を密にする。 

・搬送について、集積場所との連絡を密にする。 

・配付物資を記録する。 

エ 仮設トイレの設置 

オ 仮設電話の設置（期間は限定） 

カ 高齢者、傷病者等要配慮者への配慮 

・救護防疫班との連絡を密にし、要配慮者への適正な対応をする。 

・要配慮者用スペースの確保、必要な介護・医療用品の調達等、避難所生活について

十分配慮する。 

※要配慮者のための福祉避難所を指定するよう努める。 

キ 情報の提供 

・常に災害に対する正確な情報を収集し、掲示板等により住民へ正しい情報を提供す

る。（家族、知人の安否や被害状況等） 

・掲示コーナーの設置 

※各種情報は記録伝達班が内容をチェックし統一した内容を提供する。 

・巡回医療に関する情報の提供 

ク 避難生活の手助け 

・来訪者及び電話の対応 

・避難所の衛生管理（廊下、便所、湯沸場のチェック） 

・住民の健康状態の把握 

ケ ボランティアとの調整、スタッフ会議の開催 

避難所においては、被災者の自立を促すことが重要になってくるため避難者で構成

する自主グループにおいて施設の運用を取り決めていく。また、ボランティアにつ

いては、行政の下部組織ではないので、対等な立場で協力しあう。 

コ 施設の運営管理 

 

(1) 避難所において、地元住民が多数避難することが予想され、職員のみでは対応するこ

とが困難な状況となる。よって、地域住民及びボランティアの協力を得て組織化を図

り、運営管理にあたる。 
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(2) 避難所の運営に当たっては、男女のニーズの違い等、男女双方の視点等に配慮すると

ともに、特に女性や子育てに配慮した避難所の設計や女性のニーズを反映した運営に

努める。 

(3) 避難所で生活する避難者だけでなく、個々の事情によりその地域において在宅にて避

難生活を送ることを余儀なくされた者等も、避難所で生活する避難者と同様の支援を

受けることができるよう配慮する。 

 

第６節 食糧供給計画                     

 

この計画は、災害時に被災者及び災害応急対策要員へ確実に食糧の配給を行うための計

画である。 

 

１ 基本方針 

（１）支給期間 

  災害発生の日から災害対策本部長が必要と認める期間とする。 

（２）支給対象 

   ①避難所に収容された者（家屋損壊等により住む家や宿を失った者等） 

   ②自力で炊事のできない者（住む家等はあるが、電気、ガス、水道等の寸断によ 

り自炊のできない市民、旅館の宿泊人等で支給の必要な者等） 

   ③復旧作業員等（災害地における救助作業、急迫した災害の防止及び復旧作業に従 

事する者等） 

（３）支給品目 

   支給品目は、原則として米穀とし、実情に応じて災害時の応援協定等により調達 

可能なものとする。 

（４）支給方法及び支給場所 

   ①災害対策本部及び各支部を食糧の供給拠点とし、支給するものとする。 

   ②指定避難所には、災害対策本部及び各支部を通じて支給する。 

この場合、町内会等の地区民の応援を得て行う。 

 

２ 応急食糧の調達 

災害対策本部長は、応急配給を行う必要があると認めた場合は、災害対策本部の産業 

対策部調達・輸送班に指示し、県農産園芸課に連絡させ、主食の応急供給数量並びに取 

扱者を申請し、その承認後供給を受け、り災者に対する供給を実施する。 

災害救助法が適用され配給が不可能な場合においては、県知事が長崎農政事務所長よ

り正式に買受け手続きを終った現物の引渡しを受ける。 
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第７節 物資供給計画                     

 

災害によって住家に被害を受け、日常生活に欠くことのできない衣料品及び生活必需品

を喪失又はき損し、災害時の混乱のためこれらの物資等を直ちに入手することが困難なり

災者に対して、一時の急場をしのぐ程度の衣料品及び生活必需品を給与又は貸与すること

によって、災害時における民心の安定を図るためのものとする。 

 

１ 実施責任者 

災害救助法を適用するに

至らない災害 
市長が行う。 

災害救助法が適用された

場合 

①物資の購入及び輸送は県知事が行い、市長が補助する。 

②り災者に対する配分は市長が行う。（法第３０条第１項） 

   

２ 災害救助法の適用を受ける災害の場合 

 (1) 物資給与の対象者 

  ア 災害により住家が全壊（焼）、流失、半壊（焼）及び床上浸水の被害を受けた者  

イ 被服、寝具その他生活上必要な最小限度の家財道具を喪失した者 

  ウ 被服、寝具その他生活必需品がないため、直ちに日常生活を営むことが困難な

者 

 (2) 救助物資の配分 

   市長は、知事が示した配分計画に基づき、各り災者の被害の程度、世帯構成員数

に応じて救助物資を配分するものとする。 

  

 調達主体 内   容 

災害救助法または

国民保護法適用前 

（第１段階） 

市 

（産業対策部） 

 

①「災害時における救援物資供給等の協力に関する

協定」等に基づき市内協定業者に対し協力要請 

②「災害時の相互物資援助に関する協定」に基づき

新上五島町に対して協力要請 

③長崎県農産園芸課に対して協力要請 

災害救助法または

国民保護法適用後 

（第２段階） 

長崎県知事と「災害救助法又は国民保護法が発動さ

れた場合における災害救助用米穀の緊急引渡し要

領」 
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(3) 給与する品目 

品    目 内           容 

寝 具 毛布、タオルケット、布団等 

衣 料 作業衣、学童服、スカート、下着類 

炊 事 用 品 鍋、釜、バケツ、湯沸等 

 

 

第８節 給水計画                      

 

災害により飲料水を得ることができない者に対し、最小限度必要な量の飲料水を供給 

するための計画とする。 

 

１ 給水方法 

  災害対策本部の水道部は、次の方法により応急給水を行う。 

 (1) 被災地の状況を迅速、的確に把握し、応急給水計画を立てる。 

 (2) １人１日当りの最小限給水量は、おおむね３リットルとする。 

 (3) 被災地区への給水は、水道局所有の水槽によって給水にあたる。 

   なお、災害の規模によっては、業者所有の水槽付運搬車の協力を要請する。 

 (4) 給水に際しては、広報車及び報道機関等の協力を得て、給水時間、給水場所の周知  

を的確に行う。 

 (5) 給水の実施にあたっては、保健所に指導監督を依頼する。 

 (6) 各地区における上水、簡水施設による給水状況は、別表 3－6 のとおりである。 

 

２ 補給水源 

 (1) 飲料水の補給は、上水、各簡水を補給水源として行うこととする。 

 (2) 各地区に点在する湧水、井戸水の活用による。 

   この場合は、保健所等の指導を得て使用する。 

 

３ 水道施設の応急復旧 

  水道施設の破損による応急復旧は、水道局現業員全員を動員して復旧に努め、なお

人手不足の際は、水道局指定業者の出動を要請し、復旧にあたる。 
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第９節 応急仮設住宅及び住宅の応急修理計画          

 

 災害により、住宅が全壊、全焼又は流失し、自らの資力では住家を得ることができな

い者を収容するための応急的に設置する仮設住宅、或いは住家が半壊又は半焼し、自ら

の資力で応急修理をすることができない者に対して、日常生活に支障ない程度の部分を 

応急修理するためには次によるものとする。 

 

１ 応急仮設住宅（建設型） 

(1) 実施担当者 

 応急仮設住宅の建設は、原則として県知事が行う。 

 (2) 建物の規模・費用 

   「災害救助法による救助の程度、方法及び期間、並びに実費弁償の基準」（厚生労 

働省告示）第２条の基準とする。 

 

(3) 入居基準 

  ア 住家が全壊、全焼、流失し居住する住家がない者 

イ 自らの力で住家を得ることができない者 

 (4) 建設予定期限 

   災害発生の日から２０日以内に着工しなければならない。 

   ただし、２０日以内に着工できない場合は、厚生労働大臣の承認を得て延長する

ものとする。 

 

２ 応急仮設住宅（借上型） 

 

設置戸数 規模 費用 供与期間 

必要最小限 建設型仮設住

宅に準じる 

地域の実情に応じた額 災害発生の日からの速

やかな借上げ、提供（供

与期間は最高２年以

内） 

 

(1)入居基準 

 建設型仮設住宅の基準に準じる 

設置個数 規模 費用 供与期間 

必要 

最小限 

２９．７㎡ 

（９坪）を基準 

１戸あたり 5,516,000 円 

以内 

建設完了の日から建築基

準法第８５条第３項によ

る期限内（最長２年） 
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３ 住宅の応急修理 

(1)制度 

  災害救助法が適用される災害により住家に被害を受け、その住家に住むための必要 

最小限の応急修理に要した費用の一部を市が直接施行業者へ支払う制度である。 

(2) 建物の規模・費用 

 「災害救助法による救助の程度、方法及び期間早見表」（厚生労働省告示）の基準と 

する。 

 

 (3) 応急修理の対象者 

  ①応急修理を行う住家に居住すること 

②住家が半壊し自らの資力では応急修理できない方又は住家が大規模半壊した方 

③応急修理により、避難所への避難を要しなくなると見込まれる方 

④応急仮設住宅を利用しない方 

 

第１０節 医療救護計画                    

 

 災害のため、医療機関が混乱し、り災地の住民が医療の途を失った場合に、応急的に

医療又は助産を施し、り災者を保護する措置をとるためのものである。 

 

１ 実施責任者 

  災害のため医療及び助産の途を失った者に対する医療及び助産は、関係機関の協力

を得て、市長が行うものとする。 

  なお、災害救助法が適用された場合の医療、助産は、県知事が実施するものであり、 

市は県の補助機関として、これを行うものとする。 

 

２ 救護班の編成 

  市内における主な医療救護班は、別表３－７のとおりである。 

 

３ 救護所の設置 

  災害の規模及び患者の発生状況により、市役所、各学校、公民館、市内各病院に救

護所を設置し、医師会等に応援出動を依頼するものとする。 

 

修理個数 修理の範囲 費用 修理期間 

必要最小限 

居室、炊事場、便所等日

常生活に欠くことができ

ない部分に限る。 

国庫負担限度額１世帯

あたり 574,000 円以内 

災害発生の日から１

ヶ月以内（厚生労働大

臣の同意で延長が可

能） 
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第１１節 防疫計画                      

 

 災害発生時、急速にまんえんするおそれのある伝染病を防止するためのものである。 

一類感染症（エボラ出血熱ほか）、二類感染症（結核ほか）、三類感染症の発生（コレラ 

ほか）の予防のため「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」第２ 

７条の規定により県知事の指示に基づき実施する。 

 

１ 防疫班の編成 

  防疫班の編成は、災害対策本部の市民生活対策部をもって組織し、県（保健所）の

協力を求めるほか不足する場合は、医師会等の協力を要請する。 

 

２ 防疫対策 

  健康診断（検便）、清掃方法、消毒方法、そ族（ねずみ）・昆虫駆除 

 

３ 防疫実施方法 

  災害発生に際し、感染症の予防及び感染病の患者に対する医療に関する法律及び予

防接種法の趣旨に基づき、防疫班は速やかに必要な防疫措置を実施する。 

 

４ 防疫資材 

  噴霧器、消毒薬剤、検便用資材等 

 

第１２節 清掃計画                      

 

 被害地におけるごみの収集及びし尿の汲取り処分などの清掃業務を「五島市風水害廃

棄物処理計画」等により適切に行い、環境衛生の万全を期するものである。 

 

１ し尿処理 

   災害発生と同時に災害地区のし尿汲取りに全力を挙げるため、直ちにし尿汲取り

業者に協力依頼をし、業者の協力を得て汲取り収集を迅速に行う。 

 

２ ごみ処理 

 (1) ごみ収集委託業者の協力を得て、ごみ収集運搬に努める。 

   なお、状況に応じ車両の借上げ、作業員の雇入れにより処理する。 

 (2) ごみの処分は、焼却場又は埋立等環境衛生上支障のない方法で処理する。 

 (3) 市内におけるし尿処理及びごみ処理施設並びに施設器材関係は別表３－８のとお

りである。 
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第１３節 障害物の除去計画                   

 

 豪雨又は河川等の溢水、地すべり等に起因した崩土又は岩石落下による道路の閉塞 

等の災害に関して次のような計画をたてる。 

 

 (1) 崩土による土砂、立木又は落石等により道路が閉塞すると予想される箇所について  

は、あらかじめ集積又は捨土箇所を選定しておくこと。 

 (2) 障害物除去に必要な車両、機械器具等を常に点検整備し、随時使用できるようにし  

ておくこと。 

 (3) 災害の程度により車両、器材等を求める必要がある場合を考慮して、五島振興局建  

設部、建設業者等と十分連絡をとること。 

 (4) 応急復旧に要する所要人員の明細は、車両器材及び災害の程度を考慮して対処し得  

るよう計画しておくこと。 

 (5) 以上のほか必要な事項については、臨機の処置をとり随時出動し得る態勢を確保し  

ておくこと。 

  

第１４節 輸送計画                      

 

 災害時における被災者の避難、応急災害対策員の移送並びに災害救助、災害応急対策

に要する救援及び緊急物資の輸送等の確実を期するための車両、船艇等を確保するとと

もに、これを有効適切に利用し、各作業に遺漏ないよう次のとおり方針を定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五島市緊急輸送活動方針 

 

第１ 基本方針 

大規模災害発生時の救助活動、救急搬送、消火活動、緊急輸送活動、応急復旧活動等を

迅速、的確に実施するために、陸上交通網の確保はもちろん、航空機の活用を含む、総合

的な輸送確保を行う。 

 

第２ 主な活動 

１ 緊急輸送全般の調整は、必要により災害対策本部あるいは国民保護対策本部が行う。 

２ 主要道路を優先した応急復旧活動を行うとともに、農道、林道等の迂回路確保にも配

慮する。 

３ 輸送関係機関の協力により輸送車両を確保するとともに、効率的なヘリコプターの運

用に配慮する。 

４ 支援物資の集積と各避難所への配送を円滑に実施するため、輸送拠点を指定して運用

する。 
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第３ 活動の内容 

１ 緊急輸送の対象活動及び優先順位 

緊急輸送活動にあたっては、被害の状況、緊急度、重要度によって判断し、①人

命救助、②被害の拡大防止、③災害応急対策の円滑な実施に配慮して推進するもの

とし、原則として次の優先順位をもって実施する。 

第１段階の活動 第２段階の活動 第３段階の活動 

・人命救助 ・（第１段階の続行） ・（第１、２段階の続行） 

・被害の拡大防止 ・食料、水等の輸送 ・災害復旧 

・ライフライン復旧 ・被災者の救出搬送 ・生活必需物資輸送 

・交通規制 ・応急復旧  

２ 輸送手段の確保 

(1) 自動車による輸送 

ア 輸送車両の調達 

(ｱ) 市有車両 

管理班は、効率的な輸送体制を確保するために、各部の協力を得ながら市

有車両の活用を最大限図るため、対策本部を設置した場合は、財政部が車両

（消防機 

関の車両及び特殊車両を除く。）を集中管理する。また、各部において、車

両を必要とするときは、財政部に配車要請を行う。 

(ｲ) その他車両の調達 

管理班は、市有車両のみでは、応急対策の実施に必要な車両が不足する場

合には、次の順序で借り上げを行うほか、県、自衛隊等に車両の応援を要請

し、輸送車両の確保に努める。 

ａ 官公署及び公共団体の車両等 

ｂ 民間輸送業者の車両等 

ｃ その他自家用車両等 

ｄ 自衛隊の車両等 

イ 緊急輸送車両の確認手続き 

調達・輸送班は、国民保護法第155 条に基づく交通規制が行われた場合には、

五島警察署長に申し出て緊急輸送に必要となる車両の確認を受け、緊急輸送車

両確認証明書及び同標章を収受する。 

(2) ヘリコプターによる輸送 

ヘリコプターによる緊急輸送が必要な場合は、防災ヘリに対しては県に、自衛

隊ヘリに対しては陸上自衛隊第16普通科連隊へ、可能な限り次の事項を明らかに

して要請する。 

・ 災害の状況と活動の具体的内容（物資の量、輸送人数等） 

・ 活動に必要な資機（器）材等 

・ ヘリポート及び給油体制 

・ 要請者、現場責任者及び連絡方法 

・ 資機（器）材等の準備状況 
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・ 気象状況 

・ ヘリコプターの誘導方法 

・ 他のヘリコプターの活動状況 

・ その他必要な事項 

 

ア ヘリポートの開設 

市内ヘリポート指定地より、効果的な活動が可能な場所を選定する。選定にあ

たっては、できるだけ避難所等との共用を避け、ヘリコプター誘導員等の係員を

配置するなど、運航上の安全に配慮する。 

イ ヘリポートの整備方法等 

・ 上空から確認しやすいよう、離着陸帯（直径約10ｍ）を石灰等で表示する。 

・ 離着陸帯の中心から半径30ｍの範囲内の飛散物（紙、ビニール、板等）を

撤去あるいは固定する。 

・ ヘリコプターの風圧により砂塵が舞い上がらないよう散水する。 

・ 各出入口を閉鎖し、安全員を配置する等、立入禁止措置をとる。 

・ 風向きが確認できるよう、吹き流し、発煙筒等を着陸地点から40～50ｍ離

し設置する。 

・ 着陸に際しては、着陸帯から20～30ｍ離れた風上側に誘導員を配置する。 

３ 輸送拠点等の確保 

(1) 物資輸送拠点の確保 

次の施設を物資輸送拠点とするが災害の状況、避難所としての利用状況等によっ

ては、県立高校体育館等の借用も考慮する。 

 

【物資輸送拠点】 市民体育館、富江体育館、玉之浦体育館、岐宿B&G海洋センター

体育館、三井楽多目的研修施設、奈留体育館、 

(2) ヘリポートの選定 

原則として「市内ヘリ緊急離着陸場」に掲載している場所から選定し、運用には

安全面に十分留意をする。 

 

４ 緊急輸送路道路の確保 

(1) 緊急交通路の確保 

緊急交通路の確保は、県が主体となり、次の活動を実施する。 

ア 発災時は、警察、道路管理者等が協力し、速やかに道路、橋梁、交通状況、信

号機の作動状況等を把握し、道路の通行可否を判断する。 

イ 緊急交通路を確保する必要が生じた場合、県公安委員会は、通行可能な緊急規

制対象道路を緊急交通路と指定し、一般車両の通行を禁止又は制限する。 

ウ 被災した緊急交通路は、県警察が行う緊急交通路確保計画との整合を図りなが

ら、関係機関との連携のもと第１次確保路線より、順次応急復旧を実施する。 
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(2) 緊急交通路接続道路等の確保 

関係機関との連絡協議の上、効率的な応急復旧を推進するものとし、市は次の区

間について、応急復旧を実施する。 

ア 緊急交通路接続道路の確保 

市は、県が指定し確保する緊急交通路に接続する道路を確保するため、必要に

応じて応急復旧工事を実施する。 

イ 代替路線の確保 

緊急交通路が使用不能となった場合は、市道、林道、農道等、指定道路に代わ

るべき道路について確保するものとし、この場合、必要に応じて県等の関係機関

に対し応援を要請する。 

５ 輸送活動の実施 

(1) 輸送の範囲 

ア 被災者の避難 

(ｱ) 避難指示に基づき避難する住民の輸送 

(ｲ) 被災者を誘導するための人員、資材等の輸送 

イ 医療及び助産における輸送 

(ｱ) 患者等を救護班の仮設する救護所、病院、産院等に入院又は通院させる場合

の輸送 

(ｲ) 救護班に関する人員及び医薬品並びに衛生材料等の輸送 

ウ 被災者の救出 

(ｱ) 救出された被災者の輸送 

(ｲ) 救出のために必要な人員、資材等の輸送 

エ 飲料水の供給 

(ｱ) 飲料水の輸送 

(ｲ) 飲料水を確保するために必要な人員及び飲料水供給に必要な機械、器具、資

材等の輸送 

オ 行方不明者の捜索 

行方不明者捜索のために必要な人員及び資材等の輸送 

カ 死体の処理（埋葬を除く。） 

(ｱ) 死体の消毒、縫合、洗浄等の処置並びに検索のための救護班員等の輸送 

(ｲ) 死体の処理のための衛生材料等の輸送 

(ｳ) 死体発見場所から一時安置所までの移送 

(ｴ) 死体の移動に伴う死体そのものの輸送 

(ｵ) 死体を移送するための人員の輸送 

キ 救援用物資の輸送 

(ｱ) 被服、寝具その他の生活物資の給与のための輸送 

(ｲ) 炊き出し用食糧等の輸送 

(ｳ) 学用品支給のための輸送 

(ｴ) 救護班の使用する医薬品、衛生材料等の輸送 

(ｵ) その他被災者の応急救助の目的のために直接使用される一切の物資の輸送 
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※ 車両、船艇の現有数は別表３－９のとおりである。 

 

第１５節 文教対策計画                      

 

１ 文教施設の応急復旧対策 

 (1) 災害が発生した場合、その被災額の多少にかかわらず各学校長は市災害対策本部に  

遅滞なく災害の状況及びこれに対する応急措置の概要を報告しなければならない。 

   この報告の方法は、書類報告の事前に電信、電話等により最も速やかに到着する

方法によること。 

 (2) 教育長は、上記による被害状況報告を速やかに収集し、関係機関へ報告するととも  

に、被災校との事後の連絡を密接にとり、必要に応じて係官の派遣を要請する。 

 (3) 教育長は、被災校に職員を派遣し、被災状況の資料作成を促進するとともに、直ち  

に授業が再開できるよう措置する。 

 (4) 他校等に応援、協力を求める必要があるときは、適宜連絡し、その調整指導を行う。 

 

２ 応急教育実施の予定場所、方法、教員確保の措置、教材学用品の調達及び給与の方法  

市教育委員会又は校長は、あらかじめ災害の程度に応じ、別表のような方法で学校

教育活動が災害のため中断することのないよう措置するものとする。 

 

３ 学用品の支給 

   学用品等の支給については、災害の規模範囲及び被害の程度等により、災害救助法 

の基準に準じた支給を行う。 

 

 

 

 

 

 

(2) 輸送の期間 

各救助種目の実施が認められている期間とする。ただし、救助種目ごとの救助の

期間が厚生労働大臣の承認を得て延長された場合は、その救助に伴う輸送の期間も

自動的に延長される。 

 (3) 整備書類 

輸送業務に当たる者は、輸送記録簿に必要事項を記入し、輸送費関係支払証拠書類と共

に調達・輸送班に提出する。 
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（１） 災害救助法による基準給与の額 

区分 全焼・全壊・流出・半焼・半壊・床上浸水に

よる喪失又はき損 

対象 小 学 校 ・ 中 学 校 ・ 高等学校等 

種別 教科書代 実費（現物給付） 

文房具・通

学用品費 

小学生児童  ４，４００円 

中学生生徒  ４，７００円 

高等学校生徒 ５，１００円 
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第１６節 民間団体活用計画                  

 

 災害時において応急活動を円滑かつ迅速に処理するため、災害対策本部員の人力等に不

足を生ずる場合は、民間団体に協力を依頼するものとする。 

 

１ 協力活動内容 

 (1) 災害現場における応急措置と患者の搬出、危険箇所の発見及び連絡等の奉仕 

 (2) 救護所の設置に必要な準備、救護所における患者の世話等の奉仕 

 (3) り災者に対する炊出し、給水の奉仕 

 (4) り災者の誘導、搬出家財等の監視と整理の奉仕 

 (5) 関係機関の行う被害調査、警報伝達の連絡 

 

２ 協力要請対象団体 

 (1) 婦人団体 

 (2) 青年団体 

 (3) 町内会 

 (4) その他 

 

第１７節 災害応急融資計画                   

 

 災害直後、被災者、中小企業及び農林漁業者等に対し県において、次の生産資金の融資

を行い災害の応急復旧を図るものとされている。 

 

１ 生活福祉資金（災害援護資金） 

  世帯更生資金貸付制度に基づき、長崎県社会福祉協議会が、民生委員及び五島市社会

福祉協議会の協力を得て被災世帯に対し、自主更生を目的とした必要な資金の貸付けを

行う。 

 (1) 貸付対象 

  災害により住家、工場等に被害を受けた世帯で次の各条件に適合する世帯であること。  

ア 低所得世帯であること。 

  イ 融資によって独立自活できる世帯であること。 

  ウ 蓄積資金がなく、他から借入れることができない世帯であること。 

 (2) 貸付限度額及び償還期限 

  ア 貸付限度額   １５０万円 
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  イ 据置期限    １年以内 

  ウ 償還期限    ７年以内 

  エ 貸付利子    年３％ 

 (3) 貸付条件 

  ア 連帯保証人   １人（※必要と判断される場合は２人） 

  イ 延滞利子    年１０．７５％ 

 (4) 提出書類：担当民生委員に提出 

  ア 借入申込書 

  イ 被災証明書（市町村長の証明書） 

  ウ 所得証明書 

  エ 復旧工事にかかる見積書等 

（5）その他 

  同一世帯に対して災害援護資金の他に別種の資金の貸付を受けることができる。 

  この場合、申請の必要性や償還能力を審査する。 

 

２ 中小企業災害応急融資（政府関係金融機関が行うもの） 

  政府系中小企業金融機関としては、日本政策金融公庫及び商工組合中央金庫などがあ

り、次のような融資条件となっているが、災害の場合、融資期間の延長、融資優先の取

扱いがなされるほか、「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」によ

る地域指定がなされた場合、一定期間、一定金額につき低利融資の措置が講じられる。 

  

 

 日本政策金融公庫 

商工組合中央金庫 
国民生活事業 中小企業事業 

融資限度額 ３，０００万円 １億５，０００万円 
組合２００億円 

組合員２０億円 

金  利 基準金利 基準金利 
所定の実行利率に

よる 

融資期間 
設備資金、運転資

金とも１０年以内 

設備資金、運転資金

とも１０年以内 

運転資金１０年以

内、設備資金２０

年以内 

据置期間 ２年以内 ２年以内  
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３ 農林漁業者等に対する応急融資 

 (1) 天災資金の貸付（天災融資法） 

   天災により被害を受けた農林漁業者等に対し、天災融資法に基づきその経営に必要  

な資金等の貸付けを行う。 

  注）この資金の「つなぎ資金」の融通措置を講じたときは、その都度別に示すところ   

によるものとする。 

 

 

なお、天災資金の貸付対象となる経営資金は、種苗、肥料、飼料、薬剤、農機具   

（購入価格が 12 万円以下のもの。）、家畜、家きん、薪炭原木、椎茸ほだ木、漁具、  

漁網綱、稚魚、稚貝、餌料、漁業用燃料油等の購入資金、炭がまの構築資金、漁船   

（総トン数５トン未満の漁船）の建造又は取得に必要な資金その他農林漁業経営に

必要な資金として政令で定める期間内に貸付ける資金であり、事業資金は被害組合

の所有又は管理する施設、在庫品等につき著しい被害を受けたために必要となった

事業運営資金である。 

  （貸付条件） 

資金区分 融資機関 利 率（年） 償還期限 貸 付 限 度 額 

天災融資法による    
経営資金 
 
                                                           
 
 
 
 
 
 
事業資金 

農業､森林､漁業の各組合      
及び同連合会､農林中金､      
十八･親和銀行 

･一般被害者損失額 
10/100 以上 
6.5%以内 

 損失額                
30/100 以上             
5.5%以内 

･開拓者                
5.5%以内 

･特別被害地域内の特別被害者           
3.0%以内 

･被害組合                
6.5%以内 

3～6 年以内 
(激甚災害の場合､ 

   4～7 年以内)                                                                            
 

 
 
 
 
 
 
3 年以内 

･一般農林漁業者 
  一般の場合     ２００万円以内 
  激甚災害の場合  ２５０万円以内 
･政令資金(果樹､畜産､養殖､漁船) 
  一般の場合     ５００万円以内 
  激甚災害の場合  ６００万円以内 
･漁具資金     ５，０００万円以内 
･法  人    ２，５００万円以内 
 
 
 ･被害組合 

一般の場合  ２，５００万円 
(連合会   ５，０００万円) 
激甚災害の場合 5,000 万円 
(連合会     ７，５００万円) 

 

(2) 農林漁業施設資金(共同利用施設主務大臣指定施設(災害復旧)資金)(公庫資金) 

  ・ 貸付対象事業 

    災害により被害を受けた農業、林業、水産施設の復旧、補修に要する資金を貸付   

けの対象とする。 

  ・ 貸付けの相手方 

    農協（転貸の場合に限る。）、農業者 

    森林組合、森林組合連合会（林業者に転貸の場合のみ）、林業者 

    漁協（自営漁船の場合に限る。）、漁業者 
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 ・ 貸付限度 

    共同利用施設 融資対象事業費×０．８に相当する額 

    主務大臣指定施設 １施設当たり３００万円（特認６００万円）、（ただし、漁   

船は 1,000 万円）又は、融資対象事業費×０．８のいずれか低い額 

  ・ 貸付条件等 

    利率年０．８０～１．７０％ 

    償還期限 共同利用施設 ２０年以内（うち据置期間３年以内）、主務大臣指定   

施設 １５年以内（うち据置期間３年以内）ただし、果樹の植栽２５年以内（う 

 

ち据置期間１０年以内） 

    貸付額の下限 １０万円 

  ・ 借入申込手続 

    借入申込者は借入申込書に市町村長の災害証明書を添えて借入申込者の所属する   

組合に申し込む。 

    申込書を受理した組合は、公庫の受託金融機関のそれぞれの区分に従い受託金融   

機関に提出する。 

    公庫よりの貸付決定通知書の交付後受託金融機関から申込組合を通じて借入金の   

交付を受ける。 

 (3) 農林漁業セーフティネット資金（災害）（日本政策金融公庫資金） 

  ・ 貸付けの相手方 

    農林漁業者（農林漁業所得が総所得の過半を占める者等）。 

  ・ 貸付対象事業 

    災害により被害を受けた農林漁業経営の再建に必要な資金を貸付の対象とする。 

  ・ 貸付方法 

    該当者は経営安定計画書を作成し、被害についての市町の証明を添付して公庫ま

やは公庫の受託金融機関となっている銀行等のいずれかに提出する。 

  ・ 貸付条件 

    ア 貸付利率  償還期間に応じて、年０．８０～１．７０％ 

    イ 貸付限度額 ３００万円（特認 年間経営費等の１２分の３以内） 

    ウ 償還期限  １０年以内（うち据置期間３年以内） 

  ・ 借入申込手続 

    提出書類 

     借入申込書、経営安定計画１通、同添付書類 
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第１８節 公安警備計画                     

 

 長崎県地域防災計画第３編災害応急対策計画第４章公安警備計画の示すところによる。 

 

１ 災害警備実施方針 

  警察署長は、関係機関との緊密な連絡の下に災害警備対策を推進し、災害が発生する 

おそれがある場合には、早期に警備体制を確立して情報の収集に努め、住民等の生命及 

び身体の保護を第一とした警備活動に努めるものとする。 

 

２ 災害発生時における措置 

 (1) 警備体制 

  ア 職員の招集・参集 

    警察署長は、災害発生後速やかに、あらかじめ定められたところにより職員を招   

集・参集させ、災害警備体制の確立を図るものとする。 

  イ 応援体制 

    警察署長は、被害の規模に応じて、速やかに警備部隊の応援要請を行うものとす   

る。 

  ウ 災害警備本部等の設置 

    警察署長は、災害が発生、又は発生するおそれがる場合には、警察署に所要の規   

模の災害警備本部、災害警備連絡室等を設置するものとする。 

 (2) 救出救助活動 

  ア 警察署長は、管轄区域内の被災状況を踏まえ、署員及び応援部隊員等により救助   

部隊を速やかに編成する。 

    また、消防等防災関係機関の現場責任者と随時、捜索区割り等現場活動に関する   

調整を行い、現場活動が円滑に行われるように配意する。 

  イ 避難誘導等 

    警察署長は、地域住民等の避難誘導等にあたり以下の事項に留意するものとする。 

   (ｱ) 被災地域、災害危険箇所等の現場状況を把握したうえ、安全な避難経路を選定    

し、避難誘導を行う。 

   (ｲ) 避難誘導にあたっては、高齢者及び障がい者については、可能な限り車両等を活    

用して避難誘導を行うなど災害時要援護者に配慮する。 
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 (3) 緊急交通路の確保 

  ア 交通状況の把握 

    警察署長は、現場の警察官、関係機関等からの情報等により、通行可能な道路状   

況を迅速に把握するものとする。 

  イ 交通規制の実施 

    警察署長は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、災害応急   

対策が的確かつ円滑に行われるようにするために緊急の必要があると認めるときは、   

速やかに区域又は道路の区間を指定して緊急通行車両以外の車両の道路における通   

行を禁止し又は制限するなど、緊急交通路の確保にあたるものとする。 

緊急交通路の確保にあたっては、人命の安全、被害の拡大防止、災害応急対策の   

的確かつ円滑な実施等に配慮して行うものとする。 

    また、被災地への流入車両等を抑制するため必要があるときは、周辺地域を含め   

た広域的な交通規制を実施するものとする。 

 (4) 運転者のとるべき措置の周知徹底 

    警察署長は、災害発生時に運転者がとるべき措置について、以下の事項を周知徹

底するものとする。 

  ア 走行中の車両の運転者は、次の要領により行動すること。 

   (ｱ) できる限り安全な方法により車両を道路の左側に停止させること。 

   (ｲ) 停止後は、カーラジオ等により災害情報及び交通情報を聴取し、その情報及び    

周囲の状況に応じて行動すること。 

   (ｳ) 車両を置いて避難するときは、できるだけ道路外の場所に移動しておくこと。    

やむを得ず道路上において避難するときは、道路の左側に寄せて駐車し、エンジ    

ンを切り、エンジンキーはつけたままとし、窓を閉め、ドアはロックしないこと。    

駐車するときは、避難する人の通行や災害応急対策の実施の妨げとなるような場    

所には駐車しないこと。 

  イ 避難のために車両を使用しないこと。 

  ウ 災害対策基本法第７６条に基づく緊急の交通規制が行われたときは、通行禁止区

域等（交通規制が行われている区域又は道路の区間をいう。以下同じ）における一

般車両の通行は禁止又は制限されることから、同区域等に在る運転者は次の措置を

とること。 

   (ｱ) 速やかに車両を次の場所に移動させること。 

    ・ 道路の区間を指定して交通の規制が行われたときは、規制が行われている道     

路の区間以外の場所 

        ・ 区間を指定して交通の指定が行われたときは、道路外の場所 

   (ｲ) 速やかな移動が困難なときは、車両をできる限り道路の左側に沿って駐車するな

ど緊急通行車両の通行の妨害とならない方法により駐車すること。 
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   (ｳ) 通行禁止区域等内において、警察官の指示を受けたときは、その指示に従って    

車両を移動又は駐車すること。その際、警察官の指示に従わなかったり、運転者    

が現場にいないときは、警察官が自らその措置をとることがあり、この場合、や    

むを得ない限度において、車両等を破損することがあること。 
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第１９節 水防計画                       

 

 この計画は、水防法及び災害対策基本法の趣旨に基づき、河川、湖沼、海岸、洪水又は

高潮による水災を警戒し、防ぎょし、これによる被害を軽減するための必要な計画とする。 

 

１ 五島市水防本部の組織 

  水防に関係のある気象の予報、注意報、警報等により、洪水、高潮等のおそれがある 

と認められるときは、その危険が解除されるまで下記の組織で水防に万全を期するもの 

とする。 

  ただし、五島市災害対策本部が設置されたときは、その組織に結合されるものとする。 

 

●水防本部組織図                                          
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２ 職務分掌 

   第１指揮監 

   １ 計画の立案及び実施に関すること 

   ２ 水防庶務に関すること 

   ３ 情報、連絡及び配車等に関すること 

   ４ 資材の調達及び輸送に関すること 

   ５ 避難所及び援護に関すること 

   第２指揮監 

   １ 河川、海岸、道路等の施設の巡視、警戒及び予防に関すること 

   ２ 情報収集、連絡及び調査に関すること 

   ３ 警報及び広報宣伝に関すること 

   ４ 災害対策の実施及び応援に関すること 

   ５ 災害の応急復旧工事に関すること 

   ６ 避難、誘導に関すること 

   第３指揮監 

   １ 施設の巡視及び警戒に関すること 

   ２ 水利調査に関すること 

   ３ 現地対策の指導及び調査に関すること 

   ４ 災害の復旧工事に関すること 

 

 ３ 非常配備体制 

   水防本部の非常配備体制は次のとおりとする。 

  (1) 第１配備体制 

    情報連絡の活動に必要な人員を配備する。 

  (2) 第２配備体制 

    所属人員の約半数を配備する。 

  (3) 第３配備体制 

    所属人員全員を配備する。 

 

 ４ 非常配備体制の時期 

   非常配備体制につく時期は次のとおりとする。 

  (1) 第１配備体制 

    気象情報により警戒を必要とする場合 

  (2) 第２配備体制 

    水防事態発生が予想されるに至った場合 

   

 

 



 64 

【災害応急対策計画編】 

 

(3) 第３配備体制 

    情報を総合的に判断した結果、事態が切迫し第２配備体制では処理が困難である   

と認められるとき 

 

 ５ 水防器材の明細及び保管場所は別表３－１０のとおりである。 

 

 ６ 水害危険地域及び避難場所 

   「第２章・第１節 水害予防に関する計画」及び「同章・第 3 節 高潮予防計画」

並びに「第３章・第５節 避難計画」のとおり。 

 

７ 河川管理者による水防管理団体が行う水防のための活動への協力に関する事項は以

下のとおりとする。 
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河川管理者による水防管理団体が行う水防のための活動への協力に関する確認書 

 

長崎県（以下。河川管理者という。）と五島市（以下、水防管理団体は、水防防管理団体が

行う水防のための活動に河川管理者が協力する事項について、次の条項のとおり確認する。 

 

（河川管理者が協力する事項） 

第１条 河川管理者は、自らの業務等に照らし可能な範囲で、水防管理団体が行う水防の

ための活動に次の協力を行う。 

 

１．水防管理団体に対して河川に関する情報（長崎県が管理している河川水位情報・雨量

情報、避難判断水位情報、水防警報、河川管理施設の操作状況に関する情報）の提供 

 

２．重要水防箇所の合同点検の実施 

 

３．水防管理団体が行う水防訓練への参加 

 

４．水防管理団体の備蓄資機材で不足するような緊急事態に際して、河川管理者の応急復

旧資機材または備蓄資機材の貸与 

 

（河川に関する情報の伝達方法） 

第２条 前条第１号に関し、河川管理者は、水防管理団体への河川に関する情報の伝達方

法を定めるものとする。 

 

（運用） 

第３条 この確認書は、平成２５年１１月１３日から長崎県および水防計画を変更するま

で適用する。 

 

第４条 水防計画変更にあたってのか河川管理者との協議は、この確認書をもって水防法

第７条第３項に規定する同意とみなし、長崎県または五島市から水防計画の内容に変更の

申し出がない限り、今後変更する水防計画にも適用できる。 

 

平成２５年１１月１３日 

長崎県五島振興局長 辻本 政美 

五島市長 野口 市太郎 
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（１）確認書第１条に掲げる各号の具体的事項は別表１のとおりとする。 

河川管理者の協力事項（別表１） 

項目 具体的な協力内容 

１ 河川に関する情

報の提供 

河川水位情報：提供する観測局は長崎県水防計画書（別表４）に記載 

雨量情報：提供する観測局は長崎県水防計画書（別表３）に記載 

避難判断水位情報、水防警報：該当河川なし 

河川管理施設操作情報：福江ダム（福江川） 

２ 重要水防箇所の

合同点検 

五島市が防災点検を実施した際の現地出席若しくは合同防災点検の実

施 

３ 水防訓練等 五島市が防災訓練を実施した際の現地出席 

４ 備蓄資材の貸与 

 

 

 

貸し出しを行う備蓄資材は別添資料に記載 

受け渡しについては局にて受け渡しを行い、五島市が運搬する。 

但し、緊急時に他の方法が適切であると判断される場合はこの限りでは

ない。 

 

（２）確認書第２条に掲げる具体的事項は別表２のとおりとする。 

河川に関する情報の伝達方法（別表２） 

項目 具体的な協力内容 

河川水位情報、雨量

情報 

インターネット「長崎県河川砂防情報システム」 

[ＵＲＬ]http://www.kasen-sabo.pref.nagasaki.jp/ 

避難判断水位情報 該当河川なし 

水防警報 該当河川なし 

河川管理施設の操

作状況 

ダム情報：インターネット「長崎県河川砂防情報システム」 

[ＵＲＬ] http://www.kasen-sabo.pref.nagasaki.jp/ 

福江ダム（福江川）：ＦＡＸ（別添様式） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kasen-sabo.pref.nagasaki.jp/
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別表３ 

※雨量情報は、長崎県河川砂防情報システム(http://www.kasen-sabo.pref.nagasaki.jp/) 

観測所名（事業所名） 所在地 設置者名（管理者名） 

五島地方局 五島市福江町 五島振興局 

籠淵 五島市籠淵町   〃 

久賀 五島市久賀町   〃 

椛島 五島市伊福貴町   〃 

宮原 五島市戸岐町宮原   〃 

奥浦 五島市奥浦町   〃 

崎山 五島市崎山町   〃 

増田 五島市増田町増田   〃 

川原 五島市岐宿町川原   〃 

山内 五島市岐宿町中岳   〃 

柏 五島市三井楽町柏   〃 

荒川 五島市玉之浦町荒川   〃 

上ノ平 五島市玉之浦町幾久山   〃 

玉之浦 五島市玉之浦町玉之浦   〃 

長峰 五島市富江町長峰   〃 

富江 五島市富江町富江   〃 

奈留 五島市奈留町浦   〃 

 

別表４ 

※第一基準（満杯水位の６割）、第二基準（満杯水位の８割）、第三水位（満杯、護岸の高さ） 

 

河川名 観測所名 位置 
水位（ｍ） 

量水標管理

者 
第一基準 第二基準 第三基準 

福江川 福江川 五島市三尾野町 3.21 4.28 5.35 五島振興局長 

一の川 一の川 五島市岐宿町河務 2.46 3.28 4.10  

山手川 山手川 五島市富江町黒瀬 1.80 2.40 3.00  

中須川 中須川 五島市玉之浦町中須 2.34 3.12 3.90  

 

 

 

 

 

 

http://www.kasen-sabo.pref.nagasaki.jp/
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第２０節 消防計画                      

 

五島市消防本部防災業務計画 

 

 災害発生のおそれ又は災害発生に対し消防機関の担任する防災活動を、次に掲げる五島

市消防機関防災業務実施要綱に定めるところにより実施する。 

 

五島市消防機関防災業務実施要綱 

 

１ 目  的 

  この要綱は、災害発生のおそれ又は災害発生に対して、消防機関の装備、人員を有効

に活用し、各種災害を警戒し被害の軽減を図るとともに、安寧秩序を保持することを目

的とする。 

 

 

 

２ 消防機関の組織 

 (1) 消防本部 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

消 防 長 

消防次長 

総務課 消防課 

総 務 係 警 防 係 予 防 係 危険物係 
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 (2) 消防署 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3) 消防団 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

３ 災害警戒及び災害対策体制 

  気象警報等が発表され、災害が発生するおそれがあるとき、又は発生したときは、

五島市地域防災計画に基づき各消防機関は災害警戒（対策）本部と緊密な連絡調整

を行い防災活動に従事するものとする。 

 

４ 防災活動 

  防災活動については、別に定める五島市消防機関防災業務実施要領に基づき実施

するものとする。 

  なお、五島市消防本部及び五島市消防署、五島市消防団の保有する車両は別表 

 ３－１１のとおりである。 

 

 消防団本部 

福江地区統括副団長 第 １分団～第 ９分団  計９個分団２７部 

富江地区統括副団長 第１０分団～第１４分団  計５個分団１６部 

玉之浦地区統括副団長 第１５分団～第１８分団  計４個分団１０部 

三井楽地区統括副団長 第１９分団～第２３分団  計 5個分団１２部 

岐宿地区統括副団長 第２４分団～第２６分団  計３個分団１２部 

奈留地区統括副団長 第２７分団～第３０分団  計４個分団 ８部 

 

消防署長 

副 署 長 

空 港 

出張所 

奈 留 

出張所 

岐 宿 

出張所 

三井楽 

出張所 

玉之浦 

出張所 

富 江 

出張所 

本  署 

１隊・２隊 

消 

防 

団 

長 
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第２１節 自衛隊派遣要請計画                 

 

災害に際して必要な応援対策を実施するため、自衛隊法第８３条２項に基づく自衛隊の

派遣を要請する場合における手続等を定めるものとする。 

 

１ 派遣要請基準 

 天災地変その他の災害に際して、人命又は財産を保護するための応急対策の実施が市 

の組織等を動員しても不可能又は困難であり、自衛隊の出動が必要であると認められる 

場合に自衛隊の派遣を要請するものとする。 

 

２ 派遣要請要領 

 市長は、自衛隊の派遣を要請する必要が生じたときは、派遣要請書を県知事あて提出 

するものとする。 

 ただし、緊急を要する場合は、市長より直接自衛隊の出動要請ができるが、その際は 

事後手続として県知事に正式な派遣要請書を提出するものとする。 

 

３ 派遣要請書の記載事項 

(1) 災害の状況及び派遣を要請する事由 

(2) 派遣を必要とする期間 

(3) 派遣を希望する人員、船舶、航空機等の概数 

(4) 派遣を希望する区域及び活動内容 

(5) その他参考となるべき事項 

 

４ 自衛隊受入に関し留意すべき事項 

 自衛隊の派遣が決定した場合、次の点に留意して派遣部隊の活動が十分に達成できる 

よう努めるものとする。 

(1) 自衛隊の宿泊施設又は野営施設の準備をしておくこと。 

(2) 派遣要請をした現地には、必ず責任者を立会わせ作業に支障をきたさないよう自衛  

隊現地指揮官と協議決定すること。 

(3) 応急復旧に必要な器材等については、本市で準備し自衛隊の活動が速やかに開始さ  

れるよう留意すること。 

(4) 自衛隊の活動に対しては、付近住民の積極的な協力をうながすようにするものとす  

る。 

 

５ 撤収要請 

  市長は、災害の救援活動が終了し自衛隊の救援活動の必要がなくなった場合又は作業  
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が復旧の段階にはいった場合は、速やかに県知事に対し自衛隊の撤収要請の連絡を行う  

ものとする。 

 

６ 自衛隊派遣要請の際の連絡先 

区     分 所  在  地（電話） 担 当 備 考 

陸上自衛隊 

第１６普通科連隊 
大村市西乾馬場町 416(0957-52-2131) 

第 2 係 

第 3 係 

情報連絡 

派遣要請 

海上自衛隊 

佐世保地方総監部 
佐世保市平瀬町 18(0956-23-7111) 

第 3 幕僚

室 
 

海上自衛隊 

大 村 航 空 隊 
大村市今津 10(0957-52-3131)   

航空自衛隊 

西部航空方面隊  

第 １ ５ 警 戒 隊 

五島市三井楽町嶽 770-1(0959-84-2074)   

自衛隊長崎地方協力

本部 
長崎市出島町 2-25(095-826-8846)   

 

 

自衛隊出動要請系統図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注１  ⇒ 正規の系統 

→ 緊急時等に利用しうる系統 

２  ※ 海上救難等（海上自衛隊のみに関する災害派遣要請）に関しては 

     直接佐世保地方総監部と連絡 

 

第１６普通科連隊長 

大村駐とん（第３係） 

県  知  事 

危機管理課 
または 
県災害対策本部 

五
島
振
興
局 

自衛隊長崎地方協力本部 

竹 松 部 隊 

佐世保地方総監 部 

大 村 航 空 隊 

西部航空方面隊 

第１５警戒隊 市長及び警察署長 

※ 



 72 

【災害応急対策計画編】 

 

第２２節 電力施設災害応急対策計画              

 

 電力施設応急対策については、九州電力株式会社五島営業所が主体となり災害応急対策

にあたるものとする。 

 その具体的事項については、九州電力株式会社の「五島営業所非常災害対策部運営基準」

によるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五島営業所非常災害対策部運営基準[抜粋] 

                                         

１ 適用の範囲 

   九州電力㈱五島営業所は、次に掲げる事項に伴う大規模な供給支障及び主要設備 

の被害が予想される場合、または発生した場合には、所内に「非常災害対策部」を 

設置して迅速な復旧対応を図ることとする。 

 １ 暴風・豪雨・豪雪・洪水・高潮・地震などの異常な自然現象 

  ２ 火災・爆発・油流出などの重大な事故 

 

２ 組織体制 

 

対 策 部 長  

（営業所長）  

総 括 班 

 

 

復 旧 班       広 報 班      支 援 班 

（配電グループ長）   （営業グループ長）  （計画・料金グループ長） 

 

 

（スタッフ）      （スタッフ）     （スタッフ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

復
旧
工
事 

運 
 

営 

指 
 

令 

情
報
連
絡 

社 
 

外 

社
外
対
応 

広 
 

報 

電
話
・
窓
口
対
応 

情
報
連
絡 

情
報
収
集
・
連
絡 

資
材
手
配 

宿
泊
・
食
事
手
配 

情報連絡係 

（計画・料金グループ副長） 
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３ 対策組織の役割 

 

 

 
情報収集・報告 復旧対応 お客さま対応 広報対応 活動支援 

 

総

括

班 

 

・営業所対策部の

運営 

・各種情報の集約

及び支店対策本

部への報告 

・復旧計画の決定

及び復旧指示 

 

 

・お客さま対応方

針の決定 

 

 

・広報活動方針の

決定 

・社外対応等の広

報班との調整 

・応援要員の所

内各課間調整 

・支店対策本部

への応援要請 

 

復 

 

旧 

 

班 

 

・停電状況、設備

被害、復旧状況の

収集 

・応援人員、復旧

資機材の把握 

・第三者加害事故

発生の報告 

・復旧計画の策

定、総括班及び支

店対策本部への

報告 

・復旧活動の実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

広

報

班 

・お客さま対応状

況等の集約及び

総括班、支店対策

本部への報告 

 ・電話及び窓口で

のお客さま対応 

・広報車両等によ

るお客様への情

報提供 

・公的機関、報道

機関への情報提

供及び対応 

 

・医療防疫対策 

・食料、宿泊所

等の手配 

・所外応援要員

受入対応 

・人身事故発生

時の対応 

・社員と家族間

の安否確認 

 

支 

 

援 

 

班 

・社宅被害、人身

事故等の情報収

集 

・第三者加害事故

の証拠保全 

・復旧資機材等の

調達 
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第２３節 交通施設災害応急対策計画              

 

 被災害における交通物資輸送等を確保するため、それぞれ次の対策を講ずる。 

 

１ 異常豪雨又は長期にわたる降雨等では、地すべり、崩土、落石、流失等の災害が発生 

するので、予想される危険箇所等については係員による監視を強化し、災害発生の場合 

は速やかに現地の被害状況を本部へ報告すること。 

２ 交通の確保が最重点であるので、本部の指示を受けるとともに、全力を挙げて応急復 

旧に努めること。なお迂回路等の有無、利用等について十分調査し交通を確保する。 

３ 被災の程度により、自衛隊の派遣を求めて応急復旧にあたる。 

４ その他、現地における適時臨機の処置をとり得るよう人員、車両、器材の整備、確保 

に努め、その対策に遺憾ないよう期するものとする。 

 

第２４節 海上災害応急対策計画                

 

 五島海上保安署の実施する災害応急対策は、次のとおりである。 

 なお、五島海上保安署及び所属巡視船艇の保有する救命用具等は別表３－１２のとおり

である。 

 

１ 非常態勢の確立 

  災害が発生し、もしくは発生のおそれのある場合は、非常配備を発令し、必要あると 

きは対策本部を設置する。 

 (1) 非常配備 

  ア 職員を非常呼集し、非常配備につかせる。 

  イ 通信配備を強化し、関係部内通信所間における通信連絡を統制し、部外通信施設   

との間に非常無線体制を整える。 

  ウ 各種情報の収集、交換、分析を行い気象、海象、被害、治安、各機関の活動等を   

把握する。 

  エ 五島市災害対策本部その他防災機関との連絡を緊密にして相互協力を図る。 

  オ 巡視船艇の緊急出動態勢を整え、必要あるときは他の海上保安部署から巡視船艇   

及び航空機の派遣要請を行う。 

  カ 一般船舶の動静を把握し、必要な場合は避難勧告、航路の変更、出入港の制限等   

の措置をとる。 
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 (2) 対策本部 

緊急非常の事態に際して必要がある場合は、対策本部を設置し、事態処理体制の強   

化を図る。 

 

２ 情報の収集、伝達 

  災害に関する情報の収集及び伝達を次により実施する。 

 (1) 五島市災害対策本部及び防災関係機関との連携を緊密に保持して、災害に関する情  

報の収集、交換を行う。 

 (2) 巡視船艇、航空機又は海上保安官を災害現場に派遣して情報を収集し、関係先に伝  

達する。 

 (3) 民間からの災害情報は、五島市災害対策本部その他関係機関に速報する。 

 

３ 警報等の伝達周知 

  船舶及び臨海諸施設等に対する警報等は、次により伝達し周知を図る。 

 (1) 気象業務法による警報(地方海上警報、気象警報、高潮警報、波浪警報、津波警報） 

  ア 巡視船艇により巡回通報 

  イ 災害伝達網により通報 

 (2) 航路障害物の発生、航路標識の異常時 

  ア 航行警報の放送 

  イ 水路通報により周知 

  ウ 巡視船艇により巡回通報 

 

４ 船舶等の避難指示 

  船舶その他港湾施設等において避難を必要と認める場合は、関係機関及び港の管理者 

と連絡し、避難勧告又は所要の指示を行い、適当な港又は避泊地に避難せしめる。 

 

５ 広報の実施 

  災害時においては、次により広報を行う。 

 (1) 海事関係者に対しては、主として港湾の災害状況、航路障害物の状況及び海上保安  

庁の措置を警報の伝達方法に準じ周知徹底を図る。 

 (2) 一般に対しては、住民の安全に重点をおき、災害、治安、応急措置の状況、防犯の  指

導、漂流物の取扱方法について報道機関等を通じて行う。 

 

６ 船舶、人命の救助 

   海上又は沿岸において避難した人命、船舶、航空機等の救助、あるいは行方不明と 

なった人命、船舶、航空機等及び陸上災害により海上に流失した行方不明者の捜索は、  
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巡視船艇、航空機により速やかに実施する。 

また、特定非営利活動法人長崎県水難救済会等の関係機関と連絡を密にし、船舶、 

人命の救助活動を実施する。 

 

７ 海上交通の安全確保 

  海上交通の安全を確保するため、次の措置をとる。 

 (1) 漂流物、沈没物、その他航路障害物があることを知った場合は、直ちに必要な応急  

措置をとるとともに、その場所が港内又は港の境界付近の時はその物件の所有者又は  

占有者に対し除去を命じ、その他の海域にあっては除去の勧告を行う。 

 (2) 水路が損壊し、又は水深に異常を生じたと思われる場合は、応急的な水路の検測及  

び啓開を行う。 

 (3) 水路の損壊、沈殿物等のため、船舶の航行に危険があると思われる場合は、港内に  

おける船舶交通の制限又は禁止を行う。 

 (4) 航路標識が破損又は流失した場合は、速やかに復旧に努めるほか必要に応じ応急標  

識を設置する。 

 

８ 緊急輸送の実施 

  災害救助関係要員、物資、資材等の海上緊急輸送を巡視船艇等により実施し、必要な 

場合は航空機により空輸、物資投下等を行う。 

 

９ 危険物の保安確保 

  危険物に対する保安については、関係機関と緊密な連絡をとり、必要に応じ次の措置 

をとる。 

 (1) 爆発物、高圧ガス、毒物、引火性液体類、放射性物質等の危険物積載船の出入港の  

規制、移動を行う。 

 (2) 海面に油、放射性物質等の危険物が流出した場合は、その付近の警戒を厳重にする  

とともに港の拡散防止、火災の発生防止、避難勧告に努める。 

 (3) 船舶に対する危険物の積込み、積替え、荷おろしの制限を行う。 

 (4) 海上に流出のおそれのある危険物については、予防措置を指導する。 

 

10 治安の確保 

  治安を維持するため、五島市災害対策本部及び警察等との連絡を密にし、巡視船艇、 

航空機又は海上保安官により、各種犯罪情報の収集、犯罪の防止、捜査、検挙あるいは 

暴動、騒乱の予防、鎮圧その他治安維持に必要な措置を講ずる。 
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11 通信の確保 

  通信を確保するため、通信施設の保全に努めるとともに関係機関と緊密な連絡をとる。 

 

12 法に基づく応急諸業務の実施 

  災害対策基本法に基づく次の業務を実施する。 

 (1) 発見者からの通報と処理 

 (2) 物件等に対する応急措置 

 (3) 居住者等の立退の指示 

 (4) 警戒区域の設定及び立入制限、禁止、退去 

 (5) 物件等の応急使用、収用、除去 

 (6) 応急業務への従事命令 

 (7) 地元機関に対する応急措置実施の要請又は指示 

 (8) 応急物資の保管収用 

 

第２５節 漂流油による沿岸汚染対策計画            

 

 船舶からの不法投棄、船舶の遭難、衝突等により排出された漂流油による沿岸汚染に対

しては、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律に定められているが、汚染による被害

を未然に防止するため、海上保安署、県、市、隣接町が一体となって、緊急に防止又は防

除するなど、汚染対策のための措置を次のとおり定める。 

五 島 市 沿 岸 汚 染 対 策 要 綱 

 

第１条 この要綱は、五島市沿岸に漂流若しくは漂着した油（以下「漂流油等」という。） 

により、沿岸汚染又は汚染のおそれがある場合、これの拡大を防止又は防除するなど、 

総合的な汚染対策の実施に必要な事項を定めるものとする。 

第２条 汚染対策として措置すべき事項はおおむね次の各号に掲げるとおりとする。 

 (1) 関係機関への情報伝達及び応急対策上必要な指示 

 (2) 自衛隊への派遣要請 

 (3) 漂流油等による汚染が発生し、又は汚染の発生が予想され、その規模及び範囲から

漂流油等による沿岸汚染対策本部の設置を必要とするときは、一般災害における災害

対策本部設置の例に準じて対応する。 
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(4) 防除資器材の援助 

 (5) 原因者等に対する補償要求等の助言、指導 

 (6) 漁場の整備、漁業施設の取得等に必要な融資資金のあっせん 

 (7) 漁場復旧の指導及び助成 

 (8) 野生生物の救護 

第３条 この要綱の所管は、総務課とする。 

               

 

 

漂流油等の沿岸汚染対策指導要領  

                                       

１ 漂流油等による沿岸汚染状況の通報、連絡等について 

  汚染発見者の通報及び各関係機関相互の指示、通報、連絡等の系統図は、別紙のと

おりとする。 

  ただし、漂流油の流入防止、防除作業については、別に定める。 

２ 措置すべき事項 

  次の各号を検討し、措置すべき事項を定めるものとする。 

 (1) 沿岸住民に対する汚染関係情報の周知及び広報 

(2) 資器材の整備、保管 

(3) 漂流油等の沿岸汚染防止計画の策定 

(4) 漂流油の港内等への流入の防止及び漂着油防除等の応急対策の実施 

(5) 関係機関への応援及び協力 

(6) 県及びその他の機関への汚染に係る必要な検査の依頼 

(7) 漂流油等の防除に要した経費及び損失補償要求などの資料作成並びに関係者の  

指導 

(8) その他必要な事項 

３ 漂流油等の沿岸汚染防止計画の策定 

  海岸汚染防止計画は、五島市沿岸汚染対策連絡協議会を開催し、関係者の意見を聴

して、次の事項について検討し、策定するものとする。 

 (1) 漂流油等の流入防止 

   海上保安署から漂流油等の通報を受け、又は自ら発見したときは、港内、湾内定置 

網、養殖施設等への流入を防止するため警戒体制に入り、いつでも流入防止対策が講 

じられるよう措置するとともに、必要に応じ、五島市対策本部を設置するものとする。 
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漂流油等による沿岸汚染状況の通報、連絡等の系統図 
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(2) 漂流油等の防除 

    前項の港内等への流入を防止することができない場合又は防止の暇がなく、港内

等へ流入し、漂流、漂着した場合には、時間の経過あるいは気温の上昇により、汚

染範囲が拡大し、作業が困難となるので、直ちに拡散防止に努めるとともに防除作

業を行うものとする。 

  防除作業の基準は、次の要領で実施する。 

  ア 定置網、養殖施設等に付着した油の防除、清掃等は、原則として当該経営者     

が行うものとする。 

イ 部分的に少量の漂流油等の防除は、関係者が自主的に行うものとする。 

  ウ 関係者だけで防除、清掃が困難と認められる場合には、市で実施し、大量のた 

   め時期を失すると、二次汚染のおそれがあり、市単独では困難と認められる場合 

には、隣接町の応援を求める等の協議をあらかじめ行っておくものとする。 

 

汚 染 発 見 者 

中  継  通  報  受  理  機  関 

漁  協 
五島振興局 

五島警察署 

五  島  市 

五島市消防署 

汚染状況監視 汚染状況通知 

 

沿岸海域の監

視及び通報に

よる汚染状況

調査 

 

著しい汚染の

とき汚染状況

を五島市へ通

知する 

海
上
保
安
署 

 
通知を受けた課
から町内関係各
課へ通知 
汚染が数市町村
に及び、被害甚
大の場合、必要
に応じ県対策本
部を設置 

 
 

 

県 

 
あらかじめ連絡
協議会を開き関
係者の意見を聴
し、沿岸汚染防
止計画を作成 

 
関係機関へ通知 
必要に応じ、警
戒体制あるいは
対策本部を設置 

 
 

  

市 

通
知 

通
報 

通
報 

漂流油の流入防止、防除作業 
 
港内（湾内）への流入を防止する漂着油の防除実施、定置網、
養殖施設の汚染防止及び除去作業は次による 
(1) 原因者及び関係者 
(2) 付近住民（沿岸漁民） 
(3) 漁協等の関係団体 
(4) その他の団体 
   隣 接 町 
   海上保安署 
     県 

（注）通報にあたっては 

   汚染発見の日時、場所、油の量、
広がりの状況、排出した船舶名等を

速やかに通報するよう、かねてから
指導しておくこと。 
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第２６節 救出及び死体の捜索処理並びに埋葬計画        

 

 災害のため生命、身体が危険な状態にある者又は生死不明の状態にある者に対する捜索

又は救出及び死体の捜索処理並びに埋葬はこの計画の定めるところによる。 

 

１ 救 出 

 (1) 救出の方法 

   救出活動は消防機関が主体となり救護班を編成し、救出に必要な車両、船艇その他  

資材を準備して、それぞれの状況に応じた救出作業を実施する。 

 

 (2) 関係機関等への要請 

   市長は、災害が甚大で消防機関のみでは救出困難な場合は、県、警察、海上保安署、  

隣接市町村の消防機関に対し協力を要請するとともに必要に応じて自衛隊の派遣を考  

慮する。 

 

 (3) 警察又は海上保安署との連絡 

   り災者の救出のため通報を受けた消防機関は、直ちに救出活動を開始するとともに  

特に警察又は海上保安署に連絡し協力を要請する。 

   市、消防機関、警察、海上保安署は相互に緊密な連絡をとり協力して救出にあたる。 

   また、災害対策本部内等に実働機関の調整の場を設け、関係機関の責任者又はリエ

ゾンは相互の情報交換、捜索の地域分担を行うことにより、効率的な活動を行うもの

とする。 

  

２ 死体の捜索及び処理、埋葬 

 (1) 実施責任者 

   市災害対策本部長が死体の捜索及び収容埋葬を行うが、災害救助法が適用された場  

合は県知事の補助機関として実施する。 

 

 (2) 死体の捜索 

  ア 実施者及び方法 

    死体捜索は警察と協力して捜索班を編成し、作業員及び必要な船舶、その他機械   

器具を活用して実施するものとする。 

    被害の状況により実施困難な場合は、地域住民の応援を得て実施する。 

  イ 応援要請等 

    本市だけでは捜索の実施が困難であり、隣接市町の応援を要する場合又は死体    
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が漂流あるいは漂着していると考えられる場合は、該当市町に対し捜索を要請する。 

 (3) 死体の処理方法 

   死体の処理は、市において医療班又は医師が奉仕団等の労力奉仕により、処理場所   

 

を借り上げ（仮設）死体の洗浄、縫合、消毒等の処置をするものとする。 

   市において実施できないときは、他機関所属の医療班の出動応援を求める等の方法  

により実施するものとする。 

   一時遺体安置所及び火葬場は別表３－１３に示すとおりである。 

 

 (4) 死体の埋葬 

   災害の際死亡したもので、災害対策本部長が必要と認めた場合応急的に埋葬を行う  

ものとする。 

   埋葬は、火葬に付した後行うものとする。 

   埋葬の実施にあたっては、次の点に留意する。 

  ア 事故死等による死体については、警察機関から引継ぎを受けた後埋葬する。 

  イ 身元不明の死体については、警察その他関係機関に連絡し、その調査にあたると

ともに埋葬にあたっては火葬する。 

 

 (5) 海上漂流死体の捜索 

   死体が海上に漂流している場合又は漂流が予想される場合には、県を通じて海上保  

安署、海上自衛隊等に捜索を要請する。 

 

第２７節 防災相互応援協定の締結               

 

 災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第６７条の趣旨に基づき、長崎県五島区

域内の市町において大規模な災害が発生し、被災市町独自では十分な応急措置が実施でき

ない場合において、市町が相互の防災力を活用して災害による被害の防止又は軽減を図る

ため、１市１町（五島市、新上五島町）において、長崎県五島区域防災相互応援協定を締

結するものとする。 
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長崎県五島区域防災相互応援協定 

 

 （趣 旨） 

第１条 この協定は、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号。以下「法」という。） 

第６７条の趣旨に基づき、五島市及び新上五島町（以下「市町」という。）において大規

模な災害が発生し、被災市町独自では十分な応急措置が実施できない場合において、市町

が相互の防災力を活用して、災害による被害の防止又は軽減を図るため、市町相 

互の応援について必要な事項を定めるものとする。 

（協定の適用区域） 

第２条 この協定の適用区域は、市町の全域（以下「ブロック」という。）とする。 

 （応援の対象となる災害） 

第３条 この協定による応援の対象となる災害は、災害の発生した市町（以下「発生市町」

という。）独自の防災力を越える大規模な災害で、防災に関して発災市町以外の市町の応

援を必要とするもの（以下「応援対象災害」という。）とする。 

 （応援の対象となる項目） 

第４条 応援の対象となる項目は次のとおりとする。 

 (1) 災害応急措置に必要な職員の派遣 

 (2) 食料、飲料水及び生活必需品の提供 

 (3) 避難・収容施設及び住宅の提供 

 (4) 医療・防疫・ごみ・遺体処理等の支援 

 (5) 災害応急措置に必要な車両、資機材の提供 

 (6) その他災害応急措置の応援のため必要な事項 

 （協定の運用体制） 

第５条 市町は、次条の規定による応援要請手続き等が確実かつ円滑に行われるよう 防

災担当部署の長を連絡責任者として指定するとともに、災害が発生したときは、相互の

防災担当部署を通じ速やかに必要な情報を連絡するものとする。 

２ 市町は、少なくとも年１回、前項の連絡責任者で構成する会議を開催し、応援の実施

のため必要な情報の交換及び防災に関する研修の実施等について協議するものとする。 
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 （応援要請手続き等） 

第６条 応援を要請しようとする発災市町（以下「要請市町」という。）は、災害の状況

及び必要とする応援内容を明らかにして、直ちに電話又はファクシミリ等により他の

市町に対して応援を要請し、後日速やかに文書を提出するとともに、次条の規定によ

り、速やかに県へその旨通報するものとする。 

２ 前項の応援を要請された市町（以下「応援市町」という。）は、応援内容を決定し要

請市町に通知するものとする。 

３ 前２項の規定による応援要請に係る手続き等の細目は別に定めるものとする。 

４ 要請市町以外の市町は、災害の実態に照らし特に緊急を要し、第１項の要請ができ

ない状況にあると判断されるときは、同項の要請を待たないで、必要な応援を行うこと

ができるものとする。この場合には、同項の要請があったものとみなす。 

（県の指導及び調整） 

第７条 発災市町は、応援対象災害が発生したときは、前条の規定による応援要請後直 

ちに長崎県地域防災計画に定める長崎県災害対策地方本部（以下「県地方本部」という。）

のうち当該市町を管轄する県地方本部（以下「管轄地方本部」という。）に対して災害

の状況等について通報し、この協定による応援等に関して、必要な指導及び調整を求

めるものとする。 

２ 前項の指導及び調整を求められた管轄地方本部は、長崎県地域防災計画に定める 

長崎県災害対策本部（以下「県本部」という。）にその旨を報告するとともに、前項の

規定による応援等に関して、必要な指導及び調整に努めるものとする。 

３ 県本部は、管轄地方本部が被災等により前項の事務を遂行できないときは、その事

務を代行する。 

（市町以外の区域からの応援） 

第８条 県本部は、第２条に規定するブロックにおいて十分な応急措置が実施できな 

いと判断したときは、管轄地方本部と調整のうえ、ブロック以外の県地方本部に対して、

必要な指示を行うとともに、法第４条第１項及び第７２条第１項の規定による総合調整

及び必要な指示を行うものとする。 

 

 （応援市町の指揮等） 

第９条 応援市町は、応急措置の実施については、要請市町の指揮の下に行動するもの

とする。 

２ 要請市町が指揮不能の場合は、応援市町は、自らの指揮の下に行動するものとす 

る。 
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  （報 告） 

第 10 条 応援市町は、応援の結果を応援活動終了後速やかに要請市町及び管轄地方本 

部に報告するものとする。 

２ 要請市町は、災害の概要を前項の報告を受けた後速やかに応援市町及び管轄地方 

本部に報告するものとする。 

 （経費の負担） 

第 11 条 応援に要した経費は、原則として応援を受けた要請市町の負担とする。 

２ 応援を受けた要請市町が前項に規定する経費を支弁するいとまがなく、かつ応援 

を受けた要請市町から要請があった場合には、応援市町は、当該経費を一時繰替支弁

するものとする。 

（平常時の市町の任務） 

第 12 条 市町は、他の条項において定めるもののほか、次に掲げる事務を行う。 

 (1) 市町における防災担当部署の連絡先、応援能力等応援要請時に必要となる資料  

を作成のうえ、相互に提供すること。 

 (2) 消防等他の関係機関との情報交換等を行うこと。 

  (3) 前２号に定めるもののほか、協定の円滑な運用を図るために必要な事務。 

 （その他） 

第 13 条 この協定の実施に関し、必要な事項及びこの協定に定めのない事項は、市町 

が協議して定める。 

 （適 用） 

第 14 条 この協定は、平成１６年１２月２４日から適用する。 

２  この協定の成立を証するため、本書２通を作成し、各市町長が記名押印のうえ、各

自１通を保有する。 

 

 

 平成１６年１２月２４日 

 

   五 島 市 長   中  尾  郁  子 

 

      新 上 五 島 町 長    井  上  俊  昭 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

第４章 災害復旧計画 
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■第４章 災害復旧計画               

 

 災害復旧計画は、災害発生後被災した各施設の原形復旧にあわせて改良工事を図り、将

来の災害に備える事業の対策について計画し、社会公共の福祉の増進に資することを目的

とする。 

 

第１節 公共土木施設災害復旧事業計画             

 

１ 河川公共土木施設復旧事業計画 

  長期にわたる豪雨又は異常集中豪雨等による洪水、はん濫のために河川護岸の決壊、 

溢水、或いは堤防の破堤等の被害を受け、付近の住家、耕地その他に被害を蒙った場合 

は、遅滞なく災害を最小限にとどめるべく応急復旧対策を講ずるが、その後の復旧事業 

については、次により計画をたてる。 

 (1) 災害の程度により緊急の度合に応じて、国及び県に緊急査定或いは本査定を要望す  

る。 

 (2) 被害の原因を速やかに調査し、査定のための調査、測量、設計を早急に実施する。 

 (3) 緊急査定の場合は、国から事前に復旧計画に対し現地指導官が派遣されるので、そ  

の指示に基づき周到な計画をたてる。 

   復旧計画の立案にあたっては、被害原因を基礎にして、再度災害がおこらないよう  

に考慮して改良復旧を加味した護岸堤防の強化、補強或いは堤防の嵩上げ、河床のし  

ゅんせつ、先堀防止、堤防背後の強化、断面の拡大、流速抑止のための諸工法、河状  

の整正、屈曲の緩和等あらゆる点について慎重に検討を加え、災害箇所の復旧のみに  

捉われず前後の一連の関係を考慮に入れ、関連工事又は助成工事等により極力改良的  

復旧が実施できるよう提案する。 

    緊急に査定を受けるもののほかは、本査定に提案するが、方針は前項と同じである。 

 (4) 査定完了後は緊急度の高いものから直ちに復旧に当り、現年度内に完了するよう、   

施行の促進を図る。 

 (5) 査定に外れた箇所で、将来再び出水等の際に弱点となり、被害の因をなすと考えら  

れる箇所は再調査の上、市単独災として実施するよう計画する。 

 (6) 大災害等の復旧の場合は、着手後において労働力の不足、施行業者の不足や質の低  

下、資材の払底等のため、工事が円滑に実施できないことがしばしばであるから、事  

前にこれらについて十分検討し、工法にも検討を加えて、努めてあい路を打開するこ

とが肝要である。 
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２ 海岸・港湾等公共土木施設復旧事業計画 

  台風あるいは高潮、津波等により海岸堤防や護岸が決壊し、又浸蝕により内陸部の公 

共施設、特に道路、公共建物又は住家、耕地等に甚大な被害を受けた場合は、災害対策 

本部の指示のもとに、遅滞なく被害を最小限にとどめるよう応急対策を講ずるが、その 

後の全面的復旧にあたっては、以下に述べる手続や段階を経て復旧計画を立てる。 

 (1) 被害の状況、程度に応じて市の方針を定め、県及び国に緊急査定或いは本査定を要  

望する。 

 (2) 被災原因を明らかにし査定に必要な測量、設計を直ちに実施する。 

 (3) 緊急査定の場合、現地指導官の派遣がある時はその指示に基づき、周到な計画を立  

てる。 

 (4) 復旧計画にあたっては被災原因を究明し、再び災害を蒙らないような改良を加えた  

復旧の方針に基づき、堤防護岸の強化、根固補強、堤防の嵩上げを行い、或いは波留  

工を設けたり堤防天端の舗装を施す等、堤防の地盤沈下や吸出しを防止する等の諸工  

法を検討する。 

   また、浸蝕に対しては内陸部の防護のため擁壁を設け、かつ波浪を分散せしむるた  

めに擁壁前面に根固ブロックを設ける等、現地の実態に即応した工法を採択して検討  

を加え、被災箇所の復旧のみにとらわれることなく前後の一連の関係や状態を考慮し  

て、関連工事や助成工事等により極力改良的復旧が実施できるよう提案する。 

 (5) その他は、同様の方針にて本査定を受ける。 

 (6) 査定に外れた箇所でも弱点となり、将来弱い波浪によっても被災するおそれのある  

箇所は再調査の上、市単独災として実施するよう計画する。 

 (7) 査定完了後は、緊急度により重点的に、直ちに復旧に当たり、極力現年度に多く完  

了するよう努める。 

 

３ 道路公共土木施設復旧事業計画 

  道路、橋りょう等の公共土木施設の災害復旧については、「公共土木施設災害復旧事 

業費国庫負担法」に基づき、国の査定を受け、その緊急度に応じて復旧するよう計画を 

立てることとなっているが、１件復旧費６０万円未満は小災害として市単独費にて復旧 

することとなる。 
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第２節 災害復旧事業計画                   

 

 次に掲げる事業計画についても被害の都度、迅速適切な復旧計画により復旧を図る。 

 

１ 農林水産業施設災害復旧事業計画 

 

２ 都市災害復旧事業計画 

 

３ 住宅災害復旧事業計画 

 

４ 公立文教施設災害復旧事業計画 

 

５ 社会福祉及び児童福祉施設災害復旧事業計画 

 

６ 公立医療施設災害復旧事業計画 

 

７ その他公営企業施設災害復旧事業計画 

 

８ 公用財産災害復旧事業計画 

 

９ 上下水道災害復旧事業計画 

 



 

 

 

第二 震災対策編 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

第１章 総    則 
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■第１章 総 則               

 

 

第１節 計画の趣旨                     

 

１ 計画の目的 

  過去の自然災害の事例をみると、大規模災害の多くは集中豪雨や台風等の風水害に

よるものとなっている。五島市でも昭和６２年の台風第１２号の被害をはじめ、風水害の被

害が主となっている。そのため、一般に地震よりも風水害に対する警戒感がつよく、風水

害に万全を期すことが、防災上の最優先課題とされていた。 

 しかしながら、平成７年１月１７日の阪神・淡路大震災の発生以降、地震に対する対策が

必要となった。 

 本市では海溝型地震の発生源であるプレートがないため、大規模な地震が発生する可

能性が低いと考えられるが、平成１７年３月２０日の福岡県西方沖地震の様に、活断層の

存在が確認されていない地域で発生した地震が生じたことから、「マグニチュード７クラス

の地震は日本全国どこでも起こりうる」ことを示している。 

長崎県が平成１７年４月に設置した長崎県地震発生想定検討委員会においては、五

島市においても震度６強が起こりえると想定している。 

大地震は、公共交通網の寸断、電話などの通信の途絶、家屋やライフライン等の広域

的壊滅的な被害、多発的な火災の発生など、多くの被害を広域的かつ同時にもたす危

険性が高い。このため、発生直後に迅速かつ有効な対策を総合的に実施する必要があり、

これにより、住民の生命、身体及び財産を地震災害から守ることを目的として策定するも

のである。 

 

２ 計画の性格 

 (1) 五島市地域防災計画は、防災関係機関が処理しなければならない市の地域に係る防

  災に関する事務または業務について総合的な運営を計画化したものであり、風水害等

  一般の被害を対象とした「基本計画編」と、地震災害を対象とした「震災対策編」及

  び津波災害を対象とした「津波対策編」をもって構成する。 

 (2) 五島市地域防災計画震災対策編の策定にあたっては、指定行政機関及び指定公共機

  関が作成する防災業務計画と緊密な連携及び十分な調整を図るものとする。 
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３ 計画の構成 

この計画の構成は、次の４章による。 

 

第１章 総 則…………計画の趣旨、地震想定及び防災関係機関の業務、大綱等計画 

の基本となるものとする。 

第２章 災害予防計画…平常時における震災対策とする。 

 第３章 災害応急対策計画…地震災害発生における震災対策とする。 

 第４章 災害復旧計画…地震災害発生後における復旧対策とする。 

   

 

第２節 防災関係機関の処理すべき事務・業務の大綱       

 

１ 実施責任 

 (1) 市 

   市は、市の地域並びに地域住民の生命、身体及び財産を地震災害から保護するため

  指定地方行政機関、指定公共機関及び他の指定地方行政機関と相互に協力し、防災活

  動を実施するとともに、他の地方公共団体の協力を得て防災活動を実施する。 

 (2) 指定地方行政機関 

   指定地方行政機関は、市の地域並びに地域住民の生命、身体及び財産を地震災害か

  ら保護するため、指定行政機関及び他の指定地方行政機関と相互に協力し、防災活動

  を実施するとともに、市の活動が円滑に行われるよう勧告、指導、助言の措置をとる。

 (3) 指定公共機関及び指定地方公共機関 

   指定公共機関及び指定地方公共機関は、その業務の公共性または公益性にかんがみ

  自ら防災活動を実施するとともに、市の活動が円滑に行われるようその業務に協力す

  る。                                    

 (4) 公共的団体及び防災上重要な施設の管理者 

   公共的団体及び防災上重要な施設の管理者は、平素から災害予防体制の整備を図る

  とともに、災害時には応急措置を実施する。 
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２ 処理すべき事務または業務の大綱 

 （１）市 

機関名 業務の大綱 

五島市 ア 地震防災に関する組織の整備 

イ 自主防災組織の育成指導 

ウ 防災思想の普及等市民の地震対策の促進 

エ 防災訓練の実施                     

オ 地震防災における施設等の緊急整備 

カ 災害予警報等情報（地震災害に関する警戒宣言、地震予知情報 

等を含む）の収集及び伝達 

キ 災害広報 

ク 避難勧告、指示 

ケ 水防その他の応急措置 

コ 被災者の救助 

サ 災害時の清掃、防疫その他保健衛生に関する応急措置 

シ 消防活動及び浸水対策活動 

ス 被災児童・生徒等に対する応援の教育 

セ 公共土木施設、農地及び農業用施設等に対する応急措置 

ソ 農産物、家畜、林産物及び水産物に対する応急措置 

タ 消防、浸水対策、救助その他防災に関する業務施設、設備の整 

  備 

チ 公共土木施設、農地及び農林水産施設等の新設、改良並びに災 

害復旧 

ツ その他地震災害発生の防止または拡大防止のための措置 

 

(2) 指定地方行政機関 

機関名 業務の大綱 

九州農政局長崎

支局 

ア 災害における主要食糧の応急対策 
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機関名 業務の大綱 

長崎森林管理署

福江森林事務所 

ア 国有保安林、治山施設、地すべり防止施設等の整備 

イ 国有林における予防治山施設による災害予防 

ウ 国有林における荒廃地の災害復旧 

エ 災害対策復旧用資材の供給 

オ 森林火災予防対策 

九州地方整備局 

（旧第四港湾建

設局） 

ア 港湾施設の整備と防災管理に関すること 

イ 港湾及び海岸（港湾区域内）における災害対策の指導に関する 

こと 

ウ 海上の流出油に対する防除措置に関すること 

エ 港湾・海岸保全施設等の応急復旧工法の指導に関すること  

大阪航空局長崎

空港事務所 

ア 空港の完全な状態の維持管理 

イ 密集地帯上空の低空飛行の禁止 

ウ 航空機救難に関し、非常の際は自衛隊の協力を得て、損害を最 

小にとどめるための緊急措置の実施 

五島海上保安署 ア 海難の際の人命、積み荷及び船舶の救助並びに天災地変その他 

救済を必要とする場合の海上における救助及び防災活動 

イ 災害時における港内及び付近海上における船舶交通安全の確 

保、整頓及び指示誘導並びに災害の拡大防止 

ウ 災害時における海上緊急輸送及び治安の維持 

エ 海上において、人命、積み荷及び船舶の救助を行うもの並びに 

船舶交通に関する障害を除去するものの監督  

福岡管区気象台

（長崎地方気象

台） 

ア  気象、地象、水象の観測及びその成果の収集、発表を行う。  

イ  気象、地象（地震にあっては、地震動に限る）、水象の予報及

び警報・注意報、並びに台風、大雨、竜巻等に関する情報等を

適時・的確に防災機関に伝達するとともに、これらの機関や報

道機関を通じて住民に周知できるよう努める。 

ウ  気象庁が発表する緊急地震速報（警報）について、緊急地震速

報の利用の心得などの周知・広報に努める。  
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機関名 業務の大綱 

福岡管区気象台

（長崎地方気象

台） 

エ  市が行う避難勧告等の判断・伝達マニュアルやハザードマップ

等の作成に関して、技術的な支援・協力を行う。  

オ  災害の発生が予想されるときや、災害発生時において、長崎県

や市町に対して気象状況の推移やその予想の解説等を適宜行

う。 

カ  長崎県や市町、その他の防災関係機関と連携し、防災気象情報

の理解促進、防災知識の普及啓発活動に努める。  

 

(3) 自衛隊 

機関名 業務の大綱 

航空自衛隊 

第１５警戒隊 

ア 人員の救助 

イ 救援物資の島内輸送 

ウ 給食支援 

 

 (4) 指定公共機関 

機関名 業務の大綱 

郵便事業株式会

社市内各支店 

ア 災害時における郵便業務の確保並びに災害特別事務の取り扱い

の実施 

イ 被災郵政業務施設の災害復旧 

ウ 地方公共団体に対する災害復旧資金の融資 

株式会社ＮＴＴ

フィールドテク

ノ九州支店長崎

営業所福江サー

ビスセンタ 

ア 電気通信施設の整備と防災管理 

イ 災害時における緊急電話の取り扱い 

ウ 被災施設の調査と災害復旧 

市内各報道機関 ア 防災知識の普及と警報等の周知徹底 

イ 災害状況及び災害対策等の周知徹底  

五島中央病院 ア 災害時における医療、助産等の救助 

イ 被災負傷患者等の収容保護 
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機関名 業務の大綱 

五島医師会 ア 災害時における医療、助産活動の実施 

日本通運株式会

社長崎支店福江

営業所 

ア 災害時における緊急の海上及び陸上輸送  

九州電力株式会

社五島営業所 

ア 災害時の電力供給 

イ 被災施設の調査と災害復旧 

ウ 電力施設の災害予防措置 

指定する海上輸

送業者 

ア 災害時における救助物資及び避難者の輸送の確保 

イ 災害時の応急輸送 

五島自動車株式

会社 

ア 災害時における被災者及び一般利用者等の輸送の確保 

イ 災害時の応急輸送 

長崎県トラック

協会下五島支部 

ア 災害時における救助物資等の輸送の確保 

イ 災害時の応急輸送 

 

第３節 五島市における地震、津波の想定            

 

長崎県では平成７～9 年度に策定した県内における地震想定の見直しを行い、「長崎県地

震発生想定検討委員会」（平成１７年４月２７日設置）により、県内に被害を及ぼす地震の震源

となる恐れのある活断層の選定、及びその地震の特性の評価を行い、震度、被災範囲、津波

発生の可能性について検討が行われました。また、検討の結果を受け「長崎県地震等防災ア

セスメント調査委員会」（平成１７年９月１２日設置）では、本県において発生が予測される地震

時の地震動、液状化、斜面崩壊、建物倒壊、火災、津波他による物的、人的被害、及び地震

等防災上の課題について検討も行なわれました。 

その結果を記載し、五島市内で最大震度６強と想定するものとする。 

（※注：震度の想定は「長崎県地震アセスメント調査報告書」に基づいているが、想定の震度６

強は五島市直下に震源を想定したものであり、活断層確認の有無とは無関係に想定している

ことに注意する。） 

 



 

 

 

第２章 災害予防計画 
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■第２章 災害予防計画               

 

 

第１節 防災都市づくり計画                     

 

 別に定めるものとする。 

 

第２節 防災思想の普及                    

 

１ 計画の方針 

  地震による被害を最小限にとどめるため、市民及び各組織等を対象に地震に関する知

 識と防災対応を啓発指導する。 

 

２ 防災知識普及計画 

 (1) 一般的啓発 

   パンフレット、リーフレット、ポスター、映画フィルム、ビデオテープ及び報道機

  関等の媒体を活用し、関係団体等と協力して普及を図る。 

   広報の重点事項 

  ア 平常時の心得に関する事項 

  イ 地震発生時の心得に関する事項 

 (2) 市職員に対する教育 

   市職員として、行政を進めるうえで積極的に地震防災対策を推進し、同時に地域に

  おける防災活動を率先して実施するため、必要な知識や心構えなどについて研修会等

  を通じて教育を行う。 

  ア 地震に関する基礎知識 

  イ 五島市地域防災計画と市が実施している地震対策 

  ウ 地震が発生した場合に、職員が具体的にとるべき行動（職員の動員体制と任務分

   担、情報伝達体制） 

  エ 地震対策の課題その他必要な事項 

 (3) 児童生徒に対する教育 

   市教育委員会は、児童生徒に対する地震防災教育の指針を示し、その実施を指導す

  る。 
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教科、学級活動、ホームルーム活動、学校行事等教育活動全体を通じて、地震の基

  礎的な知識、地震発生時の対策等の指導を行う。 

 (4) 市民への教育 

   市は、地震発生時に市民が的確な判断に基づき行動できるよう、地震についての正

  しい知識、防災対応等について啓発する。 

  ア 地震に関する基礎知識 

  イ 地震発生時の行動指針等の応急対策 

  ウ 災害危険区域等に関する知識 

  エ 避難地、避難路その他避難対策に関する知識 

  オ 住宅の耐震、火災予防、非常持ち出し品の準備等の平常時の準備 

  カ 応急手当等看護に関する知識 

 (5) 防災関係機関 

   日本電信電話株式会社、電力会社等の防災関係機関は、それぞれ所管する事務また

  は業務に関する地震防災応急対策、災害応急対策利用者等の実施すべき事項について

  広報を行う。 

 

第３節 自主防災活動                    

 

１ 市民の役割 

  地震防災に関し、市民の果たすべき役割は極めて大きく、自分達の安全は自らの手で

 守るという意欲を持ち、平常時から地震発生にいたるまで、可能な防災対策を着実に実

 施する必要がある。 

 (1) 平常時から実施する事項 

  ア 地震防災に関する知識 

  イ 地域の危険度の理解 

  ウ 家庭における防災の話し合い 

  エ 災害時における避難地、避難路及び最寄りの医療救護施設の確認 

  オ 石油ストーブ、ガス器具等について耐震自動消火等火災予防措置の実施 

  カ 家屋の補強 

  キ 家具その他落下倒壊危険物の対策 

   飲料水、食料、日用品、医療品等生活必需品の備蓄 

 (2) 地震発生時に実施が必要となる事項 

  ア 正確な情報の把握 

  イ 非常持出品の準備 

  ウ 火災予防措置及び初期消火 
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エ 負傷者の応急手当及び軽傷者の救護 

  オ 適切な避難及び避難計画 

  カ 自力による生活手段の確保 

 

２ 自主防災組織の役割 

  住民が広く自主防災組織を作り、平常時の活動を通じて地震発生時に有効適切な活動

 が行われるようにしておくことが地域の防災対策に効果的である。自主防災組織の組織

 化に積極的に取り組むものとする。 

 (1) 自主防災組織の組織化 

    現在、市における自主防災組織（町内会）の組織率は平成３０年２月時点で９９．

５％となった。 

 (2) 防災知識の学習 

   正しい防災知識を一人一人が持つように研修会、防災訓練等あらゆる機会を活用し

  啓発を行う。主な啓発事項は、地震の知識、地震情報の内容、平常時の防災対策、災

  害時の心得、自主防災組織が活動すべき内容、自主防災組織の構成員の役割等である。

 (3) 自主防災組織内での構成員の活動 

   構成員は、住民の防災対策の啓発活動を行うほか、組織内の各種活動の企画、実施

  に参画するものとする。 

 (4) 防災点検の実施 

   家庭と地域の対策を結び付ける効果的な防災活動を行い、また防災活動用の資機材

  の整備及び点検を定期的に行う。 

 (5) 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する

  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、市町村等と有機的な連携をとるものとする。 

  ア 情報の収集及び伝達の訓練 

  イ 出火防止及び初期消火の訓練 

  ウ 避難訓練 

  エ 救出及び救護の訓練 

  オ 炊き出し訓練 

 (6) 地域内の他の組織との連携 

   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

  な自主防災組織の推進に努めるものとする。 
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３ 事業所等の自主防災活動 

  事業所においては、自主的な防災組織を作り、関係地域の自主防災組織と連携をとり  

事業所及び関係地域の安全の確保に積極的に努めるものとする。 

  事業所等における自主防災活動は、それぞれの事業所等の実情に応じて、概ね次のも

 のについて行うものとする。 

 (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) 応急救護等 

 (7) 飲料水、食料、生活必需品等災害時に必要な物資の確保 

 

４ 自治体の指導 

  市は、自主防災組織づくりを推進するとともに、自主防災に関する認識を深め、組織

 の充実を図るために定期的に研修会を開催する。 

 

第４節 地震防災訓練の実施                 

 

１ 市 

  市は、総合防災訓練または各種の防災訓練を県、他の市町村、防災関係機関と共同し

 て、または単独で年一回以上実施するものとする。 

 

２ 防災関係機関 

  防災関係機関は、相互に十分連絡をとり協力しながら、それぞれの機関で定めた地震

 等災害に係る防災業務計画に基づき、訓練を実施するものとする。 

  学校、病院、社会福祉施設、旅館、ホテル等にあっては、特に避難についての施設を

 整備し、訓練を実施する。 

 

第５節 地震災害予防対策の推進               

 

１ 火災の予防対策 

  市は、危険物関係施設、工場、事務所等の管理者及び市民に対して、理解と協力を求

 め、地震による火災を未然に防止するために、次の指導を行う。 
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 (1) 危険物施設、少量危険物取扱所 

   市は、必要な安全対策を関係事業所に周知し、その実施を促進する。 

 (2) 高圧ガス施設 

   高圧ガス貯槽に設けられている緊急しゃ断弁に感震装置を布設するよう指導すると

  ともに、施設の耐震診断と補強の指針を作成し、安全を促進する。 

 (3) プロパンガス消費設備 

   プロパンガスボンベについて、鎖等により転倒防止装置の実施を徹底するとともに

  ガス放出防止器等の取付を促進する。 

 (4) 研究室、実験室等薬品類を保有する施設 

   混合発火が生じないよう予防措置を講ずることを指導する。 

 (5) 不特定多数の者が出入りする施設 

   劇場、百貨店、旅館、雑居ビル、建築物の地階等の不特定多数の者が出入りする施

  設における出火防止対策について特に指導を強化する。 

 (6) 石油ストーブ 

   耐震自動遮断装置付き石油ストーブの使用の徹底を図る。 

 (7) 家庭用小型燃料タンク 

   燃料タンクは、転倒防止装置を施すよう指導する。 

 (8) その他の出火危険物 

   アルコール類、ベンジン、塗料用溶剤等の貯蔵、保管について安全な措置を講ずる

  よう指導する。 

 

２ 建築物等の耐震対策 

 (1) 木造建築物 

  ア 新築建築物 

    市は、建築主及び建築士会等関係団体に対し、耐震構造設計指針に基づく設計を

   行うよう指導する。 

    建築主は、軟弱地盤対策及び瓦等の落下物対策を講ずるよう努める。 

  イ 既存建築物 

    市民が自宅の耐震性を診断し、補強を行うよう「木造住宅の耐震診断基準及び改

   修設計指針」等により啓発・指導を行う。 

    市は、自主防災組織活動等と連携して説明会を実施し、耐震補強等を促進する。

 (2) 鉄筋コンクリート造建築物及び鉄骨造建築物 

  ア 新築建築物 

    県が定める耐震設計指針に基づき、耐震性の向上に努める。         

  イ 既存建築物 

    県が定める「鉄筋コンクリート造建築物の耐震性と耐震診断」等に基づき、耐震 
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   診断及び耐震補強に努める。                        

 (3) 建築設備 

   建築物の所有者、管理者及び建築設計者等の関係者は、県が作成する電気設備、空

  調設備、給排水設備等の耐震化の促進に努める。 

 (4) コンピューターの安全対策 

   市は、自ら保有するコンピューターシステムについて国の「行政情報システムの安 

全対策に関するガイドライン」等の各種安全対策基準に基づき、引き続き所要の対策 

を推進するとともに、コンピューターを扱う企業に対し、安全対策の実施について啓 

発を行う。 

 (5) 家具等の転倒防止 

   市は、タンス、食器棚、ピアノ、テレビ、冷蔵庫等の転倒による事故の防止のため

  「家具の地震対策」等の市民への啓発・指導に努める。 

 

３ 都市防災不燃化促進対策 

  市は、地震火災から市民の生命を守るため、避難地、避難路の周辺にある建築物の不

 燃化を促進するため調査、研究を行い、不燃化事業の実施について指導を行う。 

 

第６節 防災業務施設の整備                 

 

１ 消防用施設の整備 

 (1) 事業の目的 

   地震の発生時に予想される火災から人命・財産を守るため、消防ポンプ自動車、防

  火水槽、可搬式動力ポンプ等の消防施設の整備を図る。 

 (2) 整備の水準 

   「消防力の基準」及び「消防水利の基準」に基づき消防ポンプ自動車、耐震性貯水

  槽、防火水槽、可搬式動力ポンプ等を整備する。 

   また、地震による火災に備え、消火栓のみに偏ることなく、防火水槽、耐震性貯水

  槽の整備、海水、河川水等の自然水利の活用、水泳プール、ため池等の指定消防水利

  としての活用等により、消防水利の多様化を図るとともに、適正な配置に努めるもの

  とする。 

 

２ 通信施設の整備 

 (1) 事業の目的 

   地震の発生時に予想される通信・連絡手段の途絶に対処するため、防災関係機関の

  情報収集、伝達を円滑に実施するため、必要な無線・通信施設を整備する。 



 100 

【震災対策編】 

 

 (2) 機動的な情報収集活動を行うため、監視カメラ等画像情報の収集・連絡システムの

  整備を図る。 

 

第７節 避難地・避難路の整備                

 

１ 避難地整備 

  地震に伴う火災が発生した場合、住民の生命及び身体の安全を確保するため、公園、

 公民館、学校等公共的施設を対象に、避難地の設定を行う。地区の指定にあたっては、

 次の事項を基本とする。 

 (1) 避難地としての適格性の判断は、大震災で予想される大火輻射熱を考慮したものと

  する。                                   

 (2) 要避難人口は、昼間人口も考慮したものとする。 

 (3) 地区の割り当ては、町内会単位として、主要道路、河川等を境界とし、住民がこれ

  らを横断して避難することを避けるものとする。 

 (4) 各避難場所には給水施設を整備し、被災者がその場所で受水できるようにするとと

  もに、仮設トイレ、通信機器等避難の実施に必要な施設、設備の整備に努めるものと

  する。                                   

 (5) 市は、避難場所またはその近傍で飲料水、非常用電源、常備薬、炊き出し道具、毛

  布等避難生活に必要な物資の備蓄に努めるものとする。 

 

２ 避難路の整備 

  被災者が避難場所に安全に到達できるよう、避難誘導の標識を設置する。 

  避難路の指定にあたっては、次の事項を基本とする。 

 (1) 同一避難場所への道路は最小限度とする。 

 (2) 避難道路の交差はないものとし、一方通行を原則とする。 

 (3) 避難道路沿いには、高圧ガス施設等の危険物施設がないこと。 

 

第８節 緊急輸送路の整備                  

 

１ 道路の整備 

  市は、緊急輸送路の指定をして、未整備のものについては、その整備促進を図るもの

 とする。 
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２ 港湾施設の整備 

  人員・緊急物資・復旧用資材等の輸送の機能を確保するために、耐震岸壁を整備し、

 発災後は海路による救援活動を積極的に行う。 

 

３ 漁港施設の整備 

  緊急物資・復旧用資材等の輸送の機能を確保するために耐震岸壁を整備し、海路によ

 る救援活動を積極的に行う。 

 

第９節 防災上重要な建物の整備               

 

 災害対策は、迅速かつ正確な情報伝達、適切な行動への指示及び安全な避難場所の確保

が要求される。市はこれらの活動を円滑に進めるための施設を「防災上重要な建築物」と

して各施設の耐震性の確保を図り、崩壊防止に努めるものとする。 

 

１ 医療救護施設 

  在院患者の安全と医療救護機能を維持するために必要な病院施設の耐震化を促進する

 なお、市及び公的医療機関の事業について整備の促進を図る。 

 

２ 社会福祉施設 

  社会福祉施設の収容者等を地震災害から守るため、木造建築については、耐震建築物

 への改築、鉄筋建築物については耐震診断の結果により改築、補強等の整備促進を図る。 

 

３ 学校施設 

  児童・生徒の生命の安全確保を図るとともに、公立小・中学校の施設のうち、木造建

 物については、耐震建築物への改築を、また、鉄筋建物については、耐震診断の結果に

 より、改築、補強等の整備促進を図る。 

 

第１０節 災害の防止事業                  

 

１ 山崩れ・地滑り等の防止 

 (1) 目的 

   地震により、災害の発生が予想される地滑り危険箇所、急傾斜地崩壊危険箇所、土

  石流危険箇所等について防災施設の整備を図る。 

   また、溜池等の破壊及び貯水の溢水による被害を防止するために、耐震補強を行う。 
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 (2) 方針 

   地滑り危険箇所、急傾斜地崩壊危険箇所及び土石流危険箇所のうち、避難路、緊急

  輸送路及び人家に大きな被害が予想され、地震防災上緊急度が高い地区について危険

  区域の指定を進めるとともに、防災施設の整備を図り、地震時における災害の発生を

  抑制し、被害の軽減を図る。 

   また、人家、道路等を下流域にもつ危険な溜池については、貯水の放流、調節等の

  措置ができるよう堤体の補強及び付帯構造物の新設・改修を行う。 

 

 



 

 

 

第３章 災害応急対策計画 
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■第３章 災害応急対策計画               

 

第１節 防災関係機関の活動                 

 

 各機関は、市の地域に地震災害が発生し、または発生するおそれがある場合は、災害応

急対策を迅速かつ強力に推進するため、法令及び防災計画並びに当該機関の防災に関する

計画の定めるところにより、その活動体制に万全を期するものとする。 

 この場合において、各防災関係機関は、その組織及び機能の総力をあげて災害復旧活動

に協力するものとする。 

 

１ 市 

  市は、市内に地震災害が発生した場合において、その責務を遂行するため市災害対策

 本部を設置し、応急対策に従事する職員を配置する。 

  市災害対策本部が設置される以前、または設置されない場合における応急対策は、市

 災害対策本部が設置された場合に準じて処理するものとする。 

  市内に災害救助法が適用されたとき、市長は職員を指揮し、災害救助法に基づく救助

 事務を実施する。 

 (1) 地震発生初期の措置 

   市長は、市内で概ね震度４以上の地震が発生した場合、次の措置を講ずる。 

  ア 地震及び気象に関する情報の収集 

  イ 被害状況の把握 

   総務課長は、収集した被害状況を整理し、速やかに副市長を経由して知事に報告す

るものとする。 

 (2) 災害対策本部 

  ア 設置基準 

    基本計画編第３章災害応急対策計画の第２節動員計画に定めるところによる。 

  イ 廃止基準 

    市内に災害発生のおそれが解消したとき。 

    災害応急対策が概ね完了したとき。 

    本部長が必要ないと認めたとき。 

  ウ 編成組織図 

    基本計画編第３章災害応急対策計画の第１節組織計画に定めるところによる。 
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エ 任務分担   

同編同節別表第１に定めるところによる。 

  オ 本部の設置及び廃止の伝達 

    本部の設置または廃止が決定した時は、各班に伝達する。また必要な防災機関に

   ついても伝達するものとする。 

  カ 本部設置の場所 

    本部は、特別な場合を除き、総務課に置き、設置予定場所には、平常時から通 

    信施設を整備し、本部設置の決定があれば直ちに使用できるようにしておくもの

    とする。 

  キ 本部の運営要領 

    別に定めるものとする。 

 (3) 職員動員配備 

   職員の動員に関する計画は、基本計画編第３章災害応急対策計画第２節動員計画の 

定めるところによる。 

   災害対策本部を設置した場合の班員の配備体制は、本部長の指令に基づき、各部長

  または本部長が災害の状況に応じて、本部指令を基準として、臨機応変に動員するも

  のとする。 

  ア 動員の伝達方法 

   (ｱ) 一般加入電話による伝達 

     各班長等は、一般加入電話により各班員に動員の伝達を行う。 

   (ｲ) ラジオ・テレビによる伝達 

     総務課長は、市内各報道機関に動員に関する放送を要請し、各班員に伝達する。

   (ｳ) 職員の自主登庁 

     職員は、勤務時間外に市内で強い地震（震度６弱もしくは６強）が発生した場

合、上記の伝達を受けられないことも予想できるため、最寄りの公的機関に自

主登庁し、災害対策本部等の指示を受けるものとする。 

  イ 動員の具体的計画 

    動員を要する各班は、動員の系統、順位、連絡の方法等について具体的に計画し

   ておくものとする。 

  ウ 職員の応援 

     各班における災害応急対策実施にあたって職員が不足するときは、次の方法によ

   り他の班から応援するものとする。 

    本部の各班で、応援を受けようとするときは、本部に次の応援条件を示して要請

   するものとする。 

 

 



 105 

【震災対策編】 

 

   (ｱ) 作業の内容 

   (ｲ) 応援の職種並びに人員 

 (ｳ) 携帯品その他必要事項 

 (4) 防災会議の開催等 

  ア 災害対策本部が設置された場合、必要に応じ、五島市防災会議を開催し、情報の

   収集、災害応急対策の連絡調整、緊急対策の計画作成、災害応援対策の実施、推進

   等を行う。 

  イ 招集される防災会議の委員は、災害応急対策の内容に応じて、防災会議の会長が

   必要と判断した範囲のものとする。 

  ウ 防災会議の委員は、災害対策本部との連絡を図るため、必要に応じ、職員を災害

   対策本部へ派遣する。 

 

２ 防災関係機関 

 (1) 組織等の整備 

   指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関及び防災上重要な施設の管理

  者は、それぞれの責務を遂行するため、必要な組織を整備するとともに、災害応急対

  策に従事する職員の配備及び服務の基準を定めておくものとする。 

 (2) 職員の派遣 

   災害対策本部長は、災害応急対策の円滑な実施を図るため、必要があると認める場

  合は、指定地方行政機関の長に対し、その所属職員を必要な場所に派遣するよう要請

  するものとする。 

 

第２節 情報活動                      

 

１ 基本方針 

 (1) 情報の収集及び伝達は、県災害対策本部及び防災関係機関と緊密な連携のもとに行

  う。 

 (2) 市内各報道機関は、あらかじめ市と締結した災害時における放送要請に基づき正確

  ・迅速な情報の伝達を行う。 

２ 情報内容 

 (1) 市 

   ア 地震情報等の受理、伝達、周知 

   (ｱ) 県災害対策本部から伝達される地震情報の受理は、市災害対策本部（災害対策

    本部設置前においては、警戒本部又は消防本部）において受理する。 
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(ｲ) 地震情報等は防災行政無線、有線放送、広報車等を活用して、住民等に対して 

    周知徹底を図る。 

  イ 被害状況及び災害応急対策に関する情報の収集、伝達 

     収集、伝達すべき情報の主なものは、次のとおりであり、種類、優先順位、取 

   り扱い課等をあらかじめ定めておく。 

   (ｱ) 被害状況 

   (ｲ) 避難の勧告、指示又は警戒区域設定状況 

   (ｳ) 生活必需物資の在庫及び供給状況 

   (ｴ) 物資の価格、役務の対価動向 

   (ｵ) 金銭債務処理状況及び金融動向 

   (ｶ) 避難所の設置状況 

   (ｷ) 避難生活の状況 

   (ｸ) 医療救護施設の設置状況並びに医療救護施設及び病院の活動状況 

   (ｹ) 応急給水状況 

   (ｺ) 観光客等の状況 

 (2) 防災関係機関 

  ア 地震情報等の収集及び伝達 

    災害対策本部から伝達される地震情報等の受理は、受信方法、受領者を定め、県

   に届けるものとする。 

  イ 災害応急対策に関する情報の収集、伝達 

     収集、伝達すべき情報の主なものは、次のとおりである。 

   (ｱ) 被害状況 

   (ｲ) 災害応急対策実施状況 

   (ｳ) 復旧見込み等 

 

３ 情報の収集 

 (1) 市 

   市災害対策本部は、防災行政無線、消防無線及び自主防災組織を通じての連絡等に

  より、情報を収集する。 

 

 (2) 防災関係機関 

   災害応急対策に必要な情報は、防災関係機関がそれぞれの責任において収集する。 

 

４ 情報伝達の手段 

  情報の伝達は、次の手段を活用して行う。 

 (1) 県防災行政無線 

   主として、県と市の情報伝達に用いる。 



 107 

【震災対策編】 

 

 (2) その他の無線及び有線電話等 

   非常無線等あらゆる無線通信を用いるほか、市防災行政無線、消防無線、有線電話 

等を用いて情報の伝達を行う。 

 (3) 報道機関への協力要請による伝達 

   広範囲の住民に伝達する場合は、情報を報道機関に提供し、ラジオ、テレビを用い

  て周知を図る。 

 (4) 自主防災組織を通じての連絡 

   主として市内の情報を伝達する場合に活用する。 

 (5) 広報車等の活用 

 

５ 報告・要請事項の処理 

 (1) 県及び防災関係機関に対する報告及び要請 

   県に対する被害状況及び講じた措置の概要の報告並びに必要な措置の要請は、災害

  対策本部から無線電話等により行う。また、防災関係機関に対し、災害対策本部から

  必要な措置の要請を行う。 

 

第３節 広報活動                      

 

 市防災関係機関は、震災時において住民の安全の確保及び迅速かつ円滑な災害応急復旧

対策を実施するために、広報活動を行うものとする。 

 

１ 市 

  市は、市内の各防災関係機関が実施する広報を調整し、関係機関と連携して速やかに

 広報を行う。 

  市は、地域住民における第一義的な広報機関として、積極的な広報を行い、震災後の

 時間の経過とともに適宜内容を変えて実施するものとする。 

 

 (1) 広報事項 

  ア 災害対策本部の設置 

  イ 災害の概況 

  ウ 津波に関する状況 

  エ 防災関係機関の防災体制及び応急措置に関する事項 

  オ 避難の勧告、避難場所の指示 

  カ 電気、ガス、水道等供給の状況 

  キ 防疫に関する事項 



 108 

【震災対策編】 

 

  ク 火災状況 

  ケ 医療、給水実施状況 

コ 道路、河川等の公共施設被害 

  サ 道路、交通等に関する事項 

  シ 一般的な住民生活に関する情報 

  ス 民心安定及び社会秩序維持のため必要な事項 

 (2) 広報実施方法 

   広報の実施にあたっては、あらゆる広報媒体を利用して、有効、適切と認められる

  方法により広報を行い、災害の状況を考慮して行うものとする。 

  ア 同報無線、有線放送等の施設による広報 

  イ 広報車による広報 

  ウ 報道機関を通しての広報 

  エ 広報紙の掲示、配付 

  オ 避難所への広報班の派遣 

  カ 総合案内所、相談所の開設 

  キ 自主防災組織を通しての連絡 

 

２ 防災関係機関 

 (1) 広報事項 

  ア 電気、水道、電話、交通等生活関連施設の被害状況 

  イ 災害応急対策状況及び復旧見込み 

 (2) 広報実施方法 

   広報は防災関係機関の責任において、報道機関等の協力を得て行う。 

 

３ 住民等の情報入手方法 

  住民等は、各人がそれぞれ情報を正確に把握し、適切な行動及び防災活動を行うよう

 努めるものとする。 

 (1) ラジオ、テレビ 

   津波警報、市長の放送要請事項、地震情報等、交通機関運行状況等 

 (2) 同報無線、有線放送、広報車 

   市内の情報、指示、指導等 

 (3) 自主防災組織を通じての連絡 

   主として市災害対策本部からの指示、指導、救助措置等 

 (4) サイレン 

   津波警報、火災の発生の通報 
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第４節 自主防災活動                    

 

 市が地震防災応急対策を迅速かつ的確に実施し、かつ住民の生命と財産を住民自身の手

で守るため、地域における自主防災組織が行う対策活動を定める。 

 

１ 組織本部の設営 

  活動拠点として、自主防災組織の本部を設営する。 

 

２ 情報の収集・伝達 

 (1）市からの地震等情報が、正確に全家庭に伝達されているか確認に努める。 

 (2）地震予知情報等をテレビ、ラジオで入手するよう努める。 

 (3）応急対策の実施状況について、必要に応じて市へ報告する。 

                                        

３ 家庭内対策等 

  次の事項について、各家庭へ呼びかけ確認する。 

 (1) 家具の転倒防止 

   家具等の固定状況を確認する。 

 (2) 落下物の除去 

   タンス、食器戸棚、本棚等の上部の整理及び窓ガラスにガムテープを貼る等安全対

  策を施す。 

 (3) 出火防止 

   火気危険物の除去、消火器の確認及び水のくみおき等出火の防止対策を施す。 

 (4) 備蓄食糧・飲料水の確認 

   備蓄食糧・飲料水を確認する。 

 

第５節 緊急輸送活動                    

 

 災害応急対策実施にあたり、人員及び物資等の輸送に必要な車両及び航空機等を必要に

応じ、各関係機関に迅速かつ円滑に供給し、斡旋することを目的とし、車両等の調達、配

車計画を策定し、輸送の万全を期す。 

 また、緊急輸送活動は「五島市緊急輸送活動方針」（基本計画編第３章第１４節）によ

り行う。 
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１ 市及び防災関係機関の緊急輸送 

 (1) 市 

  ア 市は、地震防災応急対策を実施するために必要な緊急輸送を行う。 

  イ 市長は、自衛隊の支援による緊急輸送が特に必要であるときは、県に対し必要な

   措置を要請するものとする。 

  ウ 緊急輸送の方針・輸送する人員、物資については、県に準じる。 

 (2) 防災関係機関 

   地震防災応急対策を実施するため必要な緊急輸送は、防災関係機関がそれぞれ行う

  ことを原則とする。 

 

第６節 自衛隊の支援                    

 

 自衛隊の災害派遣を必要とするときは、支援を要請する事項等を明らかにして、派遣を

要請するものとする。 

 

１ 自衛隊への派遣要請 

  自衛隊の災害派遣は、主として人命救助及び財産の保護のため、消防、水利、救援物

 資の輸送通路の応急啓開、応急援護、防疫、給水及び通信支援等に任ずるものとする。

 (1) 派遣要請事項 

  ア 車両、航空機等状況に適した手段による被害状況の把握 

  イ 避難者の誘導、輸送等避難のため必要があるときの援助 

  ウ 行方不明者、負傷者等が発生した場合の捜索援助 

  エ 堤防、護岸等の決壊に対する水防活動 

  オ 火災に対し、消防機関に協力しての消火活動 

  カ 道路または水路の確保の措置 

  キ 被災者に対する応急医療、救護及び防疫 

  ク 救急患者、医師その他救助活動に必要な人員及び救援物資の緊急輸送 

  ケ 被災者に対する炊飯及び給水支援 

  コ その他必要と認める事項 

 (2) 災害派遣要請手続き（災害対策基本法第６８条の２） 

   市長は、次の事項を明らかにした文書をもって、知事に要請する。 

   緊急の場合は、とりあえず電話または口頭で行い、事後文書により要請することが

  できる。 

  ア 災害の状況及び派遣を必要とする理由 

  イ 派遣を必要とする期間 
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 ウ 派遣を必要とする人員、航空機、船舶等の概数 

  エ 派遣区域、活動内容、その他必要事項 

   例外的な措置として、大地震発生の際の情報収集のための部隊等の派遣、通信の途

  絶等により県との連絡が不可能である場合の人命救助のための派遣等その事態に照ら

  し、特に緊急を要し、要請を待ついとまがないと認められるときは、要請を待たない

  で部隊等を派遣することができる。 

 

２ 地震防災派遣部隊の受け入れ 

 (1) 市は、自衛隊が派遣された場合の業務が円滑に行われるよう、必要な受け入れ体制

  をとる。 

 (2) 市長は、市へ自衛隊が派遣された場合の業務が円滑に行われるよう、可能な限り総

  合的な調整のとれた作業計画を作成し、資機材の準備、関係者の協力を求め、支援活

  動に支障のないよう措置を講じる。 

 (3) 市は、派遣された自衛隊の宿泊施設等必要な設備を可能な限り準備する。 

 

３ 経費の負担区分 

  自衛隊が災害応急対策又は災害復旧作業を実施するため必要な資機材、宿泊施設等の

 借り上げ料及び光熱水費、通信運搬費、消耗品等は、市が負担するものとする。 

 

 

第７節 広域応援活動                    

 

１ 行政機関・民間団体の応援活動 

 (1) 市 

  ア 市長は、市の災害応急対策を実施するため必要があると認めるときは、災害対策 

基本法第６８条に基づき、県に対し次の事項を示し、応援を求め、または災害応急 

対策の実施を要請する。 

   (ｱ) 応援を必要とする理由                         

   (ｲ) 応援を必要とする人員、資機材等 

   (ｳ) 応援を必要とする場所 

   (ｴ) 応援を必要とする経路 

   (ｵ) その他応援に関し必要な事項 

  イ 他の市町長に対する応援要求 

    市長は、市の地域に係る災害応急対策を実施するため、必要があると認めるとき   

は、市町間で締結した災害時の応援協定に基づき、他の市町に応援を求めることが 
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   できる。 

    この場合、応援を求められた市町長は、市が行う市町間の調整に留意するととも

   に必要な応援をするものとする。 

 (2) 応援要員の受け入れ体制 

   防災関係機関が災害応急対策を実施するに際して、各機関が市外から必要な応援要

  員を導入した場合、市長及び派遣先の市町長は、これらの要員のための宿泊施設等に

  ついて、各機関の要請に応じて可能な限り準備する。 

 

第８節 災害の拡大防止活動                 

 

１ 消火活動 

  地震が発生したときは、各地に同時に火災が多発する可能性が大きく、次の基本方針

 により消火活動を行う。 

 (1) 基本方針 

  ア 市民、自主防災組織及び事業所等は、自らの生命及び財産を守るため、出火防止

   活動及び初期消火活動を実施する。 

  イ 地域の住民は協力して可能な限り消火活動を行い、火災の拡大を防止する。 

    特に、危険物を取り扱う事業所においては、二次災害の防止に努める。 

  ウ 地震発生数時間後、電気の回復による出火やガス配管の破損による引火等により

   出火する事例を踏まえ、震災後数日間は、火災警報を怠らないよう一般への広報に

   留意する。 

 (2) 消防署及び消防団の活動 

  ア 火災発生状況の把握 

    消防長は、消防署及び消防団を指揮し、管内の消防活動に関する次の情報を収集

   し、市災害対策本部及び警察署と相互に連絡を行う。 

   (ｱ) 延焼火災の状況 

   (ｲ) 自主防災組織の活動状況 

   (ｳ) 消防ポンプ自動車等の通行可能道路 

   (ｴ) 消防ポンプ自動車、その他の車両、消防無線等通信連絡施設及び消防水利等の

    活用可能状況 

  イ 消防活動の留意事項 

    消防長は、地震発生の際の火災の特殊性を考慮し、次の事項に留意し、消防活動

   を指揮する。 

   (ｱ) 延焼火災件数の少ない地区は、集中的な消火活動を実施し、安全地区を確保す

    る。 
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   (ｲ) 多数の延焼火災が発生している地区は、住民の避難誘導を直ちに開始し、必要 

    に応じ、避難路の確保等住民の安全確保を最優先とする活動を行う。 

   (ｳ) 危険物の漏洩等により災害が拡大し、またはその恐れがある地区は、住民等の

    立ち入り禁止、避難誘導等の安全措置をとる。 

   (ｴ) 救援活動の拠点となる病院、避難地、幹線避難路及び防災活動の拠点となる施

    設等の火災防御を優先して行う。 

   (ｵ) 自主防災組織が実施する消火活動との連携、指導に努める。 

 (3) 事業所 

  ア 火災予防装置 

    火気の消火及びプロパンガス、高圧ガス、石油類等の遮断の確認、石油類、毒物、

   劇薬等の流出等異常発生の有無の点検を行い、必要な防災装置を講ずる。 

  イ 火災が発生した場合の措置 

   (ｱ) 自衛消防隊の防災組織による初期消火及び延焼防止活動を行う。 

   (ｲ) 必要に応じて従業員、顧客等の避難誘導を行う。 

  ウ 災害拡大防止措置 

    高圧ガス、火薬類、石油類、毒物、劇物等を取り扱う事業所において、異常が発

   生し、災害が拡大するおそれがあるときは、次の措置を講じる。 

   (ｱ) 周辺地域の居住者に対して避難等の行動をとる上で必要な情報を伝達する。 

   (ｲ) 警察、最寄りの防災機関へかけつける等可能な手段により直ちに通報する。 

   (ｳ) 立入禁止等の必要な防災措置を講じる。 

 (4) 自主防災組織の活動 

  ア 各家庭におけるガス栓の閉止、プロパンガス容器のバルブの閉止等の相互呼びか

   けを実施し、その点検、確認を行う。 

  イ 火災が発生したときは消火器、可搬ポンプ等を活用して初期の消火活動に努める。

  ウ 消防署、消防団が到着したときは、消防長の指揮に従う。 

 (5) 市民の活動 

  ア 火気の遮断 

    使用中のガス、石油ストーブ、電気ヒーター等の火気を直ちに遮断するとともに

   都市ガスはメーターコック、プロパンガスはボンベのバルブ、石油類のタンクはタ

   ンクの元のバルブをそれぞれ閉止する。 

  イ 初期消火活動 

    火災が発生した場合は、消火器、くみおき水等で消火活動を行う。 

 

２ 水防活動 

  地震による、津波及び洪水に対する水防活動を行うものとする。 

 (1) 水防管理者及び水防管理団体の活動 
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  ア 地震による津波、洪水が予想され、著しい危険が切迫していると認められるとき、 

   市長または水防管理者は、必要とする区域の居住者に対し避難の呼びかけを行う。 

    なお、呼びかけを行った旨を当該地域を管轄する警察署長に通知する。 

  イ 水防管理者、水防団長または消防機関の長は水防上危険な箇所を発見したときは、

   直ちに関係機関及び当該施設の管理者に連絡し、必要な措置を要請し、緊急を要す

   る場合は、必要な措置を行い、被害が拡大しないように努める。 

  ウ 河川、ため池、水門、樋門等の管理者は被害状況を把握し、直ちに関係機関に通

   報するとともに、必要な応急措置を講ずるものとする。 

 (2) 水防活動の応援要請 

  ア 水防管理団体は、相互に協力するとともに、必要に応じ応援を要請する。 

   (ｱ) 水防管理者は、水防上必要があるときは、あらかじめ相互に協定した隣接水防

    管理者に対し応援を要請する。 

   (ｲ) 水防管理者は、必要があれば市に対し応援を求める。 

   (ｳ) 水防区長は、管轄区域の相互応援についての調整を行うとともに、必要に応じ

    て自衛隊及び警察官の出勤を水防本部に要請する。 

  イ 市長は、必要があるときは、次の事項を示し、自衛隊の派遣または警察官の出動

   を県に要請する。 

   (ｱ) 応援を必要とする理由 

   (ｲ) 応援を必要とする人員、資機材等 

   (ｳ) 応援を必要とする場所 

   (ｴ) その他応援に関し必要な事項 

 

３ 人命の救出活動 

 (1) 実施者 

   震災のため、生命、身体が危険な状況にあるため、生死不明の状態にあるものの捜

  索または救出保護については、市は、消防機関、警察官、海上保安官、消防団、水防

  団、水難救済会、奉仕団等の協力により実施する。 

 (2) 対象者 

   救助対象者は、概ね次の状態にあるものとする。 

  ア 火災の際に火中に取り残された場合 

  イ 災害の際、倒壊家屋の下敷きになった場合 

  ウ 流出家屋とともに流されたり、孤立した地点に取り残された場合、または山崩れ

   等で生き埋めになった場合 

  エ 海上における船舶が災害に遭難した場合、または陸上から海上に流された場合 

  オ 災害のため生死不明の状態にある者で、社会通念上生死がいまだに判明しない者、

   行方不明であるが死亡の明らかでない者 
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４ 被災建築物等に対する安全対策 

  地震により建築物等が被害を受けたときは、その後の地震等による人的被害の発生を

 防止するため、次の安全対策を実施する。 

 (1) 市は、被災建築物等の危険度の把握を行うとともに、必要な措置を講ずる。 

 (2) 市民は、自らの生命及び財産を守るため、被災建築物等の安全性を確認する。 

 

第９節 避難活動                      

 

 地震災害時における人的被害を軽減するため、防災関係機関が連絡調整を密にし、避難

誘導対策を推進する。 

 

１ 避難勧告、指示、誘導 

  地震災害時、同時多発の火災が拡大延焼し危険が大きいと予想される場合、ガス等の

 流出拡散により広域的に人命の危険が予想される場合、その他住民の生命及び身体を災

 害から保護するため必要と認められるとき並びに強い地震（震度４以上）を覚知した場

 合は、当該地域住民に対して、避難のための勧告及び指示を行う。 

 (1) 実施者 

  ア 市長（災害対策基本法第６０条第１項～第３項） 

    市の直轄区域において危険が切迫した場合には、市長は、地域の避難先を定めて

   避難のための勧告または指示を行う。 

    この場合、市長は、直ちに知事に報告するものとする。 

  イ 警察官又は海上保安官（災害対策基本法第６１条） 

    市長による避難の指示ができないと認めるとき、または市長から要求があったと

   きは、必要と認める当該地域住民に、避難のための立ち退きを指示する。指示をし

   た後は、直ちに市長に通知する。 

  ウ 知事またはその命を受けた職員（災害対策基本法第６０条第５項） 

    著しい危険が切迫していると認められるときは、必要と認める当該地域住民に対

   し、避難のための立ち退きを指示する。 

  エ 自衛官（自衛隊法第９４条） 

    災害派遣を命じられた部隊等の自衛官は、災害の状況により、特に急を要する場

   合で、警察官がその現場にいない限り危険が切迫している者に対し、避難の措置を

   講ずる。 

 (2) 避難勧告または指示の内容 

   避難の勧告または指示は、次の内容を明示して行う。 

  ア 要避難地域 
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  イ 避難先 

  ウ 避難理由 

  エ 避難経路 

  オ 避難時の注意事項 

 (3) 避難方法 

  ア 第一次避難 

    災害が事前に予想される時は、あらかじめ障害者、病弱者、高齢者、幼児、女性

   を優先的に避難させるものとする。 

  イ 第二次避難 

    災害が発生した場合または事前避難のいとまがないときは、緊急避難を行うもの

   とする。 

  ウ 避難は、原則として避難者各自が行うものとし、自主判断により縁故関係先また

   は指定避難所に避難するよう周知させ、必要に応じて関係機関の車両、船艇等を利

   用する。 

  エ 避難の際の心得を平素からリーフレット等により、一般に周知徹底を図る。 

  オ 避難に際しては、関係警察機関とも密接な連絡をとって行うものとし、避難後の

   警備についても万全を期する。 

 (4) 収容者 

  ア 避難命令が発せられた場合または緊急避難の必要に迫られ、住居を立ち退き避難

   した者 

  イ 住家が災害により全壊（焼）、流出、半壊（焼）、床上浸水の被害を受け、日常

   起居する住居の場所を失った者 

 

２ 避難所の設置・避難生活 

 (1) 市 

  ア 避難所の開設については、原則として市の責務とする。 

  イ 市は、避難が行われるときは直ちに避難所を開設するとともに、避難場所等を速

   やかに被災者に周知する（避難予定場所は別表３－１のとおり）。また、必要 

により公営住宅、公的宿泊施設等の斡旋、体育館、公民館等の施設を確保する。 

  ウ 市は、避難所を設置した場合は、避難者数の確認、避難者名簿の作成等により、

   その実態を把握し、テレビ、ラジオ、仮設便所等必要な設備・備品を確保すると 

ともに、避難の長期化に際しては、必要に応じプライバシーの確保等に配慮する。 

  エ 市は、それぞれの避難所ごとに避難所責任者を決め、避難者の便宜を図り、連絡

   調整を行う。 

  オ 市は、避難者等の協力を得つつ、負傷者、災害による遺児、衰弱した老人、障害

   者等の要援護者の所在の把握に努め、必要な保健福祉サービスが受けられるための 
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   連絡調整等を行う。また、避難者のうち、福祉避難所に入所すべきと判断した場合

  は、福祉避難所を開設し、必要な支援を行う。 

  カ 市が避難所を開設したとき、速やかに県本部に連絡するとともに、災害の規模等

   により必要があるときは、野外収容施設の設置を県本部に依頼する。 

  キ 運営は、地域住民、自主防災組織、ボランティア等の協力のもとに行う。 

 

第１０節 社会秩序を維持する活動              

 

１ 市 

 (1) 住民に対する呼びかけ 

   市長は、市の地域に流言飛語を始め、各種の混乱が発生し、または混乱が発生する

  恐れがあるときは、速やかに地域住民のとるべき措置等について、呼び掛けを実施す

  るように努める。 

 (2) 県に対する要請 

   市長は、当該地域の社会秩序を維持するため、必要と認めたときは、県に対し、応

  急措置または広報の実施を要請する。 

 

第１１節 交通の確保対策                  

 

 県の定めるところによる。 

 

第１２節 地域への救援活動                 

 

 日常生活に支障をきたした罹災者に対して行う食料その他の生活必需品、飲料水及び燃

料の供給、医療救護活動、保健、衛生等の確保活動、死体検索並びに応急住宅の確保につ

いて県、市、自主防災組織、市民等が実施する。 

 

１ 食糧・日用品の確保 

 (1) 緊急物資の調達計画量 

   別に定める。 

 (2) 市 

  ア 緊急物資の調達先は、原則としてあらかじめ供給協定を締結した緊急物資保有者

   とする。これによって調達できないときは、他の緊急物資保有者から調達する。  
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市長は、必要に応じて次の事項を示し、県に調達または斡旋を要請する。 

 

 (ｱ) 調達斡旋を必要とする理由 

   (ｲ) 必要な緊急物資の品目及び数量 

   (ｳ) 引き渡しを受ける場所及び引き受け責任者 

   (ｴ) 連絡課及び連絡責任者 

   (ｵ) 荷役作業員の派遣の必要の有無 

   (ｶ) 経費負担区分 

   (ｷ) その他参考となる事項 

  イ 緊急物資の配分にあたっては、事前に地域住民に対し広報を行うとともに、自主

   防災組織の協力を求め、公平の維持に努める。 

  ウ 避難所、その他の要所に自主防災組織の協力を得て、炊き出しの施設を設け、ま

   たは食品提供業者の協力を求めて食事の提供を行う。 

 (3) 市民、町内会、婦人会及び自主防災組織 

  ア 緊急物資は、家庭及び自主防災組織の備蓄並びに市民相互の助け合いによって可

   能な限りまかなうものとし、これによってまかなえない場合は市の協力を要請する。 

  イ 町内会、婦人会及び自主防災組織は、市が行う緊急物資の配分に協力する。 

  ウ 町内会、婦人会及び自主防災組織は、必要により炊き出しを行う。 

 

２ 給水活動 

 (1) 市 

  ア 飲料水の確保が困難な地域に対し給水拠点を定め、給水車等により応急給水を行

   う。 

  イ 市長は、管内で飲料水の供給を実施することができないときは、次の事項を示し、

   県に調達または斡旋を要請する。 

   (ｱ) 給水を必要とする人員 

   (ｲ) 給水を必要とする期間及び給水量 

   (ｳ) 給水する場所 

   (ｴ) 必要な給水器具、薬品、水道用資材等の品目別数量 

   (ｵ) 給水車のみ借り上げの場合は、その必要台数 

  ウ 自己努力によって飲料水を確保する住民に対し、衛生上の注意を広報する。 

  エ 地震発生後約８日を目途に仮設共有栓等を設置し、最低の生活に必要な水を供給

   するよう努める。その場合の供給水量は、１人１日２０㍑を目標とし、飲料水の供

   給期間については、上水道施設の応急復旧ができるまでの期間とする。 

  オ 災害救助法に基づく飲料水の供給に関する応急の実施事項は、第一基本計画編第 

   ３章第８節給水計画に準じることとする。 
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 (2) 市民及び自主防災組織 

  ア 地震発生後３日間は貯えた水等をもって、それぞれの飲料水を確保する。 

イ 地震発生後４日目から７日目位までは、自主防災組織による給水及び市の応急給

   水により飲料水を確保する。 

  ウ 地域内の井戸、湧水等を活用し、飲料水の確保に努める。この場合は、特に衛生

   上の注意を払う。 

  エ 市の実施する応急給水に協力し、飲料水の運搬配分を行う。 

 

３ 燃料の確保 

 (1) 市 

  ア 市長は、ＬＰガス協会五島支部との協定に基づき、炊き出しに必要なプロパンガ

ス及び器具等の支給または斡旋を行う。 

  イ 市長は、炊き出しに必要なプロパンガス及び器具等の調達ができないときは、次

の事項を示し、県に調達の斡旋を要請する。 

   (ｱ) 必要なプロパンガスの量 

   (ｲ) 必要な器具の種類及び個数 

 (2) 市民及び自主防災組織 

   地域内のプロパンガス販売者等の協力を得て、使用可能なプロパンガス及び器具等

  を確保するものとする。 

 

４ 医療救護活動 

 (1) 医療救護活動の基本方針 

  ア 市は、市域内の医療救護を行うため、救護所を設置し、また、あらかじめ指定 

  した救護病院に負傷者の処置及び収容を行う。なお、救護病院を確保できない場合 

  及び管内に救護病院がない場合には、仮設救護病院を設置する。 

  イ 県は、救護病院の中から市等と協議してあらかじめ指定した広域救護病院を用い、

   市の医療救護活動について必要な調整を行う。 

 (2) 救護及び救護病院の活動等 

  ア 救護所 

   (ｱ) 設置 

     市は、地震による災害が発生したときは、あらかじめ定めた避難所等に救護所

    を設置する。 

   (ｲ) 活動 

     救護所は、次の活動を行う。 

    ・ 傷病者の応急手当及び処置等 

    ・ 必要に応じて救護病院への収容指示 
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    ・ 死体の検案 

    ・ 医療救護活動の記録及び市災害対策本部への措置状況等の報告 

  イ 救護病院及び仮設救護病院 

 

   (ｱ) 設置 

     市は、地震による災害が発生したときは、あらかじめ市長が指定した救護病院

    で医療救護活動を行う。なお、救護病院の機能が損なわれたとき、または救護病

    院のない場合は、仮設救護病院を設ける。 

   (ｲ) 活動 

     救護病院及び仮設救護病院は、次の活動を行う。 

    ・ 傷病者の応急手当及び処置等 

    ・ 助産 

    ・ 死体の検案 

    ・ 医療救護活動の記録及び市災害対策本部への措置状況等の報告 

  ウ 広域救護病院 

   (ｱ) 設置                                 

     市長は、救護病院の中から広域救護病院をあらかじめ指定しておく。 

   (ｲ) 活動 

     救護病院と同じ機能を果たすほか、救護病院の確保が困難又は救護病院のない

    場合の重傷患者の処置及び収容を行う。 

 (3) 市 

   あらかじめ定める医療救護計画に基づき、次の措置を講ずる。 

  ア 救護所開設予定施設及び救護病院の被災状況を調査し、医療救護体制を定める。

  イ 傷病者を必要に応じて、あらかじめ指定した最寄りの救護施設に輸送する。 

  ウ 傷病者の収容にあたっては、救護施設が効果的に機能するよう収容状況等の把握

   に努め、必要な調整を行う。 

  エ 救護所、救護病院の収容状況等の把握のため、職員を配置する 

  オ 血液の確保について必要があるときは、献血予約登録業者等に協力を呼びかける。

  カ 市長は、救護病院において医療救護活動に従事する医師等が不足したときは、次

   の事項を示して、県に派遣を要請する。 

   (ｱ) 派遣を必要とする人員 

   (ｲ) 必要な救護班数 

   (ｳ) 医療救護活動を必要とする期間 

   (ｴ) 救護班の派遣場所 

   (ｵ) その他必要事項 
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５ 廃棄物処理 

 (1) 廃棄物処理に係る防災体制の整備 

  ア 一般廃棄物処理施設の耐震化等 

   (ｱ) 市は、一般廃棄物処理施設の耐震化、不燃堅牢化等を図るよう努める。 

 

 (ｲ) 市は、一般廃棄物処理施設の非常用自家発電設備等の整備や、断水時に機器冷 

        却水等に利用するための地下水や河川水の確保に努める。 

  イ 災害時応急体制の整備 

    市は、廃棄物処理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。 

    (ｱ) 近隣の市町村及び廃棄物関係団体等と調整し、災害時の相互協力体制を整備す 

       る。 

      (ｲ) 仮設便所やその管理に必要な消毒剤、脱臭剤等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。 

   (ｳ) バキュームカー、清掃車を確保する。 

   (ｴ) 一般廃棄物処理施設の補修等に必要な資機材の備蓄を行うとともに、収集車両 

       や機器等を常時整備し、緊急出動できる体制を整備する。 

   (ｵ) 生活ごみや災害によって生じた廃棄物（がれき）の一部保管場所である仮置場 

       の配置計画、し尿、生活ごみ及びがれきの広域的な処理・処分計画を作成するこ  

      と等により、災害時における応急体制を確保する。 

 (2) 廃棄物の処理 

  ア 被災地の状況把握 

    市は、発生直後から施設の被害状況、仮設便所の必要数、生活ごみの発生見込み、

   建物被害とがれきの発生等見込み等について情報収集を行う。 

  イ 災害による廃棄物の処理 

   (ｱ) 市は、地域防災計画に基づき災害により生じた廃棄物の処理を適正に行う。 

   (ｲ) 市は、廃棄物の収集・処理に必要な人員・収集運搬車両が不足する場合には県 

       に対して支援を要請する。 

  ウ 仮設便所等のし尿処理 

   (ｱ) 市は、被災者の生活に支障が生じることがないよう、し尿のくみ取りを速やか 

       に行うとともに、仮設便所の設置をできる限り早期に完了する。なお、仮設便所  

      の設置に当たっては、障害者への配慮を行う。 

   (ｲ) 市は、水道や下水道の復旧に伴い水洗便所が使用可能になった場合には、仮設 

       便所の撤去を速やかに進め、避難所の衛生向上を図る。 

  エ 生活ごみの処理 

    市は、災害発生後の道路交通の状況などを勘案し、遅くとも災害発生数日後には 
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   収集を開始し、一時的に大量に発生した生活ごみを早期に処理するよう努める。 

  オ がれきの処理 

      (ｱ) 市は、危険なもの、通行上の支障のあるもの等を優先的に収集・運搬する。ま 

       た、選別・保管・焼却のできる仮置場の十分な確保を図るとともに、大量のがれ  

      きの最終処分までの処理ルートの確保を図る。 

 

   (ｲ) 応急活動後は、処理・処分の進捗状況を踏まえ、がれきの破砕・分別を徹底し 

       木材やコンクリートのリサイクルを図る。また、アスベスト等の有害な廃棄物は  

      廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第 137号）等の規定に従い   

      適正な処理を進める。 

 

６ 防疫活動 

 (1) 市 

  ア 市長の指示により必要な防疫活動を行う。 

  イ 津波等による浸水地域については、被災後速やかに防疫活動を行う。 

  ウ 飲料水について消毒及び衛生指導を行う。 

  エ 防疫薬品が不足したときは、卸売業者等から調達するほか、県に対し調達を要請

   する。 

  オ 伝染病が集団発生したときは、市長の指示に基づき、臨時の予防接種を行う。 

  カ 地震による災害のため、市が行うべき防疫業務が実施できないとき、または実施

   しても不十分であると認められるときは、県に代執行を要請する。 

 (2) 市民及び自主防災組織 

   飲食物の衛生に注意して、伝染病及び食中毒の発生を防止する。 

 

７ 死体の捜索及び処理 

 (1) 市 

  ア 警察官及び海上保安官の協力を得て、死体の捜索を行う。 

  イ 死体の氏名等の識別を行った後、親族などに引き渡す。相当期間引き取り人が判

   明しない場合は、所持品を保管のうえ火葬する。 

  ウ 市長は、死体の捜索、処理、埋葬について、市のみで対応できないときは、次の

   事項を示して県に応援を要請する。 

   (ｱ) 捜索、処理、埋葬別とそれぞれの対象人員 

   (ｲ) 捜索地域 

   (ｳ) 埋葬施設の使用可否 

   (ｴ) 必要な輸送車両の数 

   (ｵ) 死体処理に必要な機材、資材の品目別数量 
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８ 応急住宅の確保 

 (1) 市 

  ア 応急仮設住宅の建設 

   (ｱ) 応急仮設住宅の建設を県から委任された場合は、建築業関係団体等の協力を得

    て建設する。 

 

   (ｲ) 応急仮設住宅の建設用地は、あらかじめ定めた建設予定地の内から災害の状況

    に応じて選定する。 

  イ 応急仮設住宅の認定 

    応急仮設住宅の入居者の認定を県から委任された場合は、自らの資力では住宅を

   確保できない者のうちから認定し入居させる。 

    また、高齢者、障害者等災害弱者に十分配慮することとし、優先的入居や高齢者、

   障害者向け応急仮設住宅の設置に努めることとする。 

  ウ 住宅の応急修理 

    住宅の応急修理を県から委任された場合は、建築業関係団体の協力を得て、応急

   修理を行う。 

    また、応急修理の対象者の認定は、自らの資力では住宅の応急修理ができない者

   を対象に認定する。 

  エ 建築資材及び建築業者の調達、斡旋 

   (ｱ) 市長は、応急仮設住宅及び住宅の応急修理に必要な建築業者が不足し、または

    建築資機材を調達できない場合は、次の事項を示して、県に斡旋または調達を要

    請する。 

      ａ 応急仮設住宅 

       ・ 被害戸数（全焼、全壊、流失） 

       ・ 設置を必要とする住宅の戸数 

       ・ 調達を必要とする資機材の品目及び数量 

       ・ 派遣を必要とする建築業者数 

       ・ 連絡責任者 

       ・ その他参考となる事項 

     ｂ 住宅応急修理の場合 

      ・ 被害戸数（半焼、半壊） 

      ・ 修理を必要とする住宅の戸数 

      ・ 調達を必要とする資機材の品目及び数量 

      ・ 派遣を必要とする建築業者数 

      ・ 連絡責任者 

      ・ その他参考となる事項 



 124 

【震災対策編】 

   (ｲ) 市長は、住民が自力で実施する住宅の応急復旧を促進するため、市の地域にお 

       いて建築業者または建築資機材の供給が不足する場合についても、県に斡旋また  

      は調達を要請する。 

  オ 住宅等に流入した土石等障害物のため日常生活に著しい支障を及ぼしている者に

   対し、必要な救援活動を行う。なお、市長は、市のみによっては対応できないとき

   は、次の事項を示して県に応援を要請する。 

   (ｱ) 除去を必要とする住家戸数（半壊、床上浸水別） 

   (ｲ) 除去に必要な人員 

   (ｳ) 除去に必要な期間 

   (ｴ) 除去に必要な機械器具の品目別数量 

   (ｵ) 除去した障害物の集積場所の有無 

  カ 建築相談窓口等の設置 

    市役所等に建築相談窓口を設け、住宅の応急復旧の技術指導及び融資制度の利用

   等についての相談に応じる。市長は、この事務について市職員のみによっては対応

   できないときは、県に対して必要な職員の派遣を要請する。 

 

第１３節 応急教育活動                   

 

 小・中・高・特殊学校の児童、生徒、教職員及び施設、設備が災害を受け、正常な教育

活動を行うことが困難となった場合には、可能な限り応急教育を実施する。 

 

１ 応急教育計画の作成 

  公立学校の校長は、市又は県の教育委員会と緊密な連携をとり、次の措置を講ずる。

 (1) 被害状況の把握 

   児童、生徒、教職員及び学校の施設、設備の被害状況を把握する。 

 (2) 応急教育の計画 

  ア 教職員を動員し、施設、設備の応急復旧整備を行い、授業再開に努める。なお、

   被害の状況により、必要があるときは市または地域住民等の協力を求める。 

  イ 施設及び設備の応急復旧状況を把握し、速やかに応急教育計画を作成し、応急教

   育の開始時期及び方法を確実に児童、生徒及び保護者に連絡する。 

  ウ 全生徒を学校へ同時に収容できない場合は、二部授業又は地域の公共施設を利用

   して分散授業を行う等の措置を講ずる。 

  エ 児童・生徒を通学不可能な他地域へ集団移動して応急教育を実施する場合は、教

   職員の分担を定め、地域ごとの実情の把握に努める。 

  オ 教育活動の再開にあたっては、児童生徒の登下校時の安全確保に留意するものと 

する。 
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 (3) 学校が地域の避難所となる場合の留意事項 

  ア 避難所に供する施設、設備の安全を確認し、避難実施等措置者に対し、その利用

   について必要な指示をする。 

  イ 学校管理に必要な教職員を確保し、施設、整備の保全に努める。 

 

 ウ 避難生活が長期化する場合においては、応急教育活動と避難活動との調整につい 

  て県と必要な協議を行う。 

 (4) 災害救助法に基づく教科書、学用品等の給与に関する措置は、一般対策に準じる。 

 

２ 高校生の災害応急対策への協力 

  高等学校において、登校可能な生徒を教職員の指導監督のもとに学校の施設、設備等

 の応急復旧整備作業に協力させる。また状況に応じ、地域における応急復旧または救援

 活動等に協力するよう指導する。 

 

第１４節 要救護者に対する援助               

 

 り災者のうち援助を必要とする住民に対して、生活保護の適用、福祉資金その他の資金

の貸付等の援助を迅速に行い、要援護者の保護を図る。 

 

１ 基本方針 

 (1) 市その他の援護の実施機関は、社会福祉上の対策を緊急に実施するため、速やかに

  必要な体制を整備する。 

 (2) 福祉事務所は、必要に応じて民間団体に可能な分野における協力を依頼する。 

 (3) 各実施機関の体制においては、救護措置の実施が困難な場合、市長は、要請に基づ

  き応援職員を派遣する。 

 (4) 市は、速やかに各分野の職員をもつ生活相談所を開設し、福祉事務所はこれに協力

  する。 

 (5) 生活相談の結果、援護措置を実施する緊急度の高い対象者から順次、実行ある当面

  の措置を講ずる。 

 

２ 実施事項 

 (1) 市が実施する事項 

  ア り災した社会福祉施設収容者その他の施設等への一時収容保護の斡旋 

  イ 生活困窮者に対する生活保護の緊急適用 
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  ウ り災世帯の児童に対する臨時保育所の開設または指導及び里親の斡旋 

  エ 災害弔慰金の支給及び災害援助資金の貸付 

 (2) 市が民間の協力を得て実施する事項 

  ア り災者に対する生活相談 

   (ｱ) 実施機関 市（被害が大きい場合は、県と共催） 

   (ｲ) 相談種目 生活、資金、法律、健康、身上等の相談 

   (ｳ) 協力機関 （関係機関） 

  イ り災母子世帯に対する母子福祉資金の貸付 

   (ｱ) 実施機関 県（福祉事務所） 

   (ｲ) 協力機関 （関係機関） 

   (ｳ) 貸付額 県の定めるところによる                    

 ウ り災障害者に対する援助 

   (ｱ) 実施機関 県及び市                          

   (ｲ) 協力機関 （関係機関） 

   (ｳ) 援助の内容 

     ａ 災害により、補装具を破損または流出した者に対する修理または交付 

     ｂ 災害により、負傷または疾病にかかった者の更正医療の給付 

 (3) 民間団体等が他の協力を得て実施する事項 

  ア り災低所得者に対する生活福祉資金の貸付 

   (ｱ) 実施機関 社会福祉協議会（県、市） 

   (ｲ) 協力機関 （関係機関） 

   (ｳ) 貸付額 第一基本計画編第３章第１８節災害応急融資計画による 

  イ 義援金の募集及び配分 

   (ｱ) 実施機関 日本赤十字社長崎県支部 

   (ｲ) 協力機関 （関係機関） 

   (ｳ) 募集方法 災害の程度を考慮して、その都度関係機関と協議し、決定する。 

   (ｴ) 配分方法 関係機関により構成する配分委員会を設け、協議決定する。 

 

第１５節 市有施設及び設備等の対策             

 

 災害応急対策及び災害復旧対策の遂行上重要な市有施設・設備等の速やかな機能回復を

図る。 

 

１ 防災行政無線 

 (1) 親局の機能確保 
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(2) 中継局・基地局の機能確保 

 (3) 子局等の機能確保 

 

２ 公共施設等 

 (1) 港湾及び漁港施設等 

  ア 防潮施設 

  イ 港湾施設内の貯水場及び埠頭用地 

  ウ 岸壁等 

 (2) 河川及び海岸保全施設 

 (3) 防災ダム、ため池、用水路 

 (4) 道路 

 (5) 砂防、地滑り、急傾斜地等 

 (6) 災害応急対策上重要な庁舎等 

 (7) 危険物保有施設 

 (8) 水道用水供給及び工業用水道施設 

 

第１６節 防災関係機関の講ずる災害応急対策         

 

１ 水道 

 (1) 災害の発生状況に応じて送水を停止するなど、必要な措置を講ずる。 

 (2) 応急復旧に必要な資機材及び車両を確保し、応急復旧工事を行う。 

 (3) 配管の仮設等による応急給水に努める。 

 

２ 電力 

 (1) 災害時の電力供給 

   地震災害により電力供給施設に被害を受けた場合は、「非常災害対策措置要則」に

  基づき復旧体制を確立し、被害状況の把握に努めるとともに、電力供給のために必要

  な措置を講ずる。 

 (2) 被災施設の調査と災害復旧 

   災害発生後速やかに被災施設の調査を行い、その状況から最善の復旧計画を立案し、

  社内外からの動員及び機動力の活用等総力をあげて復旧に努める。 

 (3) 電力施設の災害予防措置 

   電力施設の災害予防措置としては、電気設備技術基準と防災業務計画により、地理

  的条件等を考慮して設計、建設及び保守の面にわたり対策を講じている。また、非常

  災害が予測される場合は、必要に応じ適切な予防措置をとり、災害の未然防止、また 
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は拡大防止に努める。 

３ ガス 

 (1) プロパンガスは、安全が確保されるまで使用しないように広報する。 

 (2) 避難所等に臨時に必要な燃料供給を行う。 

 (3) 応急復旧に必要な資機材及び車両を確保し、応急復旧工事を行う。 

 

４ 通信 

 (1) 通信の輻輳緩和及び重要通信を確保するため、次の必要な措置をとる。 

  ア 臨時回線の設定、中継順路の変更等疎通確保の措置をとるほか、必要に応じ災害

   応急復旧用無線電話機等の運用、臨時公衆電話の設置。 

  イ 通信の疎通が著しく困難となり、重要通信を確保するため必要があるときは、一

   般利用の制限等の措置をとる。 

  ウ 防災関係機関が設置する通信網との連携協力。 

 (2) 応急復旧に必要な資機材及び車両の確保を行う。 

 (3) 通信の早期疎通を図るため工事業者に出勤を求める等必要な措置を講じ応急復旧工

  事を行う。 

 

５ 放送 

 (1) 放送機器の障害及び中継回線の途絶等により放送が不可能となった場合、常置以外

  の必要機器を仮設し、無線その他の中継回線を利用し、放送の継続確保を図る。 

 (2) 応急復旧に必要な資機材の確保及び機器、設備等の機能回復の措置を講ずる。 

 (3) 臨時ニュース、特別番組の編成等各メディアを有効に活用し、地震情報等被害状況、

  復旧状況、生活関連情報等の正確、迅速な放送に努め、社会的混乱の防止を図る。 

 

６ 市中金融 

 (1) 被災金融機関は、営業の早期再開のために必要な措置を講ずる。 

 (2) 災害復旧に必要な資金の融通のための迅速適切な措置を講ずる。 

 

７ 道路 

 (1) 道路管理者は、相互に連携し、道路施設の点検巡視を行い、被害箇所を迅速に把握

  する。 

 (2) 道路管理者は、相互に協力し、緊急輸送路の早期確保に努める。 

 (3) 道路管理者は、道路の応急復旧のため建設業協会等の協力を求め、必要な措置を講

  じる。 

 (4) 交通信号が倒壊、断線等により機能を失った場合は、県公安委員会に対し、応急復

  旧工事の実施を要請する。 
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８ 旅客船 

 (1) 早期運行の再開を期するため、船舶の修理、機器設備等の機能回復に必要な措置を

  講ずる。 

 (2) 海上輸送事業者は、防災関係機関の要請に基づき、災害応急対策に協力する。 

 

第１７節 自発的支援の受け入れ               

 

 大規模災害の発生の際には、国内外からの善意の支援申し入れが寄せられるが、市にお

いては適切に対応するものとする。 

 

 １ ボランティアの受け入れ 

   市においては、ボランティアに対する被災地のニーズの把握に努めるとともに、ボ

  ランティアの受け入れ体制の確保に努めるものとする。 

   ボランティアの受け入れに際しては、各ボランティアの技能が効果的に生かされる  

よう配慮するとともに、必要に応じてボランティアの活動拠点を提供する等、ボラン

ティアの活動の円滑な実施が図られるよう支援に努めるものとする。 



 

 

第４章 災害復旧計画 
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【震災対策編】 

 

■第４章 災害復旧計画               

 

第１節 被災者の生活確保                 

 

１ 租税の徴収猶予及び減免に関する計画 

 (1) 市 

   市は、被災者に対する市税の納期限の延長、徴収猶予及び減免の措置に関する計画

  を樹立しておくものとする。 

 

第２節 失業回復等の資金確保               

  

 災害復旧のための融資措置として、被災者、中小企業者及び農林漁業者等に対し、つな

ぎ融資の手段を講ずるとともに、あらゆる融資制度を活用して積極的な資金の融資計画を

推進し、民生の安定を図るものとする。 

 

１ 農林漁業関係の資金融通 

 (1) 天災融資資金 

 (2) 農林漁業セーフティーネット資金 

 (3) 農業近代化資金、いきいき農家支援基金 

 (4) 沿岸漁業等振興資金 

 

２ 商工業関係の資金融通 

 (1) 政府系金融機関 

 (2) 災害復旧高度化融資 

 (3) 災害関係特別保証 

 (4) 設備近代化資金の償還期限の延長 

 

３ 福祉関係の資金融通 

  生活福祉資金 

 (1) 更正資金 

 (2) 身体障害者更生資金 

 (3) 生活資金 
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【震災対策編】 

 

(4) 住宅資金 

 (5) 就学資金 

 (6) 療養資金 

 (7) 災害救護資金 

 

４ 住宅関係の資金融通 

 (1) 災害復旧住宅資金 

 (2) 災害特別貸付 

 

第３節 義援金の配分                    

 

１ 義援金の受付 

 (1) 市 

   市は、それぞれ義援金の受付についての計画を樹立しておくものとする。 

 

２ 義援金の配分及び輸送 

 (1) 市 

   市は、県または日赤から送付された義援金を関係団体の協力を得て、被災者に配分

  する。 

 

３ 義援金の保管場所 

 (1) 市 

   市は、義援金の保管場所について、あらかじめ計画を樹立しておくものとする。 

 

４ 義援物資の受け入れ 

  市は、関係機関の協力を得ながら、義援物資について受け入れを希望するもの、受け 

 入れを希望しないものを把握し、その内容のリスト及び送り先を国の非常本部並びに報 

 道機関を通じて、市民に公表するものとする。 

 また、現地の受給状況を勘案し、リストを逐次改定するように努めるものとする。 



第三　津波対策編



第１章　総　　　　　則



【総　則】

■第１章　総　　則　　　　　　　　　　　　　　

第１節　目　　的　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　東日本大震災では、東北地方から関東地方にかけての太平洋沿岸部で地震・津波等に

　よる甚大な被害が発生した。

　財産を災害から保護することを目的とする。

第２節　計画の構成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　第４章 津波災害応急対策等、第５章 津波災害予防等で構成し、津波対策編は津波対策

　に係る必要な計画を定めるものであり、これに定めのない災害対策に係る事項について

　は、震災対策編の定めるところによる。

第３節　計画の修正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　本計画は、社会情勢の変化に応じて常に実情に合ったものとするため、災害対策基本

　法第４２条の規定に基づき、毎年検討を加え、必要があるときは修正する。
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する連動地震等、大規模地震に伴い発生する津波に対し、市民の生命、身体及び

津波対策編は、第１章 総則、第２章 津波の被害想定、第３章 津波避難対策等、

本市域には地震の発生源となるプレート境界がないため、甚大な被害をもたらす

地震が発生する可能性は低いと考えられるが、全ての活断層を把握できていない現状

では、本市においても地震、津波は発生しうるという認識により防災対策を講じる

必要がある。そのため、未確認の活断層による地震に伴う津波や南海トラフに起因



第２章　津波の被害想定



【津波の被害想定】

■第２章　津波の被害想定　　　　　　　　　　　　　　

第１節　基本的な考え方　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　本市に影響を及ぼすと考えられる地震による津波は、南海トラフを震源とする東海、

　東南海、南海、日向灘を震源とする連動地震に伴う津波を想定する。

第２節　津波の被害想定結果　　　　　　　　　　　　　　　　

①南海トラフによる連動地震

ア．津波高と到達時間 長崎県地域防災計画見直し検討委員会資料より

※既往最大潮位：各検潮所で、潮位の観測開始から現在までの期間に記録された最高の潮位。

※朔望平均満潮位：朔（新月）及び望（満月）の日から、５日以内に現れる各月の最高満潮面の平均値。

イ．建物・人的被害 長崎県地域防災計画見直し検討委員会資料より

※既往最大潮位：各検潮所で、潮位の観測開始から現在までの期間に記録された最高の潮位。

※朔望平均満潮位：朔（新月）及び望（満月）の日から、５日以内に現れる各月の最高満潮面の平均値。

133

30 80160 180

0 2040 80

90 720 0 010 50

240 320 30 50 120 1010 0 40

230

90300080010050

550

20

160 130 130

260

0

190

250

10

180

0 60

110

（軽微）

低い通常0.5ｍ≦Ｈ0.5ｍ≦Ｈ＜1.0ｍ

床上浸水 合計

浸水建物
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非木造建物（棟）
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（ｍ）

福江港

1.76

1.76

1.26

1.26

123

123

0.462.22

1.76

機能しない 1.76

朔望平均満潮位
機能しない

最大水位
（ｍ）

386

379 2.23

2.61

123

床上浸水

機能する

堤防施設
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木造建物（棟）
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機能する

朔望平均満潮位

機能しない
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機能しない

機能する

機能する

機能しない

潮位

（軽微）

富江港

機能しない
既往最大潮位

朔望平均満潮位

潮位 堤防施設

機能する

最大津波の到達
時間（分）

津波の到達
時間（分）

123

初期潮位
（ｍ）

港名

（全壊）

床上浸水

121

既往最大潮位



【津波の被害想定】

②地震発生の切迫度

マグニチュード7.6前後　10％

マグニチュード7.6前後　70～80％

　※地震発生確率は文部科学省地震調査研究推進本部による
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東海地震

想定される地震 ３０年以内の発生確率

88%

東南海地震 70%程度

南海地震 60%程度

日向灘地震

活断層の分布図 



【津波の被害想定】

③内閣府による想定

ア．最大震度 震度４

イ．津波高 （単位：ｍ）

ウ．浸水面積 （単位：ｈａ）

エ．津波到達時間 （単位：分）
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－ －

128

－

ケース⑧

325

ケース⑩

「紀伊半島沖」に「大すべり域＋（超大すべり域、分岐断層」を設定

127

－

309 447

－

②

－

141

－

⑪

３ｍ － － － － －

290 300

⑩⑨⑥ ⑦ ⑧⑤

270

最大値

１ｍ 310 325 446 139 127 310

③ ④

3 3 4

330 350 350

⑩ ⑪ 最大値

320

⑧ ⑨

34 3 3 3

2

最大値

2

⑩

2

ケース
①

⑪

2 2 2 2 2

③

2

280

⑤

270 280

⑧

320330 350 320 320

⑥ ⑦

2

300

「三重県南部沖～徳島県沖」と「足摺岬沖」に「大すべり域＋超大すべり域」を2箇所設定

④ ⑤

170

3 3

270

2

②

⑦

320

ケース⑥

ケース⑪

ケース⑨

「駿河湾～紀伊半島沖」に「大すべり域＋（超大すべり域、分岐断層」を設定

「愛知県沖～三重県沖」と「室戸岬沖」に「大すべり域＋超大すべり域」を2箇所設定

ケース⑦

平均津波高

３０ｃｍ以上

１ｃｍ以上

最大津波高

160

270

3

160

浸水深

320 320

④

3

到達時間
ケース

①
津波高

浸水面積

－

ケース
①

５ｍ以上

160

② ③

２ｍ以上

１ｍ以上

－ －

280

180

－ － － 10 20 －

180 160 160

－ －

－ －

180

270

－

170160 160

ケース

⑥

「室戸岬沖」と「日向灘」に「大すべり域＋超大すべり域」を2箇所設定

設定内容

2

－ － － －

20

－ －

「駿河湾～愛知県東部沖」と「三重県南東部沖～徳島県沖」に「大すべり域＋超大すべり域」を2箇所設定

⑨

－ 20

300

－

大すべり域、超大
すべり域に分岐断
層も考えるパター
ン（２ケース）

大すべり域、超大
すべり域が2箇所
のパターン（４
ケース）

「駿河湾～紀伊半島沖」に「大すべり域＋超大すべり域」を設定

「紀伊半島沖」に「大すべり域＋超大すべり域」を設定

「紀伊半島沖～四国沖」に「大すべり域＋超大すべり域」を設定

「四国沖」に「大すべり域＋超大すべり域」を設定

「四国沖～九州沖」に「大すべり域＋超大すべり域」を設定

備考

ケース⑤

ケース①

ケース②

ケース③

ケース④

大すべり域、超大
すべり域が1箇所
のパターン（５
ケース）



【津波の被害想定】

岸壁の高さ３ｍの場合

津波による最大水位２ｍ２２ｃｍ

過去の最大潮位１ｍ７６ｃｍ

福江港の平均満潮位１ｍ２６ｃｍ

海面０ｃｍ

岸壁の高さ３ｍの場合

津波による最大水位２ｍ６１ｃｍ

過去の最大潮位１ｍ７６ｃｍ

富江港の平均満潮位１ｍ２６ｃｍ

海面０ｃｍ
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堤防
６ｍ

津波高４６ｃｍ

津波高８５ｃｍ

３ｍ

堤防
６ｍ

３ｍ

○南海トラフの連動地震による最大水位

南海トラフのプレート境界 日本周辺のプレート境界

（福江港）

（富江港）



第３章　津波避難対策等



【津波避難対策等】

■第３章　津波避難対策等　　　　　　　　　　　　　　

第１節　標高表示板の設置　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　津波発生時の適切な避難場所の選択及び日頃からの防災意識の高揚を図るため、市内

　全域の避難所に標高表示板を設置。

第２節　ハザードマップの作成　　　　　　　　　　　　　　　

　　国や県の被害想定に基づき、津波による浸水が予測される地域を記したハザードマップ

　が五島市においても作成された。今後は配付を行うとともに、浸水が想定される地域に

　避難訓練をするなど津波対策を講じる。

第３節　避難指示等の発令・体制の整備　　　　　　　　　　　

　　津波による被害から市民の生命、財産を守るため避難勧告等の判断・伝達マニュアルを

　基に、迅速かつ的確に避難勧告等を発令する。

　　また、緊急かつ一時的な避難のため、既存の堅固な中・高層建物の津波避難ビル等とし

　ての指定について検討する。

津波時の避難勧告等発令基準 （避難勧告等判断伝達マニュアルより）

避難準備情報

（要援護者避難情報） □津波注意情報（２０ｃｍ～１ｍ）

□津波警報（１ｍ～３ｍ）

□津波注意報が発令され、被害が発生するおそれがある場合

□大津波警報（３ｍ～）

□強い地震（震度４程度以上）もしくは、長時間のゆったりとした

　揺れを感じて、避難の必要を認める場合。
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対象地区 　　海岸線を有する全ての集落

避難勧告

避難指示



【津波避難対策等】

第４節　情報伝達手段の充実　　　　　　　　　　　　　　　　

　報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）からの津波警報の受信と連動して、自動起動（自動放送）

　により防災行政無線から放送を行う。

　　その他にも音声告知システム、エリアメール、広報車での放送等、あらゆる手段を使い

　情報伝達する体制を整える。

第５節　関係機関との連携　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　防災関係機関と連携し、津波に関する情報を迅速に収集するとともに、津波の状況及び

　被害状況の把握に努める。
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津波災害における避難勧告等の情報は迅速な伝達が求められることから、全国瞬時警



第４章　津波災害応急対策等



【津波災害応急対策等】

■第４章　津波災害応急対策等　　　　　　　　　　　　　　

第１節　災害対策本部の設置　　　　　　　　　　　　　　　　

　　災害対策本部の設置規程、組織図、分掌事務及び動員計画については五島市地域防災計

　画、基本計画編第３章災害応急対策計画に準じる。

第２節　情報収集、伝達　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　１．津波警報・注意報の伝達系統図

注１）二重枠で囲まれている機関は、気象業務法施行令第７条第１号の規程に基づく法定伝達先。

注２）二重線の経路は、特別警報が発表された際に、通知もしくは周知の措置が義務付けられてい

　　　る伝達経路。

注３）長崎地方気象台からの伝達は、長崎県が含まれる長崎県西方、壱岐・対馬、有明・八代海の

　　　予報区に対して発表された場合とする。
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【津波災害応急対策等】

　　２．気象庁からの警報等伝達基準

　　　ア　緊急地震速報

　　気象庁は、震度５弱以上の揺れが想定された場合に、震度４以上が予想される地域（緊

　急地震速報で用いる区域）に対し、緊急地震速報（警報）を発表する。日本放送協会（Ｎ

　ＨＫ）はテレビ、ラジオを通じて住民に提供する。

　　長崎地方気象台は緊急地震速報の利用の心得などの周知・広報に努める。

　　なお、緊急地震速報の発表において、五島市は「長崎県五島」の区域に含まれる。

　注）緊急地震速報は、地震発生直後に震源に近い観測点で観測された地震波を解析するこ

　　　とにより、地震による強い揺れが来る前に、これから強い揺れが来ることを知らせる

　　　警報である。このため、震源付近では強い揺れの到達に間に合わない。

　　　イ　緊急地震速報以外の地震情報の種類とその内容

・震度３以上 　　地震発生約１分半後に、

震度速報 　震度３以上を観測した地域名

　（全国を約190地域に区分）と

　地震の揺れの発現時刻を速報。

・震度３以上 　　地震の発生場所（震源）や

震源に関する情報 （大津波警報、津波警報また 　その規模（マグニチュード）

は津波注意報を発表した場合 　を発表

は発表しない） 　「津波の心配がない」または

　「若干の海面活動があるかも

　しれないが被害の心配はな

　い」旨を追加。

以下のいずれかを満たした 　　地震の発生場所（震源）や

震源・震度に関する情報 場合 　その規模（マグニチュード）、

・震度３以上 　震度３以上の地域名と市町村

・大津波警報、津波警報また 　名を発表。震度５弱以上と考

　は津波注意報発表時 　えられる地域で、震度を入手

・若干の海面変動が予想 　していない地点がある場合は

される場合 　その市町村名を発表。

・緊急地震速報（警報）

　を発表した場合

・震度１以上 　　震度１以上を観測した地点

各地の震度に関する情報 　のほか、地震の発生場所（震

　源）やその規模（マグニチュ

　ードを発表。

　震度５弱以上と考えられる地

　域で、震度を入手していない

　地点がある場合は、その地点

　名を発表。

内容発表基準地震情報の種類
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【津波災害応急対策等】

・震度５弱以上 　　観測した各地の震度データ

推計震度分布図 　をもとに、１ｋｍ四方ごとに

　推計した震度（震度４以上）

　を図情報をして発表。

国外で発生した地震につい 　　地震の発生時刻や発生場所

遠地地震に関する情報 て以下のいずれかを満たし 　（震源）やその規模（マグニ

た場合等 　チュード）を概ね３０分以内

・マグニチュード7.0以上 　に発表。日本や外国への津波

・都市部など著しい被害 　の影響に関しても記述して発

が発生する可能性がある 　表。

地域で規模の大きな地震

を観測した場合

・顕著な地震の震源要素を 　　顕著な地震の震源要素更新

その他の情報 更新した場合や地震が多発 　のお知らせや地震が多発した

した場合など 　場合、震度１以上を観測した

　地震回数情報等を発表。

　　　ウ　地震活動に関する解説情報等

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

　　　　地方気象台等が関係地方公共団体、報道機関等に提供し、ホームページなどでも

　　　　発表している資料。

　　　・地震解説資料

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

　　　　当区域内で震度４以上の揺れを観測した時などに防災等に係る活動の利用に資す

　　　　るよう緊急地震速報、大津波警報・津波警報・注意注意報ならびに地震および津

　　　　波に関する情報や関連資料を編集した資料。

　　　・管内地震活動図及び週間地震概況

　　　　地震及び津波に係る災害予想図の作成その他の防災に係る関係者の活動を支援す

　　　　るために管区・地方気象台等で月毎または週ごとに作成する地震活動状況等に関

　　　　する資料。気象庁本庁、管区気象台及び沖縄気象台は週毎の資料を作成し（週間

　　　　地震概況）、毎週金曜日に発表している。

　　　エ　大津警報、津波警報、津波注意報の発表等

　　　　　　気象庁は、地震が発生した時は地震の規模や位置を即時に推定し、これらをも

　　　　　とに沿岸で予想される津波の高さを求め、津波による災害の発生が予想される場

　　　　　合には、地震が発生してから約３分を目標に大津波警報、津波警報または津波注

　　　　　意報（以下これらを「津波警報等」という）を発表する。なお、大津波警報につ

　　　　　いては、津波特別警報に位置づけられる。
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【津波災害応急対策等】

　　　　　　津波警報等とともに発表する予想される津波の高さは、通常は数値で発表する。

　　　　　ただし、地震の規模（マグニチュード）が８を超えるような巨大地震は地震の規

　　　　　模を数分内に精度よく推定することが困難であることから、推定した地震の規模

　　　　　が過小に見積もられているおそれがある場合は、予想される津波の高さを定性的

　　　　　表現で発表する。予想される津波の高さを定性的表現で発表した場合は、地震発

　　　　　生からおよそ１５分程度で求められる地震規模（モーメントマグニチュード）を

　　　　　もとに、予想される津波の高さを数値で示した更新報を発表する。

　　津波警報等の種類と発表される津波の高さ等

陸域に津波が及び浸水

予想される津波の するおそれがあるため、

高さが高いところ 沿岸部や川沿いにいる

で３ｍを超える場 人は、ただちに高台や

合 避難ビルなど安全な場

所へ避難する。

予想される津波の 警報が解除されるまで

高さが高いところ 安全な場所から離れな

で１ｍを超え、３ い。

ｍ以下の場合

陸域では避難の必要は

ない。海の中にいる人

はただちに海から上が

って、海岸から離れる。

海水浴や磯釣りは危険

なので行わない。

注意報が解除されるま

で海に入ったり海岸に

近付いたりしない。

※「津波の高さ」とは、津波によって潮位が高くなった時点における潮位と、その時点に津波がなかったとした場合の

　潮位との差であって、津波によって潮位が上昇した高さをいう。

津波警報等を見聞きし

場合の発表

巨大地震のの種類

津波警報等

１０ｍ＜高さ
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数値での

発表される津波の高さ

大津波警報

た場合にとるべき行動

発表

１０ｍ超

発表基準
津波の高さ予想の

区分

１０ｍ５ｍ＜高さ≦１０ｍ

津波警報

津波注意報

予想される津波の

のおそれがある場合

ｍ以下の場合であっ

　５ｍ

で0.2ｍを以上、1

高さが高いところ

巨大

（表記なし）１ｍ

て、津波による災害

0.2ｍ≦高さ≦１ｍ

３ｍ 高い１ｍ＜高さ≦３ｍ

３ｍ＜高さ≦５ｍ



【津波災害応急対策等】

　　　オ　津波警報等の留意事項等

　　　・沿岸に近い海域で大きな地震が発生した場合、津波警報等の発表が津波の襲来

　　　　に間に合わない場合がある。

　　　・津波警報等は、最新の地震・津波データの解析結果に基づき、内容を更新する

　　　　場合がある。

　　　・津波による被害のおそれがなくなったと認められる場合、津波警報等の解除を

　　　　行う。このうち、津波の観測状況等により、津波がさらに高くなる可能性は小

　　　　さいと判断した場合には、津波の高さが津波注意報の発表基準未満となる前に、

　　　　海面変動が継続することや留意事項を付して解除を行う場合がある。

　　　カ　津波情報の発表等

　　　　津波警報等を発表した場合には、津波の到達予想時刻や予想される津波の高さ

　　　などを津波情報で発表する。

　　津波情報の種類と発表内容

津波到達予想時刻・予想される 各津波予報区の津波の到達予想時刻や予想される

津波の高さに関する情報 津波の高さを５段階の数値（メートル単位）また

は２種類の定性的表現で発表

[発表される津波の高さの値は、第４章中（津波

警報等の種類と発表される津波の高さ等）参照]

各地の満潮時刻・津波到達予想 主な地点の満潮時刻や津波の到達予想時刻を発表

時刻に関する情報

津波観測に関する情報 沿岸で観測した津波の時刻や高さを発表（※１）

沖合の津波観測に関する情報 沖合で観測した津波の時刻や高さ、及び沖合の観

測値から推定される沿岸での津波の到達時刻や高

さを津波予報区単位で発表（※２）

津波に関するその他の情報 津波に関するその他必要な事項を発表

発表内容
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【津波災害応急対策等】

（※１）津波観測に関する情報の発表内容について

　・沿岸で観測された津波の第１波の到達時刻と押し引き、及びその時点における最大波

　　の観測時刻と高さを発表する。

　・最大波の観測値については、観測された津波の高さが低い段階で数値を発表すること

　　により避難を鈍らせるおそれがあるため、当該津波予報区において大津波警報または

　　津波警報が発表中であり観測された津波の高さが低い間は、数値ではなく「観測中」

　　の言葉で発表して、津波が到達中であることを伝える。

最大波の観測値の発表内容

観測された津波の高さ＞１ｍ

観測された津波の高さ≦１ｍ

観測された津波の高さ≧0.2ｍ

観測された津波の高さ＜0.2ｍ

（※２）沖合の津波観測に関する情報の発表内容について

　・沖合で観測された津波の第１波の観測時刻と押し引き、その時点における最大波の観

　　測時刻と高さを観測点ごとに、及びこれら沖合の観測値から推定される沿岸での推定

　　値（第１波の到達時刻、最大波の到達時刻と高さ）を津波予報区単位で発表する。

　・最大波の観測値及び推定値については、観測された津波の高さや推定される津波の高

　　さが低い段階で数値を発表することにより避難を鈍らせるおそれがあるため、当該津

　　波予報区において大津波警報または津波警報が発表中であり沿岸で推定される津波の

　　高さが低い間は、数値ではなく「観測中」（沖合での観測値）または「推定中」（沿

　　岸での推定値）の言葉で発表して、津波が到達中であることを伝える。

　・ただし、沿岸からの距離が100ｋｍを超えるような沖合の観測点では、予報区との対

　　応付けが困難となるため、沿岸での推定値は発表しない。また、観測値についても、

　　より沿岸に近く予報区との対応付けができている他の観測点で観測値や推定値が数値

　　で発表されるまでは「観測中」と発表する。

144

津波注意報
さい場合は「微弱」と表現）

「観測中」と発表

数値で発表

発表中の

津波警報等
発表基準 発表内容

津波警報

（すべて数値で発表）

大津波警報

数値で発表（津波の高さがごく小

「観測中」と発表

数値で発表



【津波災害応急対策等】

最大波の観測値及び推定値の発表内容（沿岸から100ｋｍ程度以内にある沖合の観測点）

沿岸で推定される津波の高さ＞３ｍ

沿岸で推定される津波の高さ≦３ｍ

沿岸で推定される津波の高さ＞１ｍ

沿岸で推定される津波の高さ≦１ｍ

　※沿岸からの距離が100ｋｍを超えるような沖合の観測点（推定値を発表しない観測点）での

　　最大波の観測値の発表基準は、以下のとおりである。

上記以外

（すべて数値に発表）

　　　キ　津波情報の留意事項等

　　　　①津波到達予想時刻・予想される津波の高さに関する情報

　　　　・津波到達予想時刻は、津波予報区のなかで最も早く津波が到達する時刻であ

　　　　　る。同じ予報区のなかでも場所によっては、この時刻よりも数十分、場合に

　　　　　よっては１時間以上遅れて津波が襲ってくることがある。

　　　　・津波の高さは、一般的に地形の影響等のため場所によって大きく異なること

　　　　　から、局所的に予想される津波の高さより高くなる場合がある。

　　　　②各地の満潮時刻・津波到達予想時刻に関する情報

　　　　・津波と満潮が重なると、潮位の高い状態に津波が重なり、被害がより大きく

　　　　　なる場合がある。
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発表基準
発表中の

発表内容
津波警報等

沖合での観測値、沿岸での推定値とも数値
で発表

沖合での観測値を「観測中」、沿岸での推
定値は「推定中」と発表

大津波警報

（すべて数値で発表）

沖合での観測値、沿岸での推定値とも数値
で発表

沖合での観測値を「観測中」、沿岸での推
定値は「推定中」と発表

沖合での観測値、沿岸での推定値とも数値
で発表

いずれかの津波予報
区で大津波警報また
は津波警報が発表中

沖合での観測値を数値で発表

沖合での観測値を数値で発表津波注警報のみ発表中

全国の警報等の

発表状況

より沿岸に近い他の沖合の観測点（沿
岸から100ｋｍ以内にある沖合の観測
点）において数値の発表基準に達した
場合

発表基準 発表内容

沖合での観測値を「観測中」と発表

津波警報

津波注意報



【津波災害応急対策等】

　　　　③津波観測に関する情報

　　　　・津波による潮位変化（第１波の到達）が観測されてから最大波が観測される

　　　　　までに数時間以上かかることがある。

　　　　・場所によっては、検潮所で観測した津波の高さよりも更に大きな津波が到達

　　　　　しているおそれがある。

　　　　④沖合の津波観測に関する情報

　　　　・津波の高さは、沖合での観測値に比べ、沿岸ではさらに高くなる。

　　　　・津波は非常に早く伝わり、「沖合の津波観測に関する情報」が発表されてか

　　　　　ら沿岸に津波が到達するまで５分とかからない場合もある。また、地震の発

　　　　　生場所によっては、情報の発表が津波の到達に間に合わない場合もある。

　　ク　津波予報

　　地震発生後、津波による災害が起こるおそれがない場合には、以下の内容を津波

　　予報で発表する。

　　津波情報の種類と発表内容

津波が予想されないとき 津波の心配なしの旨を発表

（地震情報に含めて発表）

0.2ｍ未満の海面変動が予想された 高いところでも0.2ｍ未満の海面変動のための

とき（津波に関するその他の情報 被害の心配はなく、特段の防災対応の必要が

に含めて発表） ない旨を発表

津波警報等の解除後も海面変動が 津波に伴う海面変動が観測されており、今後

継続するとき（津波に関するその も継続する可能性が高いため、海に入っての

他の情報に含めて発表） 作業や釣り、海水浴などに際しては十分な留

意が必要である旨を発表

発表基準 発表内容

津
波
予
報
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【津波災害応急対策等】

　　５．東海地震関係

　　　東海地震とは、静岡県中部から遠州灘周辺を震源域とし、いつ発生してもおかしく

　　ないと考えられているマグニチュード８クラスの巨大地震で、これまでの研究や観測

　　体制の構築から唯一予知の可能性のある地震である。気象庁は、関係機関の協力も得

　　て、地殻変動や地震等を24時間体制で監視し、異常なデータが観測された場合には

　　「東海地震に関連する情報」を、各情報が意味する危険度に応じた「カラーレベル」

　　を付し、お知らせする。

　　なお、前兆すべりが急激に進んだ場合や前兆すべりが小さい場合等には、直前予知

　　ができない場合もあるので、日ごろから東海地震への備えをしておくことが大切で

　　ある。

　　東海地震に関連する情報の種類

東海地震予知情報 東海地震が発生するおそれがあると認められ、「警

[カラーレベル 赤] 戒宣言」が発せられた場合

東海地震注意情報 観測された現象が東海地震の前兆現象である可能

[カラーレベル 黄] 性が高まったと認められた場合

観測データに通常とは異なる変化が観測され、そ

東海地震に関連す の変化の原因についての調査を行った場合

る調査情報

[カラーレベル 青]

毎月の定例の「判定会」で調査が行われ、「東海

地震」に直ちに結びつくような変化が観測されて

いないと判断された場合

各情報発表後、東海地震発生のおそれがなくなったと判断された場合は、その

旨が各情報で発表される。

　　６．市は、防災関係機関と連携し、津波に関する情報を迅速に収集するとともに、防災

　　　行政無線等あらゆる手段を用いて情報伝達を行う。

　　　①情報収集ツール

　　　　ア　全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）

　　　　イ　県防災システム

　　　　ウ　報道機関
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【津波災害応急対策等】

　　　②市民への周知内容

　　　　ア　発生した地震及び津波、今後の地震及び津波に関する情報

　　　　イ　避難勧告・指示、避難所に関する情報

　　　　ウ　その他、市民、事業所、海浜利用者等が急ぎとるべき措置に関する情報

　　　③伝達手段

　　　　ア　防災行政無線

　　　　イ　ＣＡＴＶ

　　　　ウ　市ホームページ

　　　　エ　広報車

　　　　オ　エリアメール

津波対応要領

津波到達前

①全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）、県防災ＦＡＸにより津波情報の受信

②防災無線による市民への周知（広報文例は下記のとおり）

③災害警戒（対策）本部の設置

④関係機関への連絡

○海水浴場へ連絡

○各支所、出張所へ警戒（対策）本部設置するよう連絡（注意報：警戒本部　警報：対策本部）

○県（警戒（対策）本部設置の連絡）、警察、海保、漁協へ連絡

⑤海岸線（海水浴場、公園等）の巡回（時間的余裕がある場合）

津波到達後

①防災無線による市民への周知（広報文例は下記のとおり）

②被害状況の確認

③被害発生の場合は第３章災害応急対策計画により行動する。被害がない場合は警戒（対策）

　本部を解散し、県へ報告する。
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【津波災害応急対策等】

市内海水浴場

市内漁業協同組合

149

海水浴場名

夜間（電話）電話

無

№ 地区

六方海水浴場 無

桟敷

小浦海水浴場 無

多郎島海水浴場 有

頓泊海水浴場 有

8

富江支所

9

10

岐宿

泊

奈留町

船廻

久賀島支所

椛島支所

5
丹奈

玉之浦町

6

7

玉之浦町

富江町

奈留町

岐宿町

貝津

三井楽町

玉之浦

高浜海水浴場 有

所在地組合名地区

五
島
ふ
く
え
漁
協

本所

奥浦支所

崎山支所

大浜支所

福江町1190-9

小泊町1-2

玉之浦

三井楽

蕨町598-3

伊福貴町1-3

福江町1190-9

玉之浦町大宝634

富江町富江357-1

岐宿町岐宿1257-4

玉之浦町玉之浦734-29

三井楽支所

岐宿支所

福江

富江

五
島
漁
協

岐宿

奥浦町2153-1

下崎山町302

74-5510

73-5247

73-6536

77-2111

78-2102

奈留 奈留町漁業共同組合

本所

玉之浦支所

大宝支所

参事

82-1121

指導部長

参事代行

奈留町浦1839-7 64-3115

87-2273

72-5105

73-0111

86-2121

87-2221

三井楽町浜ノ畔902-5 84-3121

64-3111
舅ヶ島海水浴場 無

宮の浜海水浴場 無

浜田海水浴場
82-1111

奈留支所

64-3111

奈留支所

87-2211

三井楽支所

84-3111

岐宿支所

87-2211

玉之浦支所

富江支所

問い合わせ先

2

3

4

浜町

平蔵町

86-1111土取

玉之浦支所

浜町

五島自動車株式会社（五島椿物産館）

73-5921

五島市管理課

72-6111

香珠子海水浴場 有

五島市管理課

72-6111

1 無大浜海水浴場



【津波災害応急対策等】

津波注意報、警報時の広報文例

防災無線

音声告知システム

広報車

漁協

海水浴場

150

電話連絡

「こちらは五島市総務課です。ただい
ま、津波警報が発表されました。波の
高さは○○ｍ、○時○分頃に到達する
もようです。遊泳を禁止し、速やかに
高台へ避難してください。

　「こちらは五島市総務課です。ただ
いま、津波警報が発表されました。波
の高さは○○ｍ、○時○分頃に到達す
るもようです。海岸付近の皆さんは直
ちに高台へ避難するよう指示しま
す。」

　「こちらは五島市総務課です。ただ
いま、津波警報が発表されました。波
の高さは○○ｍ、○時○分頃に到達す
るもようです。漁船へ至急連絡し、最
寄の港に寄港させてください。警報が
解除され次第、再度連絡いたしま
す。」

「こちらは五島市総務課です。ただい
ま、津波警報が発表されました。波の
高さは○○ｍ、○時○分頃に到達する
もようです。直ちに遊泳を禁止し、高
台へ避難させて下さい。警報が解除さ
れ次第、再度連絡いたします。

　「こちらは五島市総務課です。ただ
いま、津波警報が発表されました。波
の高さは○○ｍ、○時○分頃に到達す
るもようです。漁船へ至急連絡し、最
寄の港に寄港させてください。警報が
解除され次第、再度連絡いたしま
す。」

「こちらは五島市総務課です。ただい
ま、津波警報が発表されました。波の
高さは○○ｍ、○時○分頃に到達する
もようです。直ちに遊泳を禁止し、高
台へ避難するよう指示します。

「こちらは五島市総務課です。ただい
ま、津波警報が発表されました。波の
高さは○○ｍ、○時○分頃に到達する
もようです。遊泳を禁止し、速やかに
高台へ避難させて下さい。警報が解除
され次第、再度連絡いたします。

　「こちらは五島市総務課です。ただ
いま、津波注意報が発表されました。
波の高さは○○ｍ、○時○分頃に到達
するもようです。漁船へ至急連絡し、
注意を促してください。注意報が解除
され次第、再度連絡いたします。」

巡回広報

電話連絡

「こちらは五島市総務課です。ただい
ま、津波注意報が発表されました。波
の高さは○○ｍ、○時○分頃に到達す
るもようです。遊泳を禁止し、速やか
に高台へ避難してください。

「こちらは五島市総務課です。ただい
ま、津波注意報が発表されました。波
の高さは○○ｍ、○時○分頃に到達す
るもようです。遊泳を禁止し、速やか
に高台へ避難させて下さい。注意報が
解除され次第、再度連絡いたします。

　「こちらは五島市総務課です。ただ
いま、津波注意報が発表されました。
波の高さは○○ｍ、○時○分頃に到達
するもようです。海岸付近の皆さんは
十分注意してください。」

③大津波警報（避難指示）

3ｍ～1ｍ～3ｍ0.2ｍ～1ｍ

　「こちらは五島市総務課です。ただ
いま、津波警報が発表されました。波
の高さは○○ｍ、○時○分頃に到達す
るもようです。海岸付近の皆さんは速
やかに高台へ避難してください。」

①津波注意報（避難準備情報） ②津波警報（避難勧告）



【津波災害応急対策等】

第３節　協定締結等の推進　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　大規模災害時の人的、物的支援を円滑に受けるため、他自治体及び民間団体との協定締

　　結を推進する。

●協定締結状況

15 災害時における救援物資供給等の協力に関する協定 平成30年2月1日 株式会社　コスモス薬品

13 市内各高校との避難所施設利用に関する協定 平成29年3月24日 五島、五島海陽、五島南、奈留高校

14 災害復旧に関する協定 平成29年12月22日 九州電力株式会社　五島配電事業所
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五島テレビ

長崎県建設業協会五島支部

平井商事株式会社

福江商工会議所

ごとう農業協同組合

締結先

五島市商工会

㈱ドゥイング

新上五島町

災害時におけるＬＰガス供給に関する協定

大規模災害時の応援に関する協定

災害時における緊急放送に関する協定

長崎県ＬＰガス協会五島支部

九州地方整備局長崎港湾・空港整備事務所

福江ケーブルテレビ

災害時における救援物資供給等の協力に関する協定

災害時における救援物資供給等の協力に関する協定

災害時における救援物資供給等の協力に関する協定

平成21年3月2日

災害時における緊急放送に関する協定

大規模災害発生時における支援活動に関する協定

災害時における救援物資供給等の協力に関する協定

平成21年3月2日

平成21年3月2日

平成21年12月11日

平成21年3月2日

10

11

協定名称 締結年月日

平成25年7月4日

平成25年2月12日

平成24年12月6日

平成24年12月6日

災害時における救援物資供給等の協力に関する協定

6

7

8

9

2

3

4

5

平成21年3月2日

平成16年12月24日

番号

1 長崎県五島区域防災相互応援協定

12
災害発生時における五島市と五島市内郵便局の協力
に関する協定

平成27年12月15日 五島市内関係郵便局
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【津波災害予防等】

■第５章　津波災害予防等　　　　　　　　　　　　　　

第１節　津波防災啓発　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　津波からの減災のためには個人の避難行動が重要となるため、市は、津波の危険性や

　　津波警報・注意報、避難指示等の伝達方法、避難行動に関するチラシ、ハザードマップ

　　広報誌、ＨＰの活用等により日頃から地震、津波に対する知識の普及に努める。

第２節　防災訓練の実施　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　津波による被害を防止するため、迅速かつ確実な情報のもとで避難活動が行えるよう

　　市は、自主防災組織等の関係組織を含めた防災訓練を行うよう努める。

第３節　津波災害の防止事業　　　　　　　　　

（１）目的
　　津波による被害に対処するため、河川・海岸・漁港施設等の整備を図る。

　（２）方針

　　人口の集中した背後地をもつ、河川・海岸・港湾・漁港において、堤防等の施設高が

　予想される津波に対処できるように、津波防護岸の新設、かさ上げ、補強、防潮水門の

　設置等を実施する。

　　また、地震津波災害時に拠点的な機能を有する漁港（緊急物資・復旧用資材等の輸送

　を確保するため）として下記の施設を位置づける。

防災拠点漁港

生産拠点漁港
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1

久賀

椛島

嵯峨島

三井楽

富江

2

福江

伊福貴漁港

蕨漁港

6

7

3

4

5

地区名

久賀

貝津漁港

備考

福江港へ

福江港、相ノ浦港へ

相ノ浦港へ

嵯峨島漁港から

貝津漁港、荒川漁港、三井楽漁港へ

田ノ浦漁港

漁港名

嵯峨島漁港

地区名 漁港名 備考

黒島漁港

赤島漁港福江

8

水ノ浦

福江港へ

福江港へ

福江港へ黄島漁港

2 富江 倭寇漁港

1 岐宿
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別表１－１

計

3

2

1

2

4

6

3

4

4

3

32

　注）台風の中心が山口県、福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県のいずれかの気象官署等から
　　　　300km以内に入った場合。

別表１－２

風向 風速 風向 風速 降水量 降水量

（16方位） （m/s） （16方位） （m/s） （mm） （mm）

1 S62.8.31 南 31.3 S62.8.31 南 55.6 H17.9.10 432.5 S42.7.9 113.5

2 H3.7.29 南南西 26.9 S62.8.30 南 54.1 S60.6.28 326.0 H1.9.12 93.5

3 S53.9.15 南 26.6 H18.9.17 北 53.4 S49.5.18 310.5 H17.9.10 89.0

4 S62.8.30 南 26.5 H3.7.29 南 49.5 H23.11.18 290.5 S40.11.19 86.7

5 H18.9.17 北北西 26.0 H3.9.27 北北西 47.5 S62.7.19 280.5 H1.9.21 84.5

6 S45.8.14 北 25.2 S53.9.15 南 44.9 S47.6.11 280.0 H3.8.9 81.5

7 H3.9.27 北北西 24.7 H7.7.23 南南東 43.8 S38.8.21 268.2 H12.9.9 81.0

8 S51.7.19 北東 23.0 H14.8.31 南東 42.4 H18.9.17 261.5 H14.10.19 79.5

9 H7.7.23 南南東 22.4 S51.7.19 東北東 41.9 S47.7.12 255.5 S60.6.28 78.5

10 H24.9.17 南南東 22.3 H16.8.19 南 41.2 H3.9.27 254.5 H3.9.27 74.5

２０１６ 平成２８

２０１４ 平成２６

２０１５ 平成２７

（福江特別地域気象観測所）

【統計期間】 1962（昭和37）年5月～2017（平成29）年12月

日最大風速・風向 日最大瞬間風速・風向

風

４，５，１１

１３，１５

１８

４，９

１，２，６，１２

年月日年月日

１１，１６，１８

４，７，１０，１４，１６，１７

累年の極値・順位値表（風、降水量）

４，１７，２４

６，１１，１２，１５

合　　　　計

降　　水　　量

日降水量 日最大

１時間降水量
順
　
位

２０１０ 平成２２

年月日 年月日

２０１１ 平成２３

２０１３ 平成２５

２０１２ 平成２４

２００７

九州北部地方（山口県を含む）に上陸又は接近した台風（2007～2016年）

年 台　風　の　号　数

平成１９

８，１２，１８，１９

２００８ 平成２０

２００９ 平成２１
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別表２－１

1

2

3

4

5

6

7

8

別表２－２

9

別表２－３

10

11

12

別表２－４

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

154

福江

伊福貴町中尻久保・中ノ川上流民家横石垣 15

本窯町　　長山墓の下

伊福貴町中尻久保・中ノ川左岸民家裏石垣

150

25

福　　江 松山町・戸楽地区

10

石垣崩壊による家屋倒壊

石垣崩壊による家屋倒壊
椛　　島

崖崩れによる家屋倒壊

2 崖崩れによる家屋倒壊伊福貴町・祇園山民家裏

3

6

12

溢水による家屋浸水

堤防決壊による家屋浸水

富　江
堤防決壊による家屋浸水

松　　尾 ため池：松尾小作 117

700田　　尾 河川：田尾川（河口付近）

4

140

70

松　　尾 ため池：松尾大堤

農業用水路：東風泊

地　区

高 潮 危 険 区 域 （ 海 岸 ）

予想される被害

小地区
地　名　・　場　所

危　　険　　箇　　所

150

住家(戸)延長(m)

1

河川：後の川（大荒町） 120
福　江

危　　険　　箇　　所

地　名　・　場　所 延長(m) 住家(戸)

奈　留 泊 6

1,640 50黒　　瀬

6

地　区 小地区
地　名　・　場　所 延長(m) 住家(戸)

福　　江 溢水及び決壊による家屋浸水1,640

洪 水 ・ 水 害 危 険 区 域

貝　　津 河川：中尾川（江頭川） 550

溢水による家屋浸水

危　　険　　箇　　所

河川：山手川（黒瀬）

溢水による家屋浸水

予想される被害

増田町・日吉山県道分岐付近

20

予想される被害

三井楽町　八ノ川

地すべり・山（崖）くずれ危険箇所

護岸決壊による家屋浸水

福　江

三井楽 1

小地区

溢水による家屋浸水

山腹崩壊による家屋倒壊

№

№

№ 地　区

八の川

20

31

三井楽

大　　浜

久　　賀

奥　　浦

田ノ浦町・小向民家下

平蔵町・樫ノ浦天満宮南東斜面

増田町・日吉山海岸付近

田ノ浦町・民宿裏

富　江

大　　浜

5

石垣崩壊による家屋倒壊

崖崩れによる家屋倒壊

20

80

3

住家(戸)

崖崩れによる家屋倒壊

9

山腹崩壊による家屋倒壊

100

山腹崩壊による家屋倒壊

5

76

120 10

40

200

地すべり等による避難指導箇所

奥　　浦 奥浦町・堂崎教会付近 10 3

田　　尾

黒　　瀬

奥　　浦

山腹崩壊による家屋倒壊

崖崩れによる家屋倒壊

富江町田尾・宮ノ下

富江町黒瀬・江　尻 270

山腹崩壊による家屋倒壊150 4

6 山腹崩壊による家屋倒壊

№ 地　区 小地区
危　　険　　箇　　所

予想される被害
地　名　・　場　所 延長(m)

戸岐町・船隠戸岐小学校先民家裏

福　　江 河川：田部手川（松山町） 770 27 護岸の決壊による家屋浸水

山腹崩壊による家屋倒壊奥　　浦 平蔵町・東鍋内 80 1



25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

100

2 山腹崩壊による家屋倒壊

山腹崩壊による家屋倒壊

崖崩れによる家屋倒壊

1

20 山腹崩壊による家屋倒壊

2

崖崩れによる家屋倒壊

太　　田

山腹崩壊による家屋倒壊

富江町長峰・江　底

富江町長峰・尾ノ上 140

富江町長峰・平ノ山

山腹崩壊による家屋倒壊

2

20

法面崩壊による家屋倒壊

160

400小川原（消防車庫より東側）

山腹崩壊による家屋倒壊

1

10

山腹崩壊による家屋倒壊1

河務前小島

岩村栄子宅～岩村初枝宅裏山

泊 東風泊民家裏

岐　宿

川　　原 惣津越

川　　原 小川原

川　　原

川　　原

崖崩れによる家屋倒壊

180

崖崩れによる家屋倒壊6

10 山腹崩壊による家屋倒壊

10

115

50

山腹崩壊による家屋倒壊

玉之浦町玉之浦大の元・藤原哲俊宅裏

山腹崩壊による家屋倒壊

山腹崩壊による家屋倒壊

4

富江町松尾・立花

240

富江町長峰・石垣坂子 25

山腹崩壊による家屋倒壊

崖崩れによる家屋倒壊

山腹崩壊による家屋倒壊

玉之浦町布浦・中村岩助宅裏

2

5

3

80玉之浦町荒川（小物崎）　民家裏

小川原（字赤窄） 70

川　　原

玉之浦町玉之浦井持・永尾鉄伊宅裏

3

13

玉之浦

松　　尾

22

1

琴　　石

河　　務

山腹崩壊による家屋倒壊

山腹崩壊による家屋倒壊

山腹崩壊による家屋倒壊

黒　　瀬
90 4

玉之浦町布浦・中木宅近くの山

渕之元（辻本宅裏山）

玉之浦
玉之浦

玉之浦

200

12

布　　浦

布　　浦

玉之浦町玉之浦・井持（西方寺下）

荒　　川

15

45

10

320 2

4

40

1

20

7

200

奈　留

60 5

70

5

相の浦 月川宅裏山

浦 田岸・古木芳明宅裏

樫木山

地　区 小地区

山　　手
富江町山手・永　田

富江町山手・八舛田 35

富江町田尾・橋　向（A）

40富江町田尾・橋　向（B）

危　　険　　箇　　所

山腹崩壊による家屋倒壊

№

山腹崩壊による家屋倒壊

富　江

山腹崩壊による家屋倒壊

8

樫木山 岩村浅男宅裏山 50

山腹崩壊による家屋倒壊

山腹崩壊による家屋倒壊富江町黒瀬

住家(戸)

富江町長峰・小田池窄

田　　尾
3 山腹崩壊による家屋倒壊

予想される被害
地　名　・　場　所 延長(m)
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別表２－５

急傾斜地
面積　ha

人家
戸数

指定年月日
急傾斜地
面積　ha

人家
戸数

指定年月日

伊　福　貴 11.24 52 S46.3.23 井 持 1.50 19 S51.11.23

本 窯 （A） 2.40 51 S46.11.19 越 首 元 倉 1.50 34 S51.11.23

戸　　　岐 3.90 58 S46.11.19 大 ノ 元 0.13 17 S55.4.8

戸　岐　向 2.00 19 S51.2.27 西 平 1.80 22 S61.1.10

赤　　　瀬 1.20 8 S51.2.27 芝 浦 0.69 64 S61.11.28

伊福貴第２ 0.74 12 S52.3.8 東 平 0.31 21 S61.11.28

蕨 0.34 23 S59.1.20 東 平 1.02 10 H24.7.31

本　窯　（B） 0.34 13 S61.11.28 白 石 4.99 76 S46.11.19

久　　　　賀 0.90 10 H2.4.6 兵 在 形 1.20 31 H2.7.17

伊福貴祇園山 0.60 21 H6.12.9 渕 之 元 0.38 10 H3.11.1

戸　　　　楽 0.24 10 H18.3.17 古 道 1.83 19 H9.4.25

登 立 0.43 10 S63.1.12 大 川 原 0.82 11 H9.4.25

太 田 0.46 8 H13.4.13 浦　　　　向 1.00 20 S57.10.1

浦 中 0.83 30 H14.7.23 柿　　　　浦 0.50 45 H2.1.19

池　島　泊 0.20 14 H10.1.16

小　　　　池 0.60 12 H14.8.9

奈

留

富

江

急傾斜地崩壊危険区域（指定）状況

指定区域の名称 指定区域の名称

福

江

玉

之

浦

岐

宿
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別表２－６

Ｈ29.1.27時点

土砂災害（特別）警戒区域指定状況

土石流 288 269計

２６年度指定完了
土石流 3

計 841 813

145 126

急傾斜地の崩壊 553 544

岐宿
急傾斜地の崩壊 262 250

２８年度指定完了
土石流

71 61

三井楽
急傾斜地の崩壊 1 1

3

２７年度指定完了
土石流 36 36

玉之浦
急傾斜地の崩壊 164 161

２６年度指定完了
土石流

土石流 33 43

富江
急傾斜地の崩壊 76 74

地区 種別 警戒区域 特別警戒区域 備考

福江
急傾斜地の崩壊 50 58 ３０年度指定

完了予定

土石流 288 269

合計 841 813

種別 警戒区域 特別警戒区域 備考

急傾斜地の崩壊 553 544
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福江

種別 警戒区域 特別警戒区域 備考
急傾斜 50 58
土石流 33 43
合計 83 101

箇所番号 所在地
土砂災害の発生
原因となる自然
現象の種類

区域の種別 告示年月日

1 五島(福江)-(急)-1009 五島市浜町 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成29年1月27日

2 五島(福江)-(急)-1010 五島市浜町 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成29年1月27日

3 五島(福江)-(急)-1011 五島市浜町 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成29年1月27日

4 五島(福江)-(急)-1015 五島市浜町 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成29年1月27日

5 五島(福江)-(急)-1016 五島市浜町 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成29年1月27日

6 五島(福江)-(急)-1019 五島市浜町 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成29年1月27日

7 五島(福江)-(急)-1020 五島市浜町 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成29年1月27日

8 五島(福江)-(急)-1022 五島市浜町 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成29年1月27日

9 五島(福江)-(急)-1023 五島市浜町 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成29年1月27日

10 五島(福江)-(急)-1024 五島市増田町 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成29年1月27日

11 五島(福江)-(急)-1025 五島市増田町 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成29年1月27日

12 五島(福江)-(急)-1025-2 五島市増田町 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成29年1月27日

13 五島(福江)-(急)-1025-3 五島市増田町 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成29年1月27日

14 五島(福江)-(急)-1026 五島市増田町 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成29年1月27日

15 五島(福江)-(急)-1029 五島市増田町 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成29年1月27日

16 五島(福江)-(急)-1030 五島市増田町 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成29年1月27日

17 五島(福江)-(急)-1031 五島市増田町 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成29年1月27日

18 五島(福江)-(急)-1033 五島市増田町 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成29年1月27日

19 五島(福江)-(急)-1034 五島市増田町 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成29年1月27日

20 五島(福江)-(急)-1034-2 五島市増田町 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成29年1月27日

21 五島(福江)-(急)-1058 五島市吉田町 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成29年1月27日

22 五島(福江)-(急)-1069 五島市増田町 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成29年1月27日

23 五島(福江)-(急)-1070 五島市増田町 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成29年1月27日

24 五島(福江)-(急)-1072 五島市堤町 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成29年1月27日

25 五島(福江)-(急)-1074 五島市吉田町 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成29年1月27日

26 五島(福江)-(急)-1075 五島市吉田町 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成29年1月27日

27 五島(福江)-(急)-1079 五島市吉田町 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成29年1月27日

28 五島(福江)-(急)-1080 五島市吉田町 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成29年1月27日

29 五島(福江)-(急)-831 五島市吉田町 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成29年1月27日

30 五島(福江)-(急)-832 五島市吉田町 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成29年1月27日

31 五島(福江)-(急)-848 五島市吉田町 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成29年1月27日

32 五島(福江)-(急)-850 五島市吉田町 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成29年1月27日

33 五島(福江)-(急)-851 五島市吉田町 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成29年1月27日

34 五島(福江)-(急)-853 五島市吉田町 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成29年1月27日

35 五島(福江)-(急)-853-2 五島市吉田町 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成29年1月27日

36 五島(福江)-(急)-853-3 五島市吉田町 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成29年1月27日

37 五島(福江)-(急)-857 五島市吉田町 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成29年1月27日

38 五島(福江)-(急)-858 五島市吉田町 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成29年1月27日

39 五島(福江)-(急)-951 五島市野々切町 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成29年1月27日

40 五島(福江)-(急)-954 五島市野々切町 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成29年1月27日

41 五島(福江)-(急)-957 五島市野々切町 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成29年1月27日

42 五島(福江)-(急)-961 五島市野々切町 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成29年1月27日

43 五島(福江)-(急)-975 五島市小泊町 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成29年1月27日

44 五島(福江)-(急)-976 五島市小泊町 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成29年1月27日

45 五島(福江)-(急)-977 五島市小泊町 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成29年1月27日
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箇所番号 所在地
土砂災害の発生
原因となる自然
現象の種類

区域の種別 告示年月日

46 五島(福江)-(急)-978 五島市野々切町 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成29年1月27日

47 五島(福江)-(急)-979 五島市堤町 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成29年1月27日

48 五島(福江)-(急)-980 五島市堤町 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成29年1月27日

49 五島(福江)-(急)-983 五島市高田町 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成29年1月27日

50 五島(福江)-(急)-994 五島市高田町 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成29年1月27日

1 五島(福江)-(土)-362 五島市吉田町 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成29年1月27日

2 五島(福江)-(土)-363 五島市吉田町 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成29年1月27日

3 五島(福江)-(土)-365 五島市吉田町 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成29年1月27日

4 五島(福江)-(土)-366 五島市堤町 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成29年1月27日

5 五島(福江)-(土)-367 五島市高田町 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成29年1月27日

6 五島(福江)-(土)-369 五島市高田町 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成29年1月27日

7 五島(福江)-(土)-370 五島市高田町 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成29年1月27日

8 五島(福江)-(土)-371 五島市高田町 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成29年1月27日

9 五島(福江)-(土)-375 五島市増田町 土石流 警戒区域 平成29年1月27日

10 五島(福江)-(土)-377 五島市増田町 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成29年1月27日

11 五島(福江)-(土)-378 五島市増田町 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成29年1月27日

12 五島(福江)-(土)-379 五島市増田町 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成29年1月27日

13 五島(福江)-(土)-380 五島市増田町 土石流 警戒区域 平成29年1月27日

14 五島(福江)-(土)-400 五島市吉田町 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成29年1月27日

15 五島(福江)-(土)-401 五島市吉田町 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成29年1月27日

16 五島(福江)-(土)-402 五島市吉田町 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成29年1月27日

17 五島(福江)-(土)-413 五島市吉田町 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成29年1月27日

18 五島(福江)-(土)-415 五島市吉田町 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成29年1月27日

19 五島(福江)-(土)-416 五島市吉田町 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成29年1月27日

20 五島(福江)-(土)-417 五島市吉田町 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成29年1月27日

21 五島(福江)-(土)-432 五島市吉田町 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成29年1月27日

22 五島(福江)-(土)-436 五島市吉田町 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成29年1月27日

23 五島(福江)-(土)-437 五島市吉田町 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成29年1月27日

24 五島(福江)-(土)-438 五島市吉田町 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成29年1月27日

25 五島(福江)-(土)-439 五島市吉田町 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成29年1月27日

26 五島(福江)-(土)-440 五島市吉田町 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成29年1月27日

27 五島(福江)-(土)-442 五島市堤町 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成29年1月27日

28 五島(福江)-(土)-443 五島市堤町 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成29年1月27日

29 五島(福江)-(土)-443-2 五島市堤町 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成29年1月27日

30 五島(福江)-(土)-443-3 五島市堤町 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成29年1月27日

31 五島(福江)-(土)-444 五島市堤町 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成29年1月27日

32 五島(福江)-(土)-445 五島市堤町 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成29年1月27日

33 五島(福江)-(土)-447 五島市堤町 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成29年1月27日
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富江

種別 警戒区域 特別警戒区域 備考
急傾斜 76 74
土石流 36 36
合計 112 110

箇所番号 所在地
土砂災害の発生
原因となる自然
現象の種類

区域の種別 告示年月日

1 五島(富江)-(急)-001 五島市富江町繁敷 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

2 五島(富江)-(急)-003 五島市富江町繁敷 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

3 五島(富江)-(急)-004 五島市富江町繁敷 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

4 五島(富江)-(急)-005 五島市富江町繁敷 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

5 五島(富江)-(急)-007 五島市富江町繁敷 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

6 五島(富江)-(急)-011 五島市富江町田尾 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

7 五島(富江)-(急)-011-2 五島市富江町田尾 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

8 五島(富江)-(急)-014 五島市富江町田尾 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

9 五島(富江)-(急)-019 五島市富江町田尾 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

10 五島(富江)-(急)-020 五島市富江町田尾 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

11 五島(富江)-(急)-021 五島市富江町田尾 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

12 五島(富江)-(急)-021-2 五島市富江町田尾 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

13 五島(富江)-(急)-022 五島市富江町田尾 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

14 五島(富江)-(急)-023 五島市富江町田尾 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

15 五島(富江)-(急)-026 五島市富江町松尾 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

16 五島(富江)-(急)-027 五島市富江町松尾 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

17 五島(富江)-(急)-028 五島市富江町松尾 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成27年3月27日

18 五島(富江)-(急)-028-4 五島市富江町松尾 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

19 五島(富江)-(急)-028-5 五島市富江町松尾 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

20 五島(富江)-(急)-029 五島市富江町山手 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成27年3月27日

21 五島(富江)-(急)-031 五島市富江町松尾 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成27年3月27日

22 五島(富江)-(急)-033 五島市富江町松尾 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成27年3月27日

23 五島(富江)-(急)-034 五島市富江町松尾 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成27年3月27日

24 五島(富江)-(急)-036 五島市富江町山手 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成27年3月27日

25 五島(富江)-(急)-037 五島市富江町長峰 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成27年3月27日

26 五島(富江)-(急)-038 五島市富江町長峰 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成27年3月27日

27 五島(富江)-(急)-039 五島市富江町長峰 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成27年3月27日

28 五島(富江)-(急)-040 五島市富江町松尾 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成27年3月27日

29 五島(富江)-(急)-041 五島市富江町長峰 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成27年3月27日

30 五島(富江)-(急)-042 五島市富江町長峰 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成27年3月27日

31 五島(富江)-(急)-043 五島市富江町長峰 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成27年3月27日

32 五島(富江)-(急)-044 五島市富江町長峰 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成27年3月27日

33 五島(富江)-(急)-045 五島市富江町長峰 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成27年3月27日

34 五島(富江)-(急)-047 五島市富江町職人 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成27年3月27日

35 五島(富江)-(急)-049 五島市富江町職人 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成27年3月27日

36 五島(富江)-(急)-051 五島市富江町長峰 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成27年3月27日

37 五島(富江)-(急)-052 五島市富江町黒瀬 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成27年3月27日

38 五島(富江)-(急)-053 五島市富江町黒瀬 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成27年3月27日

39 五島(富江)-(急)-054 五島市富江町黒瀬 急傾斜地の崩壊 警戒区域 平成27年3月27日

40 五島(富江)-(急)-055 五島市富江町黒瀬 急傾斜地の崩壊 警戒区域 平成27年3月27日

41 五島(富江)-(急)-056 五島市富江町黒瀬 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成27年3月27日

42 五島(富江)-(急)-057 五島市富江町黒瀬 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成27年3月27日

43 五島(富江)-(急)-058 五島市富江町岳 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成27年3月27日

44 五島(富江)-(急)-059 五島市富江町黒瀬 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成27年3月27日

45 五島(富江)-(急)-063 五島市富江町繁敷 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成27年3月27日
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現象の種類

区域の種別 告示年月日

46 五島(富江)-(急)-066 五島市富江町長峰 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成27年3月27日

47 五島(富江)-(急)-087 五島市富江町長峰 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成27年3月27日

48 五島(富江)-(急)-090 五島市富江町山手 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成27年3月27日

49 五島(富江)-(急)-091 五島市富江町山手 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成27年3月27日

50 五島(富江)-(急)-092 五島市富江町山手 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成27年3月27日

51 五島(富江)-(急)-095 五島市富江町松尾 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成27年3月27日

52 五島(富江)-(急)-096 五島市富江町松尾 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成27年3月27日

53 五島(富江)-(急)-098 五島市富江町松尾 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成27年3月27日

54 五島(富江)-(急)-100 五島市富江町岳 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成27年3月27日

55 五島(富江)-(急)-104 五島市富江町繁敷 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

56 五島(富江)-(急)-105 五島市富江町繁敷 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

57 五島(富江)-(急)-108 五島市富江町繁敷 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

58 五島(富江)-(急)-110 五島市富江町繁敷 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

59 五島(富江)-(急)-112 五島市富江町繁敷 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

60 五島(富江)-(急)-114 五島市富江町繁敷 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

61 五島(富江)-(急)-117 五島市富江町繁敷 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

62 五島(富江)-(急)-134 五島市富江町田尾 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

63 五島(富江)-(急)-138 五島市富江町田尾 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

64 五島(富江)-(急)-140 五島市富江町田尾 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

65 五島(富江)-(急)-141 五島市富江町田尾 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

66 五島(富江)-(急)-144 五島市富江町田尾 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

67 五島(富江)-(急)-153 五島市富江町松尾 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

68 五島(富江)-(急)-154 五島市富江町松尾 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

69 五島(富江)-(急)-156 五島市富江町松尾 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

70 五島(富江)-(急)-158 五島市富江町田尾 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

71 五島(富江)-(急)-159 五島市富江町田尾 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

72 五島(富江)-(急)-160 五島市富江町田尾 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

73 五島(富江)-(急)-161 五島市富江町田尾 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

74 五島(富江)-(急)-162 五島市富江町田尾 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

75 五島(富江)-(急)-164 五島市富江町松尾 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

76 五島(富江)-(急)-165 五島市富江町松尾 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

1 五島(富江)-(土)-003 五島市富江町繁敷 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

2 五島(富江)-(土)-004 五島市富江町繁敷 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

3 五島(富江)-(土)-005 五島市富江町繁敷 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

4 五島(富江)-(土)-006 五島市富江町繁敷 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

5 五島(富江)-(土)-007 五島市富江町繁敷 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

6 五島(富江)-(土)-008 五島市富江町繁敷 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

7 五島(富江)-(土)-009 五島市富江町繁敷 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

8 五島(富江)-(土)-012 五島市富江町繁敷 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

9 五島(富江)-(土)-013 五島市富江町繁敷 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

10 五島(富江)-(土)-022 五島市富江町田尾 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

11 五島(富江)-(土)-028 五島市富江町田尾 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

12 五島(富江)-(土)-032 五島市富江町田尾 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

13 五島(富江)-(土)-035 五島市富江町松尾 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

14 五島(富江)-(土)-036 五島市富江町松尾 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

15 五島(富江)-(土)-037 五島市富江町松尾 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

16 五島(富江)-(土)-039 五島市富江町松尾 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

17 五島(富江)-(土)-040 五島市富江町松尾 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

18 五島(富江)-(土)-041 五島市富江町松尾 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成27年3月27日

19 五島(富江)-(土)-042 五島市富江町松尾 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

20 五島(富江)-(土)-043 五島市富江町松尾 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日
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21 五島(富江)-(土)-046 五島市富江町長峰 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成27年3月27日

22 五島(富江)-(土)-047 五島市富江町長峰 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成27年3月27日

23 五島(富江)-(土)-048 五島市富江町山手 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成27年3月27日

24 五島(富江)-(土)-049 五島市富江町松尾 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成27年3月27日

25 五島(富江)-(土)-051 五島市富江町長峰 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成27年3月27日

26 五島(富江)-(土)-052 五島市富江町長峰 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成27年3月27日

27 五島(富江)-(土)-053 五島市富江町長峰 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成27年3月27日

28 五島(富江)-(土)-055 五島市富江町長峰 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成27年3月27日

29 五島(富江)-(土)-058 五島市富江町長峰 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成27年3月27日

30 五島(富江)-(土)-059 五島市富江町長峰 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成27年3月27日

31 五島(富江)-(土)-060 五島市富江町山手 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成27年3月27日

32 五島(富江)-(土)-061 五島市富江町長峰 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成27年3月27日

33 五島(富江)-(土)-062 五島市富江町長峰 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成27年3月27日

34 五島(富江)-(土)-063 五島市富江町長峰 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成27年3月27日

35 五島(富江)-(土)-064 五島市富江町繁敷 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

36 五島(富江)-(土)-067 五島市富江町松尾 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日
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玉之浦

種別 警戒区域 特別警戒区域 備考
急傾斜 164 161
土石流 71 61
合計 235 222

箇所番号 所在地
土砂災害の発生
原因となる自然
現象の種類

区域の種別 告示年月日

1 五島(玉之浦)-(急)-001 五島市玉之浦町丹奈 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成25年11月5日

2 五島(玉之浦)-(急)-002 五島市玉之浦町丹奈 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成25年11月5日

3 五島(玉之浦)-(急)-003 五島市玉之浦町荒川 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成25年11月5日

4 五島(玉之浦)-(急)-004 五島市玉之浦町荒川 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成25年11月5日

5 五島(玉之浦)-(急)-005 五島市玉之浦町荒川 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成25年11月5日

6 五島(玉之浦)-(急)-006 五島市玉之浦町荒川 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成25年11月5日

7 五島(玉之浦)-(急)-007 五島市玉之浦町荒川 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成25年11月5日

8 五島(玉之浦)-(急)-008 五島市玉之浦町荒川 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成25年11月5日

9 五島(玉之浦)-(急)-009 五島市玉之浦町荒川 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成25年11月5日

10 五島(玉之浦)-(急)-010 五島市玉之浦町荒川 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成25年11月5日

11 五島(玉之浦)-(急)-011 五島市玉之浦町布浦 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成25年11月5日

12 五島(玉之浦)-(急)-012 五島市玉之浦町布浦 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成25年11月5日

13 五島(玉之浦)-(急)-013 五島市玉之浦町布浦 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成25年11月5日

14 五島(玉之浦)-(急)-014 五島市玉之浦町上の平 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成27年3月27日

15 五島(玉之浦)-(急)-015 五島市玉之浦町上の平 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成27年3月27日

16 五島(玉之浦)-(急)-017 五島市玉之浦町玉之浦 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成25年11月5日

17 五島(玉之浦)-(急)-018 五島市玉之浦町玉之浦 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成25年11月5日

18 五島(玉之浦)-(急)-019 五島市玉之浦町上の平 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成27年3月27日

19 五島(玉之浦)-(急)-020 五島市玉之浦町上の平 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成27年3月27日

20 五島(玉之浦)-(急)-021 五島市玉之浦町玉之浦 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成25年11月5日

21 五島(玉之浦)-(急)-022 五島市玉之浦町玉之浦 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成25年11月5日

22 五島(玉之浦)-(急)-024 五島市玉之浦町玉之浦 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成25年11月5日

23 五島(玉之浦)-(急)-025 五島市玉之浦町玉之浦 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成25年11月5日

24 五島(玉之浦)-(急)-027 五島市玉之浦町上の平 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成27年3月27日

25 五島(玉之浦)-(急)-029 五島市玉之浦町玉之浦 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成25年11月5日

26 五島(玉之浦)-(急)-030 五島市玉之浦町上の平 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成27年3月27日

27 五島(玉之浦)-(急)-031 五島市玉之浦町玉之浦 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成25年11月5日

28 五島(玉之浦)-(急)-032 五島市玉之浦町玉之浦 急傾斜地の崩壊 警戒区域 平成25年11月5日

29 五島(玉之浦)-(急)-033 五島市玉之浦町中須 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成27年3月27日

30 五島(玉之浦)-(急)-034 五島市玉之浦町玉之浦 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成25年11月5日

31 五島(玉之浦)-(急)-035 五島市玉之浦町中須 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成27年3月27日

32 五島(玉之浦)-(急)-036 五島市玉之浦町玉之浦 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成25年11月5日

33 五島(玉之浦)-(急)-037 五島市玉之浦町玉之浦 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成25年11月5日

34 五島(玉之浦)-(急)-038 五島市玉之浦町玉之浦 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成25年11月5日

35 五島(玉之浦)-(急)-039 五島市玉之浦町玉之浦 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成25年11月5日

36 五島(玉之浦)-(急)-041 五島市玉之浦町玉之浦 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成25年11月5日

37 五島(玉之浦)-(急)-042 五島市玉之浦町玉之浦 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成25年11月5日

38 五島(玉之浦)-(急)-043 五島市玉之浦町中須 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成27年3月27日

39 五島(玉之浦)-(急)-044 五島市玉之浦町玉之浦 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成25年11月5日

40 五島(玉之浦)-(急)-045 五島市玉之浦町玉之浦 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成25年11月5日

41 五島(玉之浦)-(急)-046 五島市玉之浦町中須 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成27年3月27日

42 五島(玉之浦)-(急)-047 五島市玉之浦町玉之浦 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成25年11月5日

43 五島(玉之浦)-(急)-048 五島市玉之浦町玉之浦 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成25年11月5日

44 五島(玉之浦)-(急)-049 五島市玉之浦町小川 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成27年3月27日

45 五島(玉之浦)-(急)-050 五島市玉之浦町大宝 急傾斜地の崩壊 警戒区域 平成25年11月5日
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46 五島(玉之浦)-(急)-051 五島市玉之浦町大宝 急傾斜地の崩壊 警戒区域 平成25年11月5日

47 五島(玉之浦)-(急)-052 五島市玉之浦町頓泊 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成25年11月5日

48 五島(玉之浦)-(急)-053 五島市玉之浦町丹奈 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成25年11月5日

49 五島(玉之浦)-(急)-056 五島市玉之浦町荒川 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成25年11月5日

50 五島(玉之浦)-(急)-057 五島市玉之浦町荒川 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成25年11月5日

51 五島(玉之浦)-(急)-058 五島市玉之浦町布浦 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成25年11月5日

52 五島(玉之浦)-(急)-059 五島市玉之浦町布浦 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成25年11月5日

53 五島(玉之浦)-(急)-060 五島市玉之浦町布浦 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成25年11月5日

54 五島(玉之浦)-(急)-061 五島市玉之浦町布浦 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成25年11月5日

55 五島(玉之浦)-(急)-062 五島市玉之浦町布浦 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成25年11月5日

56 五島(玉之浦)-(急)-063 五島市玉之浦町布浦 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成25年11月5日

57 五島(玉之浦)-(急)-064 五島市玉之浦町布浦 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成25年11月5日

58 五島(玉之浦)-(急)-065 五島市玉之浦町玉之浦 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成25年11月5日

59 五島(玉之浦)-(急)-066 五島市玉之浦町玉之浦 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成25年11月5日

60 五島(玉之浦)-(急)-067 五島市玉之浦町玉之浦 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成25年11月5日

61 五島(玉之浦)-(急)-068 五島市玉之浦町玉之浦 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成25年11月5日

62 五島(玉之浦)-(急)-069 五島市玉之浦町玉之浦 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成25年11月5日

63 五島(玉之浦)-(急)-070 五島市玉之浦町大宝 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成25年11月5日

64 五島(玉之浦)-(急)-071 五島市玉之浦町大宝 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成25年11月5日

65 五島(玉之浦)-(急)-073 五島市玉之浦町頓泊 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成25年11月5日

66 五島(玉之浦)-(急)-074 五島市玉之浦町頓泊 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成25年11月5日

67 五島(玉之浦)-(急)-075 五島市玉之浦町丹奈 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成25年11月5日

68 五島(玉之浦)-(急)-076 五島市玉之浦町丹奈 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成25年11月5日

69 五島(玉之浦)-(急)-077 五島市玉之浦町丹奈 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成25年11月5日

70 五島(玉之浦)-(急)-078 五島市玉之浦町丹奈 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成25年11月5日

71 五島(玉之浦)-(急)-079 五島市玉之浦町丹奈 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成25年11月5日

72 五島(玉之浦)-(急)-080 五島市玉之浦町丹奈 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成25年11月5日

73 五島(玉之浦)-(急)-081 五島市玉之浦町丹奈 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成25年11月5日

74 五島(玉之浦)-(急)-083 五島市玉之浦町荒川 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成25年11月5日

75 五島(玉之浦)-(急)-084 五島市玉之浦町荒川 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成25年11月5日

76 五島(玉之浦)-(急)-085 五島市玉之浦町荒川 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成25年11月5日

77 五島(玉之浦)-(急)-086 五島市玉之浦町荒川 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成25年11月5日

78 五島(玉之浦)-(急)-087 五島市玉之浦町荒川 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成25年11月5日

79 五島(玉之浦)-(急)-088 五島市玉之浦町荒川 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成25年11月5日

80 五島(玉之浦)-(急)-089 五島市玉之浦町荒川 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成25年11月5日

81 五島(玉之浦)-(急)-090 五島市玉之浦町荒川 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成25年11月5日

82 五島(玉之浦)-(急)-091 五島市玉之浦町荒川 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成25年11月5日

83 五島(玉之浦)-(急)-092 五島市玉之浦町荒川 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成25年11月5日

84 五島(玉之浦)-(急)-093 五島市玉之浦町布浦 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成25年11月5日

85 五島(玉之浦)-(急)-094 五島市玉之浦町布浦 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成25年11月5日

86 五島(玉之浦)-(急)-095 五島市玉之浦町布浦 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成25年11月5日

87 五島(玉之浦)-(急)-096 五島市玉之浦町布浦 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成25年11月5日

88 五島(玉之浦)-(急)-097 五島市玉之浦町布浦 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成25年11月5日

89 五島(玉之浦)-(急)-098 五島市玉之浦町布浦 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成25年11月5日

90 五島(玉之浦)-(急)-099 五島市玉之浦町布浦 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成25年11月5日

91 五島(玉之浦)-(急)-100 五島市玉之浦町布浦 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成25年11月5日

92 五島(玉之浦)-(急)-101 五島市玉之浦町布浦 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成25年11月5日

93 五島(玉之浦)-(急)-102 五島市玉之浦町布浦 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成25年11月5日

94 五島(玉之浦)-(急)-103 五島市玉之浦町布浦 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成25年11月5日

95 五島(玉之浦)-(急)-104 五島市玉之浦町布浦 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成25年11月5日

96 五島(玉之浦)-(急)-105 五島市玉之浦町玉之浦 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成25年11月5日
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97 五島(玉之浦)-(急)-106 五島市玉之浦町玉之浦 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成25年11月5日

98 五島(玉之浦)-(急)-107 五島市玉之浦町玉之浦 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成25年11月5日

99 五島(玉之浦)-(急)-108 五島市玉之浦町玉之浦 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成25年11月5日

100 五島(玉之浦)-(急)-109 五島市玉之浦町玉之浦 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成25年11月5日

101 五島(玉之浦)-(急)-111 五島市玉之浦町玉之浦 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成25年11月5日

102 五島(玉之浦)-(急)-112 五島市玉之浦町玉之浦 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成25年11月5日

103 五島(玉之浦)-(急)-113 五島市玉之浦町玉之浦 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成25年11月5日

104 五島(玉之浦)-(急)-114 五島市玉之浦町玉之浦 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成25年11月5日

105 五島(玉之浦)-(急)-115 五島市玉之浦町玉之浦 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成25年11月5日

106 五島(玉之浦)-(急)-116 五島市玉之浦町玉之浦 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成25年11月5日

107 五島(玉之浦)-(急)-117 五島市玉之浦町玉之浦 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成25年11月5日

108 五島(玉之浦)-(急)-118 五島市玉之浦町玉之浦 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成25年11月5日

109 五島(玉之浦)-(急)-119 五島市玉之浦町玉之浦 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成25年11月5日

110 五島(玉之浦)-(急)-120 五島市玉之浦町玉之浦 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成25年11月5日

111 五島(玉之浦)-(急)-122 五島市玉之浦町玉之浦 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成25年11月5日

112 五島(玉之浦)-(急)-123 五島市玉之浦町玉之浦 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成25年11月5日

113 五島(玉之浦)-(急)-125 五島市玉之浦町玉之浦 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成25年11月5日

114 五島(玉之浦)-(急)-126 五島市玉之浦町玉之浦 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成25年11月5日

115 五島(玉之浦)-(急)-127 五島市玉之浦町玉之浦 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成25年11月5日

116 五島(玉之浦)-(急)-128 五島市玉之浦町玉之浦 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成25年11月5日

117 五島(玉之浦)-(急)-129 五島市玉之浦町玉之浦 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成25年11月5日

118 五島(玉之浦)-(急)-131 五島市玉之浦町玉之浦 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成25年11月5日

119 五島(玉之浦)-(急)-133 五島市玉之浦町玉之浦 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成25年11月5日

120 五島(玉之浦)-(急)-134 五島市玉之浦町玉之浦 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成25年11月5日

121 五島(玉之浦)-(急)-136 五島市玉之浦町玉之浦 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成25年11月5日

122 五島(玉之浦)-(急)-137 五島市玉之浦町玉之浦 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成25年11月5日

123 五島(玉之浦)-(急)-139 五島市玉之浦町大宝 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成25年11月5日

124 五島(玉之浦)-(急)-140 五島市玉之浦町布浦 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成27年3月27日

125 五島(玉之浦)-(急)-141 五島市玉之浦町布浦 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成27年3月27日

126 五島(玉之浦)-(急)-142 五島市玉之浦町布浦 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成27年3月27日

127 五島(玉之浦)-(急)-143 五島市玉之浦町中須 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成27年3月27日

128 五島(玉之浦)-(急)-144 五島市玉之浦町中須 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成27年3月27日

129 五島(玉之浦)-(急)-145 五島市玉之浦町中須 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成27年3月27日

130 五島(玉之浦)-(急)-146 五島市玉之浦町中須 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成27年3月27日

131 五島(玉之浦)-(急)-147 五島市玉之浦町中須 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成27年3月27日

132 五島(玉之浦)-(急)-148 五島市玉之浦町中須 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成27年3月27日

133 五島(玉之浦)-(急)-149 五島市玉之浦町中須 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成27年3月27日

134 五島(玉之浦)-(急)-150 五島市玉之浦町中須 急傾斜地の崩壊 警戒区域 平成27年3月27日

135 五島(玉之浦)-(急)-152 五島市玉之浦町中須 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成27年3月27日

136 五島(玉之浦)-(急)-154 五島市玉之浦町中須 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成27年3月27日

137 五島(玉之浦)-(急)-155 五島市玉之浦町中須 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成27年3月27日

138 五島(玉之浦)-(急)-156 五島市玉之浦町中須 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成27年3月27日

139 五島(玉之浦)-(急)-157 五島市玉之浦町中須 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成27年3月27日

140 五島(玉之浦)-(急)-158 五島市玉之浦町中須 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成27年3月27日

141 五島(玉之浦)-(急)-159 五島市玉之浦町中須 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成27年3月27日

142 五島(玉之浦)-(急)-160 五島市玉之浦町中須 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成27年3月27日

143 五島(玉之浦)-(急)-161 五島市玉之浦町中須 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成27年3月27日

144 五島(玉之浦)-(急)-162 五島市玉之浦町中須 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成27年3月27日

145 五島(玉之浦)-(急)-163 五島市玉之浦町中須 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成27年3月27日

146 五島(玉之浦)-(急)-164 五島市玉之浦町中須 急傾斜地の崩壊 警戒区域 平成27年3月27日

147 五島(玉之浦)-(急)-165 五島市玉之浦町中須 急傾斜地の崩壊 警戒区域 平成27年3月27日

165



箇所番号 所在地
土砂災害の発生
原因となる自然
現象の種類

区域の種別 告示年月日

148 五島(玉之浦)-(急)-168 五島市玉之浦町中須 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成27年3月27日

149 五島(玉之浦)-(急)-170 五島市玉之浦町中須 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成27年3月27日

150 五島(玉之浦)-(急)-171 五島市玉之浦町中須 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成27年3月27日

151 五島(玉之浦)-(急)-173 五島市玉之浦町小川 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成27年3月27日

152 五島(玉之浦)-(急)-174 五島市玉之浦町小川 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成27年3月27日

153 五島(玉之浦)-(急)-176 五島市玉之浦町小川 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成27年3月27日

154 五島(玉之浦)-(急)-177 五島市玉之浦町小川 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成27年3月27日

155 五島(玉之浦)-(急)-178 五島市玉之浦町小川 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成27年3月27日

156 五島(玉之浦)-(急)-180 五島市玉之浦町幾久山 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成27年3月27日

157 五島(玉之浦)-(急)-181 五島市玉之浦町幾久山 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成27年3月27日

158 五島(玉之浦)-(急)-184 五島市玉之浦町幾久山 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成27年3月27日

159 五島(玉之浦)-(急)-186 五島市玉之浦町幾久山 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成27年3月27日

160 五島(玉之浦)-(急)-187 五島市玉之浦町幾久山 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成27年3月27日

161 五島(玉之浦)-(急)-191 五島市玉之浦町上の平 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成27年3月27日

162 五島(玉之浦)-(急)-192 五島市玉之浦町上の平 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成27年3月27日

163 五島(玉之浦)-(急)-194 五島市玉之浦町上の平 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成27年3月27日

164 五島(玉之浦)-(急)-195 五島市玉之浦町上の平 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成27年3月27日

1 五島(玉之浦)-(土)-001 五島市玉之浦町頓泊 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成25年11月5日

2 五島(玉之浦)-(土)-002 五島市玉之浦町頓泊 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成25年11月5日

3 五島(玉之浦)-(土)-004 五島市玉之浦町丹奈 土石流 警戒区域 平成25年11月5日

4 五島(玉之浦)-(土)-005 五島市玉之浦町丹奈 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成25年11月5日

5 五島(玉之浦)-(土)-006 五島市玉之浦町丹奈 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成25年11月5日

6 五島(玉之浦)-(土)-007 五島市玉之浦町丹奈 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成25年11月5日

7 五島(玉之浦)-(土)-008 五島市玉之浦町丹奈 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成25年11月5日

8 五島(玉之浦)-(土)-009 五島市玉之浦町丹奈 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成25年11月5日

9 五島(玉之浦)-(土)-010 五島市玉之浦町丹奈 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成25年11月5日

10 五島(玉之浦)-(土)-011 五島市玉之浦町丹奈 土石流 警戒区域 平成25年11月5日

11 五島(玉之浦)-(土)-012 五島市玉之浦町丹奈 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成25年11月5日

12 五島(玉之浦)-(土)-013 五島市玉之浦町荒川 土石流 警戒区域 平成25年11月5日

13 五島(玉之浦)-(土)-014 五島市玉之浦町荒川 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成25年11月5日

14 五島(玉之浦)-(土)-015 五島市玉之浦町荒川 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成25年11月5日

15 五島(玉之浦)-(土)-016 五島市玉之浦町荒川 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成25年11月5日

16 五島(玉之浦)-(土)-018 五島市玉之浦町荒川 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成25年11月5日

17 五島(玉之浦)-(土)-021 五島市玉之浦町荒川 土石流 警戒区域 平成25年11月5日

18 五島(玉之浦)-(土)-022 五島市玉之浦町荒川 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成25年11月5日

19 五島(玉之浦)-(土)-023 五島市玉之浦町荒川 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成25年11月5日

20 五島(玉之浦)-(土)-025 五島市玉之浦町布浦 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成25年11月5日

21 五島(玉之浦)-(土)-026 五島市玉之浦町布浦 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成25年11月5日

22 五島(玉之浦)-(土)-027 五島市玉之浦町布浦 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成25年11月5日

23 五島(玉之浦)-(土)-028 五島市玉之浦町布浦 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成25年11月5日

24 五島(玉之浦)-(土)-029 五島市玉之浦町布浦 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成25年11月5日

25 五島(玉之浦)-(土)-030 五島市玉之浦町布浦 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成25年11月5日

26 五島(玉之浦)-(土)-031 五島市玉之浦町布浦 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成25年11月5日

27 五島(玉之浦)-(土)-032 五島市玉之浦町布浦 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成25年11月5日

28 五島(玉之浦)-(土)-033 五島市玉之浦町布浦 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成25年11月5日

29 五島(玉之浦)-(土)-034 五島市玉之浦町布浦 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成25年11月5日

30 五島(玉之浦)-(土)-035 五島市玉之浦町布浦 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成25年11月5日

31 五島(玉之浦)-(土)-036 五島市玉之浦町布浦 土石流 警戒区域 平成25年11月5日

32 五島(玉之浦)-(土)-037 五島市玉之浦町布浦 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成25年11月5日

33 五島(玉之浦)-(土)-038 五島市玉之浦町布浦 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成25年11月5日

34 五島(玉之浦)-(土)-039 五島市玉之浦町布浦 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成25年11月5日
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35 五島(玉之浦)-(土)-040 五島市玉之浦町布浦 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成25年11月5日

36 五島(玉之浦)-(土)-041 五島市玉之浦町布浦 土石流 警戒区域 平成25年11月5日

37 五島(玉之浦)-(土)-042 五島市玉之浦町布浦 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成25年11月5日

38 五島(玉之浦)-(土)-043 五島市玉之浦町布浦 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成25年11月5日

39 五島(玉之浦)-(土)-044 五島市玉之浦町玉之浦 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成25年11月5日

40 五島(玉之浦)-(土)-045 五島市玉之浦町玉之浦 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成25年11月5日

41 五島(玉之浦)-(土)-046 五島市玉之浦町玉之浦 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成25年11月5日

42 五島(玉之浦)-(土)-047 五島市玉之浦町玉之浦 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成25年11月5日

43 五島(玉之浦)-(土)-048 五島市玉之浦町玉之浦 土石流 警戒区域 平成25年11月5日

44 五島(玉之浦)-(土)-049 五島市玉之浦町玉之浦 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成25年11月5日

45 五島(玉之浦)-(土)-050 五島市玉之浦町玉之浦 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成25年11月5日

46 五島(玉之浦)-(土)-051 五島市玉之浦町玉之浦 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成25年11月5日

47 五島(玉之浦)-(土)-052 五島市玉之浦町玉之浦 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成25年11月5日

48 五島(玉之浦)-(土)-053 五島市玉之浦町玉之浦 土石流 警戒区域 平成25年11月5日

49 五島(玉之浦)-(土)-055 五島市玉之浦町玉之浦 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成25年11月5日

50 五島(玉之浦)-(土)-056 五島市玉之浦町玉之浦 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成25年11月5日

51 五島(玉之浦)-(土)-057 五島市玉之浦町玉之浦 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成25年11月5日

52 五島(玉之浦)-(土)-058 五島市玉之浦町玉之浦 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成25年11月5日

53 五島(玉之浦)-(土)-059 五島市玉之浦町玉之浦 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成25年11月5日

54 五島(玉之浦)-(土)-061 五島市玉之浦町玉之浦 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成25年11月5日

55 五島(玉之浦)-(土)-063 五島市玉之浦町玉之浦 土石流 警戒区域 平成25年11月5日

56 五島(玉之浦)-(土)-064 五島市玉之浦町玉之浦 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成25年11月5日

57 五島(玉之浦)-(土)-065 五島市玉之浦町玉之浦 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成25年11月5日

58 五島(玉之浦)-(土)-066 五島市玉之浦町玉之浦 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成25年11月5日

59 五島(玉之浦)-(土)-067 五島市玉之浦町玉之浦 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成25年11月5日

60 五島(玉之浦)-(土)-068 五島市玉之浦町中須 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成27年3月27日

61 五島(玉之浦)-(土)-069 五島市玉之浦町中須 土石流 警戒区域 平成27年3月27日

62 五島(玉之浦)-(土)-074 五島市玉之浦町中須 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成27年3月27日

63 五島(玉之浦)-(土)-076 五島市玉之浦町中須 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成27年3月27日

64 五島(玉之浦)-(土)-077 五島市玉之浦町幾久山 土石流 警戒区域 平成27年3月27日

65 五島(玉之浦)-(土)-084 五島市玉之浦町上の平 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成27年3月27日

66 五島(玉之浦)-(土)-086 五島市玉之浦町上の平 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成27年3月27日

67 五島(玉之浦)-(土)-087 五島市玉之浦町上の平 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成27年3月27日

68 五島(玉之浦)-(土)-088 五島市玉之浦町上の平 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成27年3月27日

69 五島(玉之浦)-(土)-091 五島市玉之浦町上の平 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成27年3月27日

70 五島(玉之浦)-(土)-094 五島市玉之浦町上の平 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成27年3月27日

71 五島(玉之浦)-(土)-096 五島市玉之浦町幾久山 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成27年3月27日
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三井楽

種別 警戒区域 特別警戒区域 備考
急傾斜 1 1
土石流 3 3
合計 4 4

箇所番号 所在地
土砂災害の発生
原因となる自然
現象の種類

区域の種別 告示年月日

1 五島(三井楽)-(急)-007 五島市三井楽町濵ノ畔 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成27年3月27日

1 五島(三井楽)-(土)-006 五島市三井楽町濵ノ畔 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成27年3月27日

2 五島(三井楽)-(土)-007 五島市三井楽町濵ノ畔 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成27年3月27日

3 五島(三井楽)-(土)-008 五島市三井楽町貝津 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成27年3月27日

岐宿

種別 警戒区域 特別警戒区域 備考
急傾斜 262 250
土石流 145 126
合計 407 376

箇所番号 所在地
土砂災害の発生
原因となる自然
現象の種類

区域の種別 告示年月日

1 五島(岐宿)-(急)-004 五島市岐宿町唐船ノ浦 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

2 五島(岐宿)-(急)-009 五島市岐宿町唐船ノ浦 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

3 五島(岐宿)-(急)-010 五島市岐宿町唐船ノ浦 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

4 五島(岐宿)-(急)-012 五島市岐宿町唐船ノ浦 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

5 五島(岐宿)-(急)-014 五島市岐宿町唐船ノ浦 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

6 五島(岐宿)-(急)-014-2 五島市岐宿町唐船ノ浦 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

7 五島(岐宿)-(急)-015 五島市岐宿町戸岐ノ首 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

8 五島(岐宿)-(急)-016 五島市岐宿町戸岐ノ首 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

9 五島(岐宿)-(急)-018 五島市岐宿町戸岐ノ首 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

10 五島(岐宿)-(急)-019 五島市岐宿町戸岐ノ首 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

11 五島(岐宿)-(急)-019-2 五島市岐宿町戸岐ノ首 急傾斜地の崩壊 警戒区域 平成28年3月25日

12 五島(岐宿)-(急)-020 五島市岐宿町戸岐ノ首 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

13 五島(岐宿)-(急)-021 五島市岐宿町戸岐ノ首 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

14 五島(岐宿)-(急)-022 五島市岐宿町戸岐ノ首 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

15 五島(岐宿)-(急)-023 五島市岐宿町戸岐ノ首 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

16 五島(岐宿)-(急)-024 五島市岐宿町戸岐ノ首 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

17 五島(岐宿)-(急)-026 五島市岐宿町岐宿 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

18 五島(岐宿)-(急)-028 五島市岐宿町岐宿 急傾斜地の崩壊 警戒区域 平成28年3月25日

19 五島(岐宿)-(急)-030 五島市岐宿町岐宿 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

20 五島(岐宿)-(急)-032 五島市岐宿町岐宿 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

21 五島(岐宿)-(急)-035 五島市岐宿町岐宿 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

22 五島(岐宿)-(急)-037 五島市岐宿町岐宿 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

23 五島(岐宿)-(急)-041 五島市岐宿町岐宿 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

24 五島(岐宿)-(急)-043 五島市岐宿町岐宿 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

25 五島(岐宿)-(急)-044 五島市岐宿町岐宿 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

26 五島(岐宿)-(急)-044-2 五島市岐宿町岐宿 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

27 五島(岐宿)-(急)-045 五島市岐宿町岐宿 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

28 五島(岐宿)-(急)-046 五島市岐宿町岐宿 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日
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土砂災害の発生
原因となる自然
現象の種類

区域の種別 告示年月日

29 五島(岐宿)-(急)-047 五島市岐宿町岐宿 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

30 五島(岐宿)-(急)-049 五島市岐宿町岐宿 急傾斜地の崩壊 警戒区域 平成28年3月25日

31 五島(岐宿)-(急)-050 五島市岐宿町岐宿 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

32 五島(岐宿)-(急)-052 五島市岐宿町岐宿 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

33 五島(岐宿)-(急)-054 五島市岐宿町岐宿 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

34 五島(岐宿)-(急)-055 五島市岐宿町岐宿 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

35 五島(岐宿)-(急)-062 五島市岐宿町楠原 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

36 五島(岐宿)-(急)-065 五島市岐宿町楠原 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

37 五島(岐宿)-(急)-073 五島市岐宿町楠原 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

38 五島(岐宿)-(急)-085 五島市岐宿町楠原 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

39 五島(岐宿)-(急)-085-2 五島市岐宿町楠原 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

40 五島(岐宿)-(急)-088 五島市岐宿町楠原 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

41 五島(岐宿)-(急)-093 五島市岐宿町松山 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

42 五島(岐宿)-(急)-094 五島市岐宿町松山 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

43 五島(岐宿)-(急)-099 五島市岐宿町松山 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成29年1月27日

44 五島(岐宿)-(急)-100 五島市岐宿町松山 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成29年1月27日

45 五島(岐宿)-(急)-101 五島市岐宿町松山 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成29年1月27日

46 五島(岐宿)-(急)-102 五島市岐宿町松山 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成29年1月27日

47 五島(岐宿)-(急)-103 五島市岐宿町松山 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成29年1月27日

48 五島(岐宿)-(急)-103-2 五島市岐宿町松山 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成29年1月27日

49 五島(岐宿)-(急)-108 五島市岐宿町松山 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成29年1月27日

50 五島(岐宿)-(急)-109 五島市岐宿町松山 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成29年1月27日

51 五島(岐宿)-(急)-118 五島市岐宿町松山 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成29年1月27日

52 五島(岐宿)-(急)-122 五島市岐宿町松山 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成29年1月27日

53 五島(岐宿)-(急)-125 五島市岐宿町松山 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成29年1月27日

54 五島(岐宿)-(急)-125-2 五島市岐宿町松山 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成29年1月27日

55 五島(岐宿)-(急)-128 五島市岐宿町松山 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成29年1月27日

56 五島(岐宿)-(急)-130 五島市岐宿町松山 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成29年1月27日

57 五島(岐宿)-(急)-134 五島市岐宿町中嶽 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成29年1月27日

58 五島(岐宿)-(急)-134-2 五島市岐宿町中嶽 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成29年1月27日

59 五島(岐宿)-(急)-137 五島市岐宿町中嶽 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成29年1月27日

60 五島(岐宿)-(急)-138 五島市岐宿町中嶽 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成29年1月27日

61 五島(岐宿)-(急)-148-2 五島市岐宿町中嶽 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成29年1月27日

62 五島(岐宿)-(急)-156-2 五島市岐宿町二本楠 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成29年1月27日

63 五島(岐宿)-(急)-157 五島市岐宿町二本楠 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成29年1月27日

64 五島(岐宿)-(急)-160 五島市岐宿町中嶽 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成29年1月27日

65 五島(岐宿)-(急)-165 五島市岐宿町中嶽 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成29年1月27日

66 五島(岐宿)-(急)-166 五島市岐宿町中嶽 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成29年1月27日

67 五島(岐宿)-(急)-167 五島市岐宿町二本楠 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成29年1月27日

68 五島(岐宿)-(急)-174 五島市岐宿町中嶽 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成29年1月27日

69 五島(岐宿)-(急)-174-2 五島市岐宿町中嶽 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成29年1月27日

70 五島(岐宿)-(急)-181 五島市岐宿町中嶽 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成29年1月27日

71 五島(岐宿)-(急)-181-2 五島市岐宿町中嶽 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成29年1月27日

72 五島(岐宿)-(急)-188 五島市岐宿町中嶽 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成29年1月27日

73 五島(岐宿)-(急)-192 五島市岐宿町中嶽 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成29年1月27日

74 五島(岐宿)-(急)-193 五島市岐宿町中嶽 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成29年1月27日

75 五島(岐宿)-(急)-194 五島市岐宿町中嶽 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成29年1月27日

76 五島(岐宿)-(急)-198 五島市岐宿町中嶽 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成29年1月27日

77 五島(岐宿)-(急)-199 五島市岐宿町中嶽 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成29年1月27日

78 五島(岐宿)-(急)-201 五島市岐宿町中嶽 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成29年1月27日

79 五島(岐宿)-(急)-202 五島市岐宿町中嶽 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成29年1月27日
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80 五島(岐宿)-(急)-204-2 五島市岐宿町中嶽 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成29年1月27日

81 五島(岐宿)-(急)-204-3 五島市岐宿町中嶽 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成29年1月27日

82 五島(岐宿)-(急)-206 五島市岐宿町中嶽 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成29年1月27日

83 五島(岐宿)-(急)-208 五島市岐宿町中嶽 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成29年1月27日

84 五島(岐宿)-(急)-217 五島市岐宿町中嶽 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成29年1月27日

85 五島(岐宿)-(急)-224 五島市岐宿町中嶽 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成29年1月27日

86 五島(岐宿)-(急)-225 五島市岐宿町中嶽 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成29年1月27日

87 五島(岐宿)-(急)-225-2 五島市岐宿町中嶽 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成29年1月27日

88 五島(岐宿)-(急)-227 五島市岐宿町中嶽 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成29年1月27日

89 五島(岐宿)-(急)-227-2 五島市岐宿町中嶽 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成29年1月27日

90 五島(岐宿)-(急)-227-3 五島市岐宿町中嶽 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成29年1月27日

91 五島(岐宿)-(急)-234 五島市岐宿町松山 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成29年1月27日

92 五島(岐宿)-(急)-236 五島市岐宿町松山 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成29年1月27日

93 五島(岐宿)-(急)-237 五島市岐宿町松山 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成29年1月27日

94 五島(岐宿)-(急)-240 五島市岐宿町松山 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成29年1月27日

95 五島(岐宿)-(急)-241 五島市岐宿町松山 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成29年1月27日

96 五島(岐宿)-(急)-242 五島市岐宿町松山 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成29年1月27日

97 五島(岐宿)-(急)-242-2 五島市岐宿町松山 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成29年1月27日

98 五島(岐宿)-(急)-243 五島市岐宿町松山 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成29年1月27日

99 五島(岐宿)-(急)-247 五島市岐宿町松山 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成29年1月27日

100 五島(岐宿)-(急)-247-2 五島市岐宿町松山 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成29年1月27日

101 五島(岐宿)-(急)-253 五島市岐宿町河務 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

102 五島(岐宿)-(急)-253-2 五島市岐宿町河務 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

103 五島(岐宿)-(急)-254 五島市岐宿町河務 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

104 五島(岐宿)-(急)-259 五島市岐宿町河務 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

105 五島(岐宿)-(急)-260 五島市岐宿町河務 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

106 五島(岐宿)-(急)-261 五島市岐宿町河務 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

107 五島(岐宿)-(急)-262 五島市岐宿町河務 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

108 五島(岐宿)-(急)-267 五島市岐宿町河務 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

109 五島(岐宿)-(急)-267-2 五島市岐宿町河務 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

110 五島(岐宿)-(急)-268 五島市岐宿町河務 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

111 五島(岐宿)-(急)-271 五島市岐宿町河務 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

112 五島(岐宿)-(急)-273 五島市岐宿町河務 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

113 五島(岐宿)-(急)-274 五島市岐宿町河務 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

114 五島(岐宿)-(急)-275 五島市岐宿町河務 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

115 五島(岐宿)-(急)-276 五島市岐宿町河務 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

116 五島(岐宿)-(急)-279 五島市岐宿町河務 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

117 五島(岐宿)-(急)-280 五島市岐宿町河務 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

118 五島(岐宿)-(急)-284 五島市岐宿町河務 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

119 五島(岐宿)-(急)-285 五島市岐宿町河務 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

120 五島(岐宿)-(急)-286 五島市岐宿町河務 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

121 五島(岐宿)-(急)-288 五島市岐宿町河務 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

122 五島(岐宿)-(急)-292 五島市岐宿町河務 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

123 五島(岐宿)-(急)-293 五島市岐宿町河務 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

124 五島(岐宿)-(急)-294 五島市岐宿町河務 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

125 五島(岐宿)-(急)-295 五島市岐宿町河務 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

126 五島(岐宿)-(急)-297 五島市岐宿町岐宿 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

127 五島(岐宿)-(急)-297-2 五島市岐宿町岐宿 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

128 五島(岐宿)-(急)-297-3 五島市岐宿町岐宿 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

129 五島(岐宿)-(急)-298 五島市岐宿町岐宿 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

130 五島(岐宿)-(急)-299 五島市岐宿町岐宿 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日
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131 五島(岐宿)-(急)-300 五島市岐宿町岐宿 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

132 五島(岐宿)-(急)-302 五島市岐宿町岐宿 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

133 五島(岐宿)-(急)-306 五島市岐宿町岐宿 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

134 五島(岐宿)-(急)-307 五島市岐宿町岐宿 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

135 五島(岐宿)-(急)-308 五島市岐宿町岐宿 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

136 五島(岐宿)-(急)-310 五島市岐宿町岐宿 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

137 五島(岐宿)-(急)-311 五島市岐宿町岐宿 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

138 五島(岐宿)-(急)-312 五島市岐宿町岐宿 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

139 五島(岐宿)-(急)-313 五島市岐宿町岐宿 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

140 五島(岐宿)-(急)-314 五島市岐宿町岐宿 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

141 五島(岐宿)-(急)-315 五島市岐宿町岐宿 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

142 五島(岐宿)-(急)-317 五島市岐宿町岐宿 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

143 五島(岐宿)-(急)-318 五島市岐宿町岐宿 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

144 五島(岐宿)-(急)-321 五島市岐宿町岐宿 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

145 五島(岐宿)-(急)-321-2 五島市岐宿町岐宿 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

146 五島(岐宿)-(急)-322 五島市岐宿町岐宿 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

147 五島(岐宿)-(急)-325 五島市岐宿町岐宿 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

148 五島(岐宿)-(急)-325-2 五島市岐宿町岐宿 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

149 五島(岐宿)-(急)-327 五島市岐宿町岐宿 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

150 五島(岐宿)-(急)-328 五島市岐宿町岐宿 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

151 五島(岐宿)-(急)-332 五島市岐宿町川原 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

152 五島(岐宿)-(急)-333 五島市岐宿町川原 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

153 五島(岐宿)-(急)-334 五島市岐宿町川原 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

154 五島(岐宿)-(急)-338 五島市岐宿町川原 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

155 五島(岐宿)-(急)-339 五島市岐宿町川原 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

156 五島(岐宿)-(急)-339-2 五島市岐宿町川原 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

157 五島(岐宿)-(急)-340 五島市岐宿町川原 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

158 五島(岐宿)-(急)-340-2 五島市岐宿町川原 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

159 五島(岐宿)-(急)-341 五島市岐宿町川原 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

160 五島(岐宿)-(急)-346 五島市岐宿町川原 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

161 五島(岐宿)-(急)-348 五島市岐宿町川原 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

162 五島(岐宿)-(急)-349 五島市岐宿町楠原 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

163 五島(岐宿)-(急)-351 五島市岐宿町楠原 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

164 五島(岐宿)-(急)-354 五島市岐宿町川原 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

165 五島(岐宿)-(急)-355 五島市岐宿町川原 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

166 五島(岐宿)-(急)-356 五島市岐宿町川原 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

167 五島(岐宿)-(急)-357 五島市岐宿町川原 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

168 五島(岐宿)-(急)-359 五島市岐宿町川原 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

169 五島(岐宿)-(急)-360 五島市岐宿町川原 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

170 五島(岐宿)-(急)-361 五島市岐宿町川原 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

171 五島(岐宿)-(急)-362 五島市岐宿町川原 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

172 五島(岐宿)-(急)-364 五島市岐宿町川原 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

173 五島(岐宿)-(急)-365 五島市岐宿町川原 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

174 五島(岐宿)-(急)-365-2 五島市岐宿町川原 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

175 五島(岐宿)-(急)-366 五島市岐宿町川原 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

176 五島(岐宿)-(急)-368 五島市岐宿町川原 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

177 五島(岐宿)-(急)-369 五島市岐宿町川原 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

178 五島(岐宿)-(急)-371 五島市岐宿町川原 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

179 五島(岐宿)-(急)-372 五島市岐宿町川原 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

180 五島(岐宿)-(急)-373 五島市岐宿町川原 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

181 五島(岐宿)-(急)-376 五島市岐宿町川原 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日
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182 五島(岐宿)-(急)-377 五島市岐宿町川原 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

183 五島(岐宿)-(急)-379 五島市岐宿町川原 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

184 五島(岐宿)-(急)-380 五島市岐宿町川原 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

185 五島(岐宿)-(急)-381 五島市岐宿町川原 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

186 五島(岐宿)-(急)-384 五島市岐宿町川原 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

187 五島(岐宿)-(急)-384-2 五島市岐宿町川原 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

188 五島(岐宿)-(急)-387 五島市岐宿町川原 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

189 五島(岐宿)-(急)-387-2 五島市岐宿町川原 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

190 五島(岐宿)-(急)-394 五島市岐宿町川原 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

191 五島(岐宿)-(急)-397 五島市岐宿町川原 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

192 五島(岐宿)-(急)-430 五島市岐宿町川原 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

193 五島(岐宿)-(急)-432 五島市岐宿町川原 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

194 五島(岐宿)-(急)-434 五島市岐宿町川原 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

195 五島(岐宿)-(急)-444 五島市岐宿町川原 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

196 五島(岐宿)-(急)-445 五島市岐宿町川原 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

197 五島(岐宿)-(急)-450 五島市岐宿町川原 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

198 五島(岐宿)-(急)-450-2 五島市岐宿町川原 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

199 五島(岐宿)-(急)-452 五島市岐宿町川原 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

200 五島(岐宿)-(急)-453 五島市岐宿町川原 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

201 五島(岐宿)-(急)-453-2 五島市岐宿町川原 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

202 五島(岐宿)-(急)-473 五島市岐宿町川原 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

203 五島(岐宿)-(急)-473-2 五島市岐宿町川原 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

204 五島(岐宿)-(急)-476 五島市岐宿町川原 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

205 五島(岐宿)-(急)-476-2 五島市岐宿町川原 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

206 五島(岐宿)-(急)-482 五島市岐宿町川原 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

207 五島(岐宿)-(急)-484 五島市岐宿町川原 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

208 五島(岐宿)-(急)-485 五島市岐宿町川原 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

209 五島(岐宿)-(急)-488 五島市岐宿町川原 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

210 五島(岐宿)-(急)-488-2 五島市岐宿町川原 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

211 五島(岐宿)-(急)-489 五島市岐宿町川原 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

212 五島(岐宿)-(急)-493 五島市岐宿町川原 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

213 五島(岐宿)-(急)-497 五島市岐宿町川原 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

214 五島(岐宿)-(急)-497-2 五島市岐宿町川原 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

215 五島(岐宿)-(急)-497-3 五島市岐宿町川原 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

216 五島(岐宿)-(急)-500 五島市岐宿町川原 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

217 五島(岐宿)-(急)-504 五島市岐宿町川原 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

218 五島(岐宿)-(急)-509 五島市岐宿町川原 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

219 五島(岐宿)-(急)-511 五島市岐宿町川原 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

220 五島(岐宿)-(急)-512 五島市岐宿町川原 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

221 五島(岐宿)-(急)-513 五島市岐宿町川原 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

222 五島(岐宿)-(急)-514 五島市岐宿町川原 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

223 五島(岐宿)-(急)-516 五島市岐宿町川原 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

224 五島(岐宿)-(急)-518 五島市岐宿町川原 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

225 五島(岐宿)-(急)-520 五島市岐宿町川原 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

226 五島(岐宿)-(急)-522 五島市岐宿町川原 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

227 五島(岐宿)-(急)-522-2 五島市岐宿町川原 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

228 五島(岐宿)-(急)-523 五島市岐宿町川原 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

229 五島(岐宿)-(急)-526 五島市岐宿町川原 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

230 五島(岐宿)-(急)-527 五島市岐宿町川原 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

231 五島(岐宿)-(急)-529 五島市岐宿町川原 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

232 五島(岐宿)-(急)-531 五島市岐宿町川原 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日
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233 五島(岐宿)-(急)-532 五島市岐宿町川原 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

234 五島(岐宿)-(急)-533 五島市岐宿町川原 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

235 五島(岐宿)-(急)-537 五島市岐宿町川原 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

236 五島(岐宿)-(急)-540 五島市岐宿町川原 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

237 五島(岐宿)-(急)-541 五島市岐宿町川原 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

238 五島(岐宿)-(急)-543 五島市岐宿町川原 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

239 五島(岐宿)-(急)-545 五島市岐宿町川原 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

240 五島(岐宿)-(急)-548 五島市岐宿町川原 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

241 五島(岐宿)-(急)-552 五島市岐宿町川原 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

242 五島(岐宿)-(急)-554 五島市岐宿町川原 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

243 五島(岐宿)-(急)-556 五島市岐宿町川原 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

244 五島(岐宿)-(急)-556-2 五島市岐宿町川原 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

245 五島(岐宿)-(急)-560 五島市岐宿町川原 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

246 五島(岐宿)-(急)-562 五島市岐宿町川原 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

247 五島(岐宿)-(急)-565 五島市岐宿町川原 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

248 五島(岐宿)-(急)-567 五島市岐宿町川原 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

249 五島(岐宿)-(急)-570 五島市岐宿町川原 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

250 五島(岐宿)-(急)-573 五島市岐宿町川原 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

251 五島(岐宿)-(急)-575 五島市岐宿町川原 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

252 五島(岐宿)-(急)-577 五島市岐宿町川原 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

253 五島(岐宿)-(急)-579 五島市岐宿町川原 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

254 五島(岐宿)-(急)-581 五島市岐宿町川原 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

255 五島(岐宿)-(急)-584 五島市岐宿町川原 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

256 五島(岐宿)-(急)-585 五島市岐宿町川原 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

257 五島(岐宿)-(急)-589 五島市岐宿町川原 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

258 五島(岐宿)-(急)-591 五島市岐宿町川原 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

259 五島(岐宿)-(急)-593 五島市岐宿町川原 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

260 五島(岐宿)-(急)-598 五島市岐宿町川原 急傾斜地の崩壊 警戒区域 平成28年3月25日

261 五島(岐宿)-(急)-599 五島市岐宿町川原 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

262 五島(岐宿)-(急)-601 五島市岐宿町川原 急傾斜地の崩壊 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

1 五島(岐宿)-(土)-014 五島市岐宿町唐船ノ浦 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

2 五島(岐宿)-(土)-015 五島市岐宿町唐船ノ浦 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

3 五島(岐宿)-(土)-024 五島市岐宿町唐船ノ浦 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

4 五島(岐宿)-(土)-025 五島市岐宿町唐船ノ浦 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

5 五島(岐宿)-(土)-026 五島市岐宿町唐船ノ浦 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

6 五島(岐宿)-(土)-027 五島市岐宿町唐船ノ浦 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

7 五島(岐宿)-(土)-028 五島市岐宿町戸岐ノ首 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

8 五島(岐宿)-(土)-029 五島市岐宿町戸岐ノ首 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

9 五島(岐宿)-(土)-038 五島市岐宿町戸岐ノ首 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

10 五島(岐宿)-(土)-039 五島市岐宿町戸岐ノ首 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

11 五島(岐宿)-(土)-042 五島市岐宿町河務 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

12 五島(岐宿)-(土)-043 五島市岐宿町河務 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

13 五島(岐宿)-(土)-046 五島市岐宿町河務 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

14 五島(岐宿)-(土)-047 五島市岐宿町河務 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

15 五島(岐宿)-(土)-048 五島市岐宿町河務 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

16 五島(岐宿)-(土)-048-2 五島市岐宿町河務 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

17 五島(岐宿)-(土)-050 五島市岐宿町河務 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

18 五島(岐宿)-(土)-051 五島市岐宿町河務 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

19 五島(岐宿)-(土)-052 五島市岐宿町河務 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

20 五島(岐宿)-(土)-078 五島市岐宿町松山 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成29年1月27日

21 五島(岐宿)-(土)-079 五島市岐宿町松山 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成29年1月27日
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22 五島(岐宿)-(土)-085 五島市岐宿町松山 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成29年1月27日

23 五島(岐宿)-(土)-086 五島市岐宿町松山 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成29年1月27日

24 五島(岐宿)-(土)-095 五島市岐宿町松山 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成29年1月27日

25 五島(岐宿)-(土)-096 五島市岐宿町松山 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成29年1月27日

26 五島(岐宿)-(土)-098 五島市岐宿町松山 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成29年1月27日

27 五島(岐宿)-(土)-099 五島市岐宿町中嶽 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成29年1月27日

28 五島(岐宿)-(土)-102 五島市岐宿町中嶽 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成29年1月27日

29 五島(岐宿)-(土)-103 五島市岐宿町中嶽 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成29年1月27日

30 五島(岐宿)-(土)-116 五島市岐宿町中嶽 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成29年1月27日

31 五島(岐宿)-(土)-117 五島市岐宿町中嶽 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成29年1月27日

32 五島(岐宿)-(土)-119 五島市岐宿町中嶽 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成29年1月27日

33 五島(岐宿)-(土)-120 五島市岐宿町中嶽 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成29年1月27日

34 五島(岐宿)-(土)-121 五島市岐宿町中嶽 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成29年1月27日

35 五島(岐宿)-(土)-122 五島市岐宿町中嶽 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成29年1月27日

36 五島(岐宿)-(土)-135 五島市岐宿町中嶽 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成29年1月27日

37 五島(岐宿)-(土)-136 五島市岐宿町二本楠 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成29年1月27日

38 五島(岐宿)-(土)-137 五島市岐宿町二本楠 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成29年1月27日

39 五島(岐宿)-(土)-138 五島市岐宿町二本楠 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成29年1月27日

40 五島(岐宿)-(土)-141 五島市岐宿町二本楠 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成29年1月27日

41 五島(岐宿)-(土)-142 五島市岐宿町二本楠 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成29年1月27日

42 五島(岐宿)-(土)-143 五島市岐宿町二本楠 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成29年1月27日

43 五島(岐宿)-(土)-144 五島市岐宿町二本楠 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成29年1月27日

44 五島(岐宿)-(土)-149 五島市岐宿町二本楠 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成29年1月27日

45 五島(岐宿)-(土)-150 五島市岐宿町二本楠 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成29年1月27日

46 五島(岐宿)-(土)-150-2 五島市岐宿町二本楠 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成29年1月27日

47 五島(岐宿)-(土)-152 五島市岐宿町二本楠 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成29年1月27日

48 五島(岐宿)-(土)-153 五島市岐宿町二本楠 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成29年1月27日

49 五島(岐宿)-(土)-153-2 五島市岐宿町二本楠 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成29年1月27日

50 五島(岐宿)-(土)-154 五島市岐宿町二本楠 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成29年1月27日

51 五島(岐宿)-(土)-154-2 五島市岐宿町二本楠 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成29年1月27日

52 五島(岐宿)-(土)-156 五島市岐宿町二本楠 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成29年1月27日

53 五島(岐宿)-(土)-157 五島市岐宿町二本楠 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成29年1月27日

54 五島(岐宿)-(土)-169 五島市岐宿町中嶽 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成29年1月27日

55 五島(岐宿)-(土)-170 五島市岐宿町中嶽 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成29年1月27日

56 五島(岐宿)-(土)-175 五島市岐宿町中嶽 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成29年1月27日

57 五島(岐宿)-(土)-190 五島市岐宿町中嶽 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成29年1月27日

58 五島(岐宿)-(土)-205 五島市岐宿町松山 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成29年1月27日

59 五島(岐宿)-(土)-207 五島市岐宿町松山 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成29年1月27日

60 五島(岐宿)-(土)-208 五島市岐宿町松山 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成29年1月27日

61 五島(岐宿)-(土)-213 五島市岐宿町松山 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成29年1月27日

62 五島(岐宿)-(土)-214 五島市岐宿町松山 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成29年1月27日

63 五島(岐宿)-(土)-218 五島市岐宿町松山 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

64 五島(岐宿)-(土)-219 五島市岐宿町松山 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

65 五島(岐宿)-(土)-220 五島市岐宿町松山 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

66 五島(岐宿)-(土)-227 五島市岐宿町岐宿 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

67 五島(岐宿)-(土)-228 五島市岐宿町岐宿 土石流 警戒区域 平成28年3月25日

68 五島(岐宿)-(土)-229 五島市岐宿町岐宿 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

69 五島(岐宿)-(土)-230 五島市岐宿町岐宿 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

70 五島(岐宿)-(土)-231 五島市岐宿町岐宿 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

71 五島(岐宿)-(土)-232 五島市岐宿町岐宿 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

72 五島(岐宿)-(土)-233 五島市岐宿町岐宿 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日
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73 五島(岐宿)-(土)-234 五島市岐宿町岐宿 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

74 五島(岐宿)-(土)-238 五島市岐宿町川原 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

75 五島(岐宿)-(土)-240 五島市岐宿町川原 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

76 五島(岐宿)-(土)-242 五島市岐宿町川原 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

77 五島(岐宿)-(土)-243 五島市岐宿町川原 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

78 五島(岐宿)-(土)-246 五島市岐宿町川原 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

79 五島(岐宿)-(土)-249 五島市岐宿町川原 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

80 五島(岐宿)-(土)-250 五島市岐宿町川原 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

81 五島(岐宿)-(土)-251 五島市岐宿町川原 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

82 五島(岐宿)-(土)-252 五島市岐宿町川原 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

83 五島(岐宿)-(土)-253 五島市岐宿町川原 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

84 五島(岐宿)-(土)-256 五島市岐宿町川原 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

85 五島(岐宿)-(土)-257 五島市岐宿町川原 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

86 五島(岐宿)-(土)-263 五島市岐宿町川原 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

87 五島(岐宿)-(土)-283 五島市岐宿町川原 土石流 警戒区域 平成28年3月25日

88 五島(岐宿)-(土)-286 五島市岐宿町川原 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

89 五島(岐宿)-(土)-287 五島市岐宿町川原 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

90 五島(岐宿)-(土)-288 五島市岐宿町川原 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

91 五島(岐宿)-(土)-292 五島市岐宿町川原 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

92 五島(岐宿)-(土)-293 五島市岐宿町川原 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

93 五島(岐宿)-(土)-294 五島市岐宿町川原 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

94 五島(岐宿)-(土)-295 五島市岐宿町川原 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

95 五島(岐宿)-(土)-297 五島市岐宿町川原 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

96 五島(岐宿)-(土)-298 五島市岐宿町川原 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

97 五島(岐宿)-(土)-340 五島市岐宿町川原 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

98 五島(岐宿)-(土)-341 五島市岐宿町川原 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

99 五島(岐宿)-(土)-342 五島市岐宿町川原 土石流 警戒区域 平成28年3月25日

100 五島(岐宿)-(土)-342-2 五島市岐宿町川原 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

101 五島(岐宿)-(土)-346 五島市岐宿町川原 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

102 五島(岐宿)-(土)-346-2 五島市岐宿町川原 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

103 五島(岐宿)-(土)-347 五島市岐宿町川原 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

104 五島(岐宿)-(土)-347-2 五島市岐宿町川原 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

105 五島(岐宿)-(土)-347-3 五島市岐宿町川原 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

106 五島(岐宿)-(土)-349 五島市岐宿町川原 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

107 五島(岐宿)-(土)-350 五島市岐宿町川原 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

108 五島(岐宿)-(土)-351 五島市岐宿町川原 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

109 五島(岐宿)-(土)-353 五島市岐宿町川原 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

110 五島(岐宿)-(土)-354 五島市岐宿町川原 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

111 五島(岐宿)-(土)-355 五島市岐宿町川原 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

112 五島(岐宿)-(土)-355-2 五島市岐宿町川原 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

113 五島(岐宿)-(土)-356 五島市岐宿町川原 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

114 五島(岐宿)-(土)-357 五島市岐宿町川原 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

115 五島(岐宿)-(土)-358 五島市岐宿町川原 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

116 五島(岐宿)-(土)-359 五島市岐宿町川原 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

117 五島(岐宿)-(土)-360 五島市岐宿町川原 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

118 五島(岐宿)-(土)-361 五島市岐宿町川原 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

119 五島(岐宿)-(土)-362 五島市岐宿町川原 土石流 警戒区域 平成28年3月25日

120 五島(岐宿)-(土)-362-2 五島市岐宿町川原 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

121 五島(岐宿)-(土)-363 五島市岐宿町川原 土石流 警戒区域 平成28年3月25日

122 五島(岐宿)-(土)-364 五島市岐宿町川原 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

123 五島(岐宿)-(土)-366 五島市岐宿町川原 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日
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124 五島(岐宿)-(土)-367 五島市岐宿町川原 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

125 五島(岐宿)-(土)-368 五島市岐宿町川原 土石流 警戒区域 平成28年3月25日

126 五島(岐宿)-(土)-369 五島市岐宿町川原 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

127 五島(岐宿)-(土)-371 五島市岐宿町川原 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

128 五島(岐宿)-(土)-373 五島市岐宿町川原 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

129 五島(岐宿)-(土)-379 五島市岐宿町川原 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

130 五島(岐宿)-(土)-381 五島市岐宿町川原 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

131 五島(岐宿)-(土)-383 五島市岐宿町川原 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

132 五島(岐宿)-(土)-385 五島市岐宿町川原 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

133 五島(岐宿)-(土)-386 五島市岐宿町川原 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

134 五島(岐宿)-(土)-387 五島市岐宿町川原 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

135 五島(岐宿)-(土)-388 五島市岐宿町川原 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

136 五島(岐宿)-(土)-390 五島市岐宿町川原 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

137 五島(岐宿)-(土)-390-2 五島市岐宿町川原 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

138 五島(岐宿)-(土)-54 五島市岐宿町河務 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

139 五島(岐宿)-(土)-55 五島市岐宿町河務 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

140 五島(岐宿)-(土)-56 五島市岐宿町河務 土石流 警戒区域 平成28年3月25日

141 五島(岐宿)-(土)-57 五島市岐宿町河務 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

142 五島(岐宿)-(土)-58 五島市岐宿町河務 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

143 五島(岐宿)-(土)-59 五島市岐宿町河務 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

144 五島(岐宿)-(土)-61 五島市岐宿町河務 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日

145 五島(岐宿)-(土)-61-2 五島市岐宿町河務 土石流 警戒区域、特別警戒区域 平成28年3月25日
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別表２－７

災害対策本部用

油・液体吸収剤（消防署） １０袋

オイルスネア ４袋（60ｍ） ポータブル発電機

テレビ 災害用毛布

懐中電灯

テレビ

①   防 災 担 当 部 署 保 管 器 材

携帯用マイク

      ３個

１３個
富　江

２個

 トランジスタラジオ

1台

玉之浦
雨合羽

５個

携帯用マイク

懐中電灯

三井楽

ラジオ 1台

オイルフェンス

1台

ヘルメット

ヘルメット

３個

雨合羽

懐中電灯

ポータブル発電機

トランシーバー

懐中電灯

雨合羽

特殊

4

携帯用マイク

ポータブル発電機２個

１台

普通貨物

84

ヘルメット

②　市　保　有　車　輌

バイク 7

小型貨物
バックフォー、フォークリフト、
トラクター等 26

普通乗用

携帯用マイク

テレビ

岐　宿

奈　留

19

８個

125

10

1台

167

車　　　種 台数 車　　　種 台数 車　　　種

普通（バス）

小型乗用

３個

１５枚

１個

台数

１台

４個

１個

３個

      １０枚

180ｍ

１台

１個

1台

３着

100ｍ

３着

７個

3着

懐中電灯

油吸着マット

８２着

災害用毛布

２３箱

懐中電灯

雨合羽

      １０個

テレビ

１台

オイルフェンス

数　　　量本庁・支所 品　　　　　　　　　　　名 数　　　量 品　　　　　　　　　　名

本　庁

ヘルメット
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危機管理班

秘書行政班

法制係

税務課

会計課

監査

議会事務局

人事班

行革推進班

情報班班長：情報推進課長 情報推進課

管理班班長：財政課長 財政課

受援班班長：政策企画課長 政策企画課

市民課 戸籍住基班

社会福祉課 総務係

環境衛生班班長：生活環境課長 生活環境課

市民課 住民生活係

保護班

障がい福祉班

長寿介護課 介護保険班

国保健康政策課 国保・年金係

スポーツ振興課

各出張所

総務係

健康づくり班

母子保健班

社会福祉課 こども家庭未来班

長寿介護課 長寿支援班

商工雇用政策課

地域協働課

再エネ推進室

管理課 港湾管理事務所

商工観光班班長：観光物産課長 観光物産課

農業振興課

農林整備課

農委事務局

水産班班長：水産課長 水産課

土木班

維持係

建築住宅班

用地係

都市計画係

空き家・管理班

地籍調査班

水道班班長：水道課長 水道課

総務課

学校教育課

生涯学習班班長：生涯学習課長 生涯学習課

総務班班長：消防本部次長 消防本部総務課 総務班

予防班　班長：次長 予防班

危険物班　班長：次長 危険物係

警防班　班長：次長 警防係

消防班 消防隊 消防隊

別表３－１－１　　災害対策本部組織図

総務企画対策部
【総務企画部長】

市民生活対策部
【市民生活部長】

調達・輸送班
班長：商工雇用政策課長

本部対策班
班長：総務課長

職員班
班長：総務課長補佐

市民班
班長：市民課長

生活救護班
班長：長寿介護課長

社会福祉課

避難所班
班長：社会福祉課長

国保健康政策課
保健医療班

班長：国保健康政策課長

本
部
長

【
市
長

】

副
本
部
長

【
副
市
長

】

教育対策部
【教育長】

住宅水道対策部
【建設水道部長】

消防本部消防課
消防対策部
【消防長】

管理課

建設課
住宅調査班
班長：管理課長

教育・教育施設班
班長：総務課長・学教課長

産業対策部
　【地域振興部長】

農林班
班長：農業振興課長農水対策部

【農林水産部長】

建設課
土木班

班長：建設課長

総務課

総務課

１７８
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別表３－１－２  災害対策本部分掌事務 

部 班 担当課等 分掌事務 

総務企画対策部 

部長 

総務企画部長 

 

本部対策班 

班長 

総務企画部 

総務課長 

総務企画部 

総務課 

秘書行政班 

危機管理班 

法制係 

税務課 

会計課 

監査委員事務局 

議会事務局 

(1) 総合的災害対策の樹立及び連絡調整

に関すること。 

(2) 災害対策本部の設置及び解散に関する

こと。 

(3) 本部会議に関すること。 

(4) 県その他の関係機関との連絡調整（他

班の所掌に属するものを除く。）に関すること。 

(5) 自衛隊への派遣要請に関すること。 

(6) 災害情報の収集に関すること。 

(7) 前各号のほか、災害対策全般の調整に

関すること。 

職員班 

班長 

総務企画部 

総務課長補佐 

総務企画部 

総務課 

人事班 

行革推進班 

(1) 職員の動員及び人員調整に関すること。 

(2) 公用令書に関すること。 

情報班 

班長 

総務企画部 

情報推進課長 

総務企画部 

情報推進課 

市民及び報道機関への災害情報の発信に関

すること。 

管理班 

班長 

総務企画部 

財政課長 

総務企画部 

財政課 

(1) 庁舎の被害調査、応急対策及び復旧に

関すること。 

(2) 公用車の確保及び配置に関すること。 

受援班 

班長 

総務企画部 

政策企画課長 

総務企画部 

政策企画課 

(1) 支援物資の受入れ、管理及び配分に関

すること。 

(2) 他の公共団体への応援要請に関するこ

と。 

市民生活対策部 

部長 

市民生活部長 

市民班 

班長 

市民生活部 

市民課長 

市民生活部 

市民課 

戸籍住基班 

市民生活部 

社会福祉課 

総務係 

(1) 本部対策班からの被災者に関する住民

情報の照会に関すること。 

(2) 要配慮者に関する人的被害調査に関す

ること。 

環境衛生班 

班長 

市民生活部 

生活環境課長 

市民生活部 

生活環境課 

(1) 仮設トイレの設置に関すること。 

(2) 災害廃棄物の処理に関すること。 

(3) 遺体の収容、処理及び埋火葬に関する

こと。 
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(4) し尿処理施設等の応急対策に関するこ

と。 

 避難所班 

班長 

市民生活部 

社会福祉課長 

市民生活部 

市民課 

住民生活係 

市民生活部 

社会福祉課 

保護班 

障がい福祉班 

市民生活部 

長寿介護課 

介護保険班 

市民生活部 

国保健康政策課 

国保・年金係 

地域振興部 

スポーツ振興課 

各出張所 

(1) 避難所の開設に関すること。 

(2) 避難行動要支援者の援護及び人的被

害調査に関すること。 

(3) ボランティアの受入れに関すること。 

(4) 応急仮設住宅の入所手続に関すること。 

保健医療班 

班長 

市民生活部 

国保健康政政

策課長 

市民生活部 

国保健康政策課 

総務係 

健康づくり班 

母子保健班 

(1) 保健所及び医療機関との連絡調整に関

すること。 

(2) 災害派遣医療チーム等の受入れに関す

ること。 

(3) 感染症の予防に関すること。 

生活救護班 

班長 

市民生活部 

長寿介護課長 

市民生活部 

社会福祉課 

こども家庭未来班 

市民生活部 

長寿介護課 

長寿支援班 

(1) 施設入所者及び園児の避難及び保護

に関すること。 

(2) 施設入所者の避難所及び仮設住宅に

関すること。 

(3) 応急保育に関すること。 

産業対策部 

部長 

地域振興部長 

調達・輸送班 

班長 

地域振興部 

商工雇用政策

課長 

地域振興部 

商工雇用政策課 

地域振興部 

地域協働課 

地域振興部 

再生可能エネルギー

推進室 

建設水道部 

管理課 

港湾管理事務所 

(1) 食糧及び生活必要物資の調達及び輸

送に関すること。 

(2) 緊急車両の確保に関すること。 

(3) 交通網の確保に関すること。 
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 商工観光班 

班長 

地域振興部 

観光物産課長 

地域振興部 

観光物産課 

 

(1) 商工観光施設（市が所管するものに限

る。）の被害調査及び応急対策に関すること。 

(2) 商工観光施設（市が所管するものを除

く。）の被害調査に関すること。 

(3) 被災した中小企業者に対する融資に関

すること。 

(4) 生活資金の貸付に関すること。 

農水対策部 

部長 

農林水産部長 

農林班 

班長 

農林水産部 

農業振興課長 

農林水産部 

農業振興課 

農林水産部 

農林整備課 

農業委員会事務局 

(1) 農林畜産物の被害調査に関すること。 

(2) 農地、林地及び農林畜産業用施設（市

が所管するものに限る。）の被害調査、応急対

策及び復旧に関すること。 

(3) 農林畜産事業者に対する支援に関する

こと。 

(4) 農業協同組合との連絡調整に関するこ

と。 

水産班 

班長 

農林水産部 

水産課長 

農林水産部 

水産課 

(1) 水産施設（市が所管するものに限る。）の

被害調査、応急対策及び復旧に関すること。 

(2) 漁業協同組合との連絡調整に関するこ

と。 

住宅水道対策部 

部長 

建設水道部長 

土木班 

班長 

建設水道部 

建設課長 

建設水道部 

建設課 

土木班 

維持係 

河川及び公共土木施設の被害調査、応急対

策及び復旧に関すること。 

住宅・調査班 

班長 

建設水道部 

管理課長 

建設水道部 

建設課 

建築住宅班 

用地係 

都市計画係 

建設水道部 

管理課 

空き家・管理班 

地籍調査班 

(1) 民間住宅（市街地にあるものに限る。）、

市営住宅及び都市公園の被害調査及び応急

対策に関すること。 

(2) 民間住宅（市街地にあるものを除く。）の

応急対策に関すること。 

(3) 応急仮設住宅の建設に関すること。 

水道班 

班長 

水道局水道課

長 

水道局水道課 (1) 上水道施設の被害調査、応急対策及び

復旧に関すること。 

(2) 非常用飲料水の給水に関すること。 

教育対策部 

部長 

教育長 

教育・教育施設

班 

班長 

教育委員会事務局 

総務課 

教育委員会事務局 

(1) 児童及び生徒の避難及び救護に関する

こと。 

(2) 学校教育施設の被害調査及び応急対
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総務課長 

学校教育課長 

学校教育課 策に関すること。 

 生涯学習班 

班長 

生涯学習課長 

教育委員会事務局 

生涯学習課 

(1) 社会教育施設、文化財等の被害調査、

応急対策及び復旧に関すること。 

(2) 避難所の開設（公立公民館に限 

る。）に関すること。 

消防対策部 

部長 

消防長 

総務班 

班長 

消防本部次長 

消防本部 

総務課 総務班 

(1) 消防の警戒配置及び出動命令に関する

こと。 

(2) 物資の調達出納に関すること。 

(3) 車両の燃料調達に関すること。 

(4) 職員及び消防団員の救護に関すること。 

予防班 

班長 

消防本部次長 

消防本部 

消防課 予防係 

(1) 災害予防及び警報伝達に関すること。 

(2) 災害の調査に関すること。 

危険物班 

班長 

消防本部次長 

消防本部 

消防課 危険物係 

危険物の調査に関すること。 

警防班 

班長 

消防本部次長 

消防本部 

消防課 警防係 

(1) 警戒区域の設定に関すること。 

(2) 通信統制に関すること。 

(3) 消防隊の警戒配置に関すること。 

(4) 医療機関との連絡調整に関すること。 

(5) 長崎県防災航空隊等の派遣要請に関

すること。 

(6) 気象情報等の受理及び通報に関するこ

と。 

(7) 消防団員の非常招集及び配置に関する

こと。 

 消防班 

班長 

消防署長 

消防隊 (1) 署員の非常招集に関すること。 

(2) 災害の警戒及び災害現場活動に関する

こと。 

(3) 緊急避難及び避難誘導に関すること。 

(4) 災害救急救助に関すること。 

 



　別表3-2-1　設置体制発令基準

地震発生時 風水害発生時

・市内で震度３の地震が発生した
とき。

・大雨、洪水、暴風警報が発表さ
れたとき。

・市内で震度３の地震が発生し及
び軽微な災害が発生したとき。

注意体制をとるべき警戒が発表さ
れ、災害発生の危険性があると
き、又は強い台風が、夜間から明
け方に接近通過することが予想さ
れるとき。

・市内で震度４の地震が発生した
とき。

比較的軽微な災害又は局地的な
災害が発生し、又は発生するおそ
れがある場合で、本部長が必要と
認めるとき。

・市内で震度５弱、５強の地震が発
生したとき。

大規模な災害が発生し、又は発生
するおそれがある場合で、本部長
が必要と認めるとき。

・市内で震度６以上の地震が発生
したとき。

特に甚大な災害が発生し、又は発
生するおそれがある場合で、本部
長が必要と認めるとき。

設置基準
設置体制の内容

第２配備体制

第３配備体制

第１配備体制

注意体制

特別注意体制

警戒体制

非常体制

特別非常体制
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別表３－２－２ 要員配備体制 

部名 班名 

配置要員 

注意 

体制 

特別注意

体制 

警戒 

体制 

非常 

体制 

特別非 

常体制 

総務企

画対策

部 

部長   部長 部長、班

長及び

班員 

のおお

むね５

割 

全員 

本部対策班 班長 班長 班長 

３名 ３名 ３名 

職員班   １名 

情報班  １名 １名 

管理班  １名 １名 

受援班   １名 

市民生

活対策

部 

部長   部長 

市民班    

環境衛生班    

避難所班    

保健医療班    

生活救護班  １名 １名 

産業対

策部 

部長   部長 

調達・輸送班  
１名 

 

商工・観光班   

農水対

策部 

部長   部長 

農林班  
１名 

 

水産班   

住宅水

道対策

部 

部長   部長 

土木班  

１名 

 

住宅・調査班   

水道班   

教育対

策部 

部長   部長 

教育班  １名 １名 

施設班    

生涯学習班  １名 １名 

消防対

策部 

部長   部長 

総務班  

１名 

１名 

予防班   

危険物班   

警防班   

消防班   

各支部 支部長  支部長 支部長 支部長

及び班

員のお

おむね

５割 

窓口班 １名 １名 １名 

地域対策班（奈留支部に

おいては、地域振興班及

び環境水道班） 

  １名 

 

 



別表３－３－１

洪水
氾濫

土砂
津波
高潮

地震
大火
事

1 福江小学校 五島市錦町１番１号 ○ ○ ○ ○ ○

2 中央公園 五島市三尾野町266番1号 ○ ○ ○ ○ ○ ○

3 福江中学校 五島市松山町75番地4 ○ ○ ○ ○ ○

4 緑丘小学校 五島市木場町765番地 ○ ○ ○ ○ ○

5 末広公園 五島市末広町100番地1 ○ ○ ○ ○

6 東公園 五島市栄町100番地1 ○ ○ ○ ○

7 外濠公園
五島市池田町1357、1413、1414
番地

○ ○ ○ ○

8 丸木緑地公園 五島市福江町1190番地63 ○ ○ ○ ○

9 勤労福祉センター 五島市池田町1番2号 ○ ○ ○ ○ ○ ○

10 県立五島高校 五島市池田町１番１号 ○ ○ ○ ○ ○

11 県立五島海陽高校 五島市坂の上1丁目6番1号 ○ ○ ○ ○ ○

12 三尾野住民センター 五島市三尾野三丁目4番5号 ○ ○ ○

13 上大津住民センター 五島市上大津町80番地 ○ ○ ○ ○

14 下大津住民センター 五島市下大津町804番地１ ○ ○ ○ ○

15 松山住民センター 五島市松山町１１１番地１ ○ ○ ○ ○ ○ ○

16 緑丘地区公民館 五島市木場町371番１号 ○ ○ ○ ○ ○

17 奥浦中学校 五島市奥浦町1415番地1 〇 〇

18 奥浦小学校 五島市奥浦町1316番地1 〇 〇

19 翁頭中学校 五島市堤町1765番地 ○ ○ ○ ○ ○

20 本山小学校 五島市堤町1341番地 ○ ○ ○ ○ ○

21 本山地区公民館 五島市堤町1320番地 ○ ○ ○ ○ ○

22 大浜小学校 五島市小泊町326番地1号 ○ ○ ○ ○ ○

23 大浜地区公民館 五島市小泊町326番地1号 ○ ○ ○ ○ ○

24
崎山中学校（校舎・体育
館・グラウンド）

五島市下崎山町396番地3 ○ ○ ○ ○ ○

25
崎山小学校（校舎・体育
館・グラウンド）

五島市下崎山町1233番地 ○ ○ ○ ○ ○

26 長手スポーツセンター 五島市長手町303番地第1 ○ ○ ○ ○ ○

27
福江農業構造改善セン
ター

五島市上崎山町20番地1 〇 〇 〇 〇 〇 ○

所在地
自主避難

所
備考

対象とする異常な現象の種類

施設・場所名
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別表３－３－１

洪水
氾濫

土砂
津波
高潮

地震
大火
事

28
久賀小中学校（校舎・体
育館・グラウンド）

五島市久賀町245番地8 ○ ○ ○ ○ ○

29
椛島小中学校（校舎・体
育館・グラウンド）

五島市伊福貴町931番地2 ○ ○ ○ ○

30 本窯郷里センター 五島市本窯町1番地1 ○ ○ ○ ○

31 伊福貴住民センター 五島市伊福貴町376番地2 ○ ○ ○ ○

32 黄島住民センター 五島市黄島町26番地 ○ ○ ○ ○ ○ ○

33 富江小学校 五島市富江町富江111番地 ○ ○ ○ ○ ○

34 富江中学校 五島市富江町狩立464番地 ○ ○ ○ ○ ○

35
富江温泉センター（駐車
場）

五島市富江町松尾662番地2 ○ ○ ○ ○ ○

36
盈進小学校（校舎・体育
館・グラウンド）

五島市富江町黒瀬1240番地 ○ ○ ○ ○ ○

37 富江中央公園
五島市富江町富江357番地128，
129

○ ○ ○ ○

38 山下運動広場 五島市富江町山下128番地1 ○ ○ ○ ○

39 富江港多目的グラウンド 五島市富江町富江357-227 ○ ○ ○ ○

40 富江町地域福祉センター 五島市富江町狩立489番地 ○ ○ ○ ○ ○

41 玉之浦小学校 五島市玉之浦町玉之浦797番地4 ○ ○ ○ ○

42 玉之浦中学校 五島市玉之浦町小川1130番地1 ○ ○ ○ ○ ○

43 平成小学校 五島市玉之浦町中須945番地 ○

44 玉之浦カントリーパーク 五島市玉之浦町玉之浦1237番地 ○ ○

45 玉之浦体育館 五島市玉之浦町玉之浦789番地 ○

46 玉之浦健康増進施設 五島市玉之浦町大宝1006番地 ○ ○ ○ ○ ○ ○

47
地域福祉センター荒川温
泉

五島市玉之浦町荒川1130番地2 ○ ○

48 三井楽小学校 五島市三井楽町濱ノ畔1148番地 〇 〇 〇 〇 〇

49 三井楽中学校
五島市三井楽町濱ノ畔1502番地
1

〇 〇 〇 〇 〇

50 旧岳小学校 五島市三井楽町柏531番地 〇 〇 〇 〇 〇

51 浜窄小学校 五島市三井楽町濱窄358番地1 〇 〇 〇

52 嵯峨島小中学校 五島市三井楽町嵯峨島129番地1 〇 〇 〇 〇 〇

53
三井楽町総合福祉セン
ター

五島市三井楽町濱ノ畔1046番地
1

〇 〇 〇 〇 〇

54 遣唐使ふるさと館
五島市三井楽町濱ノ畔3150番地
1

〇 〇 〇 〇 〇

備考

対象とする異常な現象の種類

自主避難
所

施設・場所名 所在地
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別表３－３－１

洪水
氾濫

土砂
津波
高潮

地震
大火
事

55 三井楽町公民館
五島市三井楽町濱ノ畔1044番地
1

〇 〇 〇 〇 〇 ○

56 多目的研修集会施設 五島市三井楽町濱ノ畔521番地 〇 〇 〇 〇 〇

57 五島市三井楽支所 五島市三井楽町1473番地1 〇 〇 〇 〇 〇

58 嵯峨島漁村センター 五島市三井楽町嵯峨島7番地 〇 〇 〇 〇 〇

59 岐宿小学校 五島市岐宿町岐宿2404番地 〇 〇 〇 〇 〇

60 岐宿中学校 五島市岐宿町楠原544番地1 〇 〇 〇 〇 〇

61 岐宿地区公民館 五島市岐宿町岐宿2535番地 〇 〇 〇 〇 〇

62 県立五島南高校 五島市岐宿町川原3487番地 〇 〇 〇 〇 〇

63 山内地区公民館 五島市岐宿町中嶽1258番地 〇 〇 〇 〇 〇

64 山内小学校 五島市岐宿町中岳796番地1 〇 〇 〇 〇 〇

65 川原小学校 五島市岐宿町川原2370番地 〇 〇 〇 〇 ○

66 福江島総合開発センター 五島市岐宿町岐宿2535番地 〇 〇 〇 〇 〇

67
奈留総合グラウンドサブ
グラウンド

五島市奈留町浦468番地71 ○ ○ ○ ○

68 宮の森総合公園 五島市奈留町船廻897番地 ○ ○ ○ ○ ○

69 奈留テニスコート 五島市奈留町浦468番地71 ○ ○ ○ ○

70 奈留小中学校 五島市奈留町浦1225番地1 ○ ○ ○ ○ ○

71 奈留町公民館別館 五島市奈留町浦1815番地3 ○ ○ ○

72 奈留保健センター 五島市奈留町浦547番地14 ○ ○ ○ ○ ○

73 奈留総合体育館 五島市奈留町浦468番地182 ○ ○ ○ ○

74
奈留離島開発総合セン
ター

五島市奈留町浦1750番地2 ○ ○ ○ ○

75 県立奈留高校 五島市奈留町浦1246番地2 ○ ○ ○ ○ ○

72 69 57 70 66 19

自主：自主避難所は、避難指示等を行っていない時期において、自宅での待機に不安を持つ市民からの要望がある場合に、
　　　　　一時的に開設する施設。

自主避難
所

備考施設・場所名 所在地

対象とする異常な現象の種類
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別表３－３－２

番
号

地区
区分

施設・場所名 所在地
延べ床
面積（㎡）

入所可能人
員（人）

標高 備考

1 福江小学校体育館 五島市福江町1番1号 1,633 544 5ｍ

2 中央公園市民体育館 五島市三尾野町266番1号 5,354 1,785 48ｍ

3 勤労福祉センター 五島市池田町1番2号 1,521 507 5m

4 県立五島高校（体育館） 五島市池田町1番1号 2,118 706 3m

5 県立五島海陽高校（体育館・武道場） 五島市坂の上1丁目6番1号 1,551 517 48m

6 福江中学校体育館 五島市松山町75番地4 1,225 408 12m

7 緑丘小学校体育館 五島市木場町765番地 1,012 337 14m

8 松山住民センター 五島市松山町111番地1 462 154 12m

9 緑丘地区公民館 五島市木場町371番1号 463 154 16m

10 翁頭中学校体育館 五島市堤町1765番地 700 233 45m

11 本山小学校体育館 五島市堤町1341番地 757 252 40m

12 本山地区公民館 五島市堤町1320番地 500 167 36m

13 大浜小学校体育館 五島市小迫町328番地 600 200 16m

14 大浜地区公民館 五島市小迫町326番1号 484 161 7m

15 奥浦 奥浦小学校体育館 五島市奥浦町1316番地1 685 228 5m

16 崎山中学校体育館 五島市下崎山町396番地3 733 244 21m

17 崎山小学校体育館 五島市下崎山町1233番地 685 228 35m

18 長手スポーツセンター 五島市長手町303番地第1 305 102 28m

19 久賀 久賀小中学校体育館 五島市久賀町245番地8 699 233 7m

20 椛島 椛島小中学校体育館 五島市伊福貴町931番地2 546 182 4m

21 黄島 黄島住民センター 五島市黄島町26番地 147 49 5m

22 富江小学校体育館 五島市富江町富江111番地 692 231 13m

23 富江中学校体育館 五島市富江町狩立464番地 1,460 487 26m

24 富江町地域福祉センター 五島市富江町狩立489番地 1,708 569 27m

25 盈進小学校体育館 五島市富江町黒瀬1240番地 619 206 24m

26 玉之浦小学校体育館 五島市玉之浦町玉之浦797番地4 905 302 4m

27 玉之浦中学校体育館 五島市玉之浦町小川1130番地 846 282 8m

28 三井楽小学校体育館 五島市三井楽町濱ノ畔1148番地 698 233 21m

29 三井楽中学校体育館 五島市三井楽町濱ノ畔1258番地 860 287 23m

30 三井楽町公民館 五島市三井楽町濱ノ畔1044番地1 1,422 474 18m

31 多目的研修集会施設 五島市三井楽町濱ノ畔521番地 1,223 408 68m

32 浜窄小学校体育館 五島市三井楽町濱窄358番地 481 160 26m

33 嵯峨島小中学校体育館 五島市三井楽町嵯峨島130番地 371 124 10m

34 岐宿中学校体育館 五島市岐宿町楠原544番地 1,142 381 80m

35 岐宿地区公民館 五島市岐宿町岐宿2535番地 220 73 15ｍ

36 県立五島南高校（武道館） 五島市岐宿町川原3487番地 398 133 6m

37 山内地区公民館 五島市岐宿町中嶽1258番地 297 99 69m

38 宮の森総合公園 五島市奈留町船廻897番地 324 108 4m

39 奈留小中学校体育館 五島市奈留町浦1225番地1 3,196 1,065 44m

40 奈留離島開発総合センター 五島市奈留町浦1750番地2 1,452 484 6m

41 県立奈留高校（体育館･格技場） 五島市奈留町浦1246番地2 1,693 564 46m

三井楽

奈留

福江

本山

崎山

富江

玉之浦

岐宿
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別表３－４　自主避難場所一覧

電話番号

72-5741

72-4994

74-5320

72-6184

72-8882

73-0934

72-5912

73-5930

78-2101

78-2288

77-2001

86-1111

87-2215

87-2470

88-2049

88-2116

88-2388

88-2903

84-3157

84-2325

82-1111

64-2426

505-0001

64-4898

地区 施設名 備考

福江地区

勤労福祉センター

上大津住民センター

下大津住民センター

三尾野住民センター

中央公園市民体育館

松山住民センター

緑丘地区公民館

奥浦地区公民館

福江農業構造改善センター

本山地区公民館

野々切住民センター

大浜地区公民館

椛島地区公民館

伊福貴住民センター

久賀島地区公民館

黄島住民センター

赤島住民センター

富江地区 富江町公民館

玉之浦地区

向小浦集会所

小浦集会所

玉之浦町公民館

井持浦公民館

玉之浦町健康増進施設

上の平集会所

小川生活館

中須生活館

幾久山集会所

宮の森総合公園

岐宿地区
福江島開発総合センター

岐宿町公民館山内分館

奈留地区

奈留離島開発総合センター

奈留保健センター
告知端末からのIP電話のみ利用
可能。

頓泊集会所

三井楽地区

三井楽支所

三井楽町公民館

嵯峨島漁村センター

玉之浦地区

布浦集会所

荒川集会所

丹奈集会所
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別表３－５　福祉避難所

所在地
受入可能
人　　数

松山町196番地 20人

松山町706番地3 20人

野々切町2035番地2 20人

木場町141番地1 15人

下崎山町722番地 15人

久賀町258番地 10人

武家屋敷三丁目332番1号 15人

富江町黒瀬585番地 20人

玉之浦町荒川874番地2 30人

玉之浦町玉之浦1371番地1 30人

三井楽町濱ノ畔1046番地2 10人

岐宿町二本楠375番地 30人

奈留町船廻879番地1 10人

特別養護老人ホーム

地区 電話番号 施設種別 備考

福　江

72-2249 養護老人ホーム

72-6129

77-2102 デイサービスセンター

75-0181

73-5560 特別養護老人ホーム

72-3578 軽費老人ホーム

富　江 86-2426 特別養護老人ホーム

特別養護老人ホーム

73-6930 デイサービスセンター

75-8181 養護老人ホーム

奈　留 64-4848 特別養護老人ホーム

三井楽

特別養護老人ホーム

デイサービスセンター

岐　宿 83-1246

84-3942 特別養護老人ホーム

玉之浦
75-6023
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別表３－６

福江地区 Ｈ25.3.31現在

   水道名

種別

坂
の
上

増

田

田
ノ
浦

久

賀
蕨

猪
之
木

伊
福
貴

本

窯

給水戸数 上水 上水 17 57 57 20 76 45

給水人口 上水 上水 17 87 75 39 95 38

富江地区

   水道名

種別

太

田

琴

石

丸

子

田

尾

給水戸数 40 24 57 75

給水人口 48 29 77 115

玉之浦地区

   水道名

種別

玉
之
浦

大

宝

小

川

中

須

幾
久
山

上
の
平

荒

川

丹

奈

頓

泊

立
谷
飲
供

給水戸数 363 194 52 81 81 36 161 40 9 8

給水人口 579 296 86 116 115 57 247 57 7 12

三井楽地区 岐宿地区(一部福江地区上水道あり）

   水道名

種別

給水戸数

給水人口

奈留地区

   水道名

種別

西

部

給水戸数 81

給水人口 107

福　 江
地　 区
上水道

上水・簡水施設による給水状況

各　簡　易　水　道
飲 料  水
供給施設

黄島
計小

計

11,541 11,852

23,613 24,014

272 39

351 50

富　江
地　区
上水道

各　簡　易　水　道

計小

計

2,584 196 2,780

4,788 269 5,057

玉之浦地区簡易水道

計

岐宿地区簡易水道

1,025

1,572

計

種別

岐

宿

山

内

三井楽地区簡易
水道

計

  水道名

浜
ノ
畔

1,931

2,987 給水人口 1,225 2,362 3,611

1,621 給水戸数 693

2,561 2,668

奈留地区簡易水道

計中

央

1,685 1,766

2,987

1,621

24

15

大
曲
飲
供

1,223
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別表３－７

別表３－８

主な医療救護班一覧表

薬品等

有

有

医師

有31７２－３１８１

1

72

 奈留町浦
 1218-1

標準脱窒素処理方
式

二段活性汚泥処理

高負荷脱窒素膜処
理

 岐宿町二本楠
 357-26

25

26

規　　　　模

 野々切町2308-
1

50ｋｌ/日

電　　　　話

７２－３１２５

７２－５０００

所　　　在　　　地

　福江町７－２

　末広町８－４

　吉久木町２０５

有

有

看護師
保健師

7

406

175

し尿

福　 江

岐　宿

奈　留

 福江衛生センター

 五島西部衛生センター

 奈留衛生センター

施 設 の 種 類

　富江町狩立４９９

　奈留町浦１６４４

８６－２１３１

６４－２０１４

種　類 地　 区

4

2

7ｋｌ/日

名　　　　　　　　　称

五島保健所　救護班

五島医師会　救護班

 五島中央病院　救護班

名　　　　　称 所　在　地

①　汚　物　処　理　施　設

 富江病院　救護班

 奈留病院　救護班

富　江

三井楽

 富江クリーンセンター

 三井楽清掃センター

機械化バッチ燃焼式

7,861㎡
25kl/日

福　江

 福江清掃センター

 福江一般廃棄物
　　　　　最終処理場

 平蔵町3714

 富江町狩立
 ７４１－１

 三井楽町浜ノ畔
 3504-1

機械化バッチ燃焼式

機械化バッチ方式

1,800㎡

流動ガス化溶融方
式

 向町2059 管理型

2基
29t/24H

9,700㎡

ごみ

１基　１０t/日

1基 　7ｔ/8H
休止中

奈　留

 奈留清掃センター

 奈留一般廃棄物
 最終処分場

 奈留町浦
 1191-1

 奈留町浦943 管理型

１炉　　６ｔ/日
休止中
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別表３－８

軽 ２ ｔ 車 ４ ｔ 車 軽 ２ ｔ 車 ４ ｔ 車

し　　　　尿 2

ご　　　　み 4 3 8

富　江 ご　　　　み 1 1

玉之浦 ご　　　　み 1

三井楽 ご　　　　み 165 1 1

岐　 宿 ご　　　　み 1

奈 　留 ご　　　　み 3 1

地　区 名　　　称 作 業 従 業 員

 福江清掃社 １１人

 双葉清掃社 ２２人

 福江衛生公社 １６人

富　江  富江清掃社 ５人

玉之浦  玉之浦衛生社 ２人

三井楽  松島清掃社 3人

 岐宿衛生公社 ４人

 岐宿クリーン
 サービス

２人

 馬津川静雄 ２人

 奈留衛生社 ２人

福 　江

②　汚　物　収　集　運　搬　車

地　 区
　　　　　　車輌名
 
種別

バキュームカー ご　み　収　集　車
備　　　　　考

うち1台は汚泥運搬車

 松山町487-2 　バキュームカー　　４ｔ　2台 　　　　　　　　　　　　 ２ｔ　1台

福　江  木場町119-1

 浜町740

　バキュームカー　　４ｔ　2台 　　　　　　　　　        ２ｔ　1台

  収集車（市所有）　６台

③　清掃業者名・車輌台数・人員等

所　　在　　地 所　有　車　輌

岐　宿

奈　留

 富江町狩立527

 玉之浦町小川945番地

 三井楽町浜ノ畔2946

 岐宿町川原270

 奈留町浦470-1

 奈留町浦470-15

　収集車　　　　　　　２ｔ　１台

　バキュームカー　　２ｔ　１台

　バキュームカー　　４ｔ　２台 　　　　　　　　　　　 　２ｔ　２台

　バキュームカー　　３ｔ　１台 　　　　　　　　       　 ２ｔ　１台

　バキュームカー 　 ２ｔ　2台

 岐宿町楠原707-2 　バキュームカー 　 ２ｔ　２台

　バキュームカー　　４ｔ　１台
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別表３－９

軽

軽

13

5

3

奈留タクシー

107

6

5８２－００３２

６４－３１７１

６４－２１０１

5

5

７２－２８５４ 23

幸町１－１０

東浜町１－２－１

７２－４１５１ 21

19７２－２１７１

東浜町３－５－１

江川町１０－１０

富江町富江１６４－２

富江町富江１６４－２

三井楽町浜ノ畔９３８

８６－２１４１

７２－５１３１

８６－１１５１

８４－３１３６

岐宿町川原３５５３－１

奈留町浦４０７－２

奈留町浦１７４８－４

ばらもんタクシー

丸浜タクシー

岐　 宿

合　　　　　　計

㈲観光タクシー

㈱五島バスタクシー

㈲西海タクシー

富江タクシー㈲

㈲日光タクシー

三井楽タクシー

地　 区

福　 江

富　 江

奈　 留

車輌数電　　　　　話所　　　在　　　地業　　　者　　　名

三井楽

㈱大波止タクシー

③　タクシー業者別保有台数

24

計 72 50

ヤマト運輸㈱福江営業所 吉久木町６９９－３ ７２－８４７７

7

日本通運㈱福江営業所 東浜町１－７－１２ ７２－５６１７ 1 4

佐川急便㈱九州支社五島店 吉田町３５３０－９ ７２－４５５７

九州商船㈱福江支店 東浜町２－１－２ ７２－２１９１

五島トラック建設㈲ 三井楽町浜ノ畔１３９８－１ ８４－２０７５ 5

4

1

㈱福江工業 東浜町１－２０－１８ ７２－２４４５ 6

南松トラック㈲ 東浜町１－１６－７ ７２－３４５９ 5

3

㈲田口運輸 籠淵町２４６６－５ ７２－３３６３ 6 2

五島運輸㈱ 東浜町２－５－１ ７２－５１０８ 8

熊川運送店 籠淵町２１００－４ ７２－２８７３ 3 6

協徳運輸㈲ 東浜町１－１６－５ ７２－５６２２ 31

5 44

②　運送業者別保有台数

業 者 名 所 在 地 電 話 番 号
車 輌 数

　普通 小型

五島自動車㈱ 東浜町１－２－１ ７２－２１７４ 39

①　バス事業所車輌保有台数

会社名 所在地 電話番号
車　　輌　　数

乗　合 貸　切 計

久賀タクシー 久賀町２１７－２３ ７７－２００８ 2

2

永尾運送店 玉之浦町玉之浦１１１７－１ ８７－２３７７ 2 1

玉之浦運輸 玉之浦町玉之浦２９８－３ 1
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別表３－９

195

237

福　江

奥浦町2153‐1 ７３－０１１１ 237
五
島
ふ
く
え
漁
協

奥浦支所

大浜支所

久賀島支所

FRP 19 97 25

アルミ 19 66 22

鋼 155 93 11

 木口汽船㈱  平蔵町2746-2 ７３－０００３

 フェリーひさか

 シーガル

 ソレイユ

軽合金 42 50 20 ㈲黄島海運  黄島町５１ ７２－８９６３  おうしま

鋼 35 57 10 ㈲嵯峨島旅客船  三井楽町濱ノ畔1473-1 ８４－２７８５  さがのしま丸

鋼 1,260 350 19 野母商船㈱  福江町1190-67 ７２－５１０８  フェリー太古

鋼 396 168 16

アルミ 102 104 26
 五島旅客船㈱  東浜町２－１－２ ７２－８１５１

 ニューたいよう
 フェリーオーシャン

軽合金

 九州商船㈱
　　　　　福江支店

 東浜町２－１－２ ７２－２１９１

 フェリー万葉

163 233 43

軽合金 163 264 43

鋼 1,867 1,000 17

鋼 1,560 500 19

 フェリー長崎

 ＪＦペガサス

 ＪＦペガサスⅡ

⑤　旅客船の事業所別保有数

業　　者　　名 所　　在　　地 電　　　話 船　　　名 船質 トン数 定　員 速　力

巡視艇

　五島警察署 　東浜町３－９－１ ７２－８１１０ ふくえ

26

鋼 21

７２－３９９９

用　　途

警備艇

　東浜町２－１－１
ふくえ 鋼

７２－４９９９ みねかぜ 鋼

巡視船

④　官公庁船の用途別保有数

官 公 庁 名 所　　在　　地 電　　　話 船　　　名 船質 トン数

　五島海上保安署

無動力船 合　　計組　　合　　名 動力船電　　　話所　　　在　　　地

⑥　市　内　漁　船　保　有　数

335

地　 区

椛島支所

小泊町1‐2

蕨町598‐3

伊福貴町1‐3

７３－５２４７

７７－２１１１

７８－２１０２

本所

崎山支所

福江町1190‐9

下崎山町302

７２－５１０５

７３－６５３６

7272

120

136

92

67

120

136

92

67

五
島
漁
協

富江町富江３５７－１

富江町黒瀬２０６－８

玉之浦734-29

大宝634

三井楽町浜ノ畔902-5

岐宿町岐宿1257

三井楽支所

岐宿支所

富　 江

玉之浦

奈　 留

岐　 宿

三井楽

奈留町漁業協同組合

富江支所

黒瀬支所

玉之浦支所

大宝支所

８６－２１２１

８７－２２２１

８７－２２７３

８４－３１２１

８２－１１２１

318

78

　総　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数 2,126 2,126

155155

417奈留町浦1839-１ ６４－３１１５ 417

318

78

162

50

222

162

50

222
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福　 江
五島救護所

奈　 留 奈留町救護所

五島ふくえ救護所

　総　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数

奈留町浦1839-１

193 0 193

６４－３１１５ 18 18

53

福江町1190‐9 ７２－５１０５ 122 122

福江町1190‐9 ７２－５５１０ 53

動力船 無動力船 合　　計

⑦　特定非営利活動法人長崎県水難救済会五島地区救助艇保有隻数

地　 区 組　　合　　名 所　　　在　　　地 電　　　話



別表３－１０

保　管 器　材　名 数　　量 器　材　名 数　　量 器　材　名 数　　量

土嚢袋 　２,４８０枚 ロープ    　400m ツルハシ     １０丁

救命胴衣    １０着 はりがね      ２巻 カケヤ       ３丁

救命浮器      ５個 スコップ      ２７丁 鉄杭     ６２本

カキ板      ６丁 ポリ缶    ２３個 バケツ（ポリ）    ２５個

バケツ（ﾌﾞﾘｷ）    ３０個 ブルーシート ２５枚

富江支所 土嚢袋 ５０枚 スコップ 　　２丁 　　ロープ １００ｍ

土嚢袋 ４００枚 ツルハシ 　　３丁 カケヤ １丁

スコップ 　　２丁 　　ロープ １００ｍ

三井楽支所 土嚢袋 ３００枚 スコップ 　　５丁 　　ロープ １００ｍ

岐宿支所 土嚢袋 ２００枚 スコップ 　　３丁 　　ロープ １００ｍ

奈留支所 土嚢袋 ７９枚 スコップ 　　２丁 　　ロープ １００ｍ

土嚢袋 ２,９３４枚 カケヤ    ２６丁 ホゲ（ポリ）     ２３個

麻ロ－プ20ﾐﾘ    　１巻 ハンマー    　９本 組立水槽２ｔ       １基

麻ロープ25ﾐﾘ      １巻 スコップ    ３８丁  　 〃　　 1.5ｔ       １基

ｸﾚﾓﾅﾛｰﾌﾟ12ﾐﾘ   　 １巻 カキ板    　２６丁  　 〃　    １ｔ       １基

ｸﾚﾓﾅﾛｰﾌﾟ16ﾐﾘ    　１巻 ガンヅメ    １８丁 ツルハシ  １８丁

くわ 　   １丁

水　防　器　材　の　明　細

本　庁

玉之浦支所

五

島

市

消

防

署
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別表３－１１

人　　　員

定　員 実　員
広 報 車
ポンプ車

ポンプ付
積 載 車

小型動力
ポ ン プ

本 部 45 39 4

第 １ 分 団 52 41 2 1

第 ２ 分 団 47 45 2

第 ３ 分 団 40 38 2

第 ４ 分 団 67 63 3

第 ５ 分 団 77 74 3

第 ６ 分 団 78 71 4

第 ７ 分 団 84 71 4

第 ８ 分 団 91 89 2

第 ９ 分 団 38 34 1

第 １ ０ 分 団 24 24 1 1

第 １ １ 分 団 46 44 3 1

第 １ ２ 分 団 39 31 4

第 １ ３ 分 団 55 54 3 2

第 １ ４ 分 団 40 38 4

第 １ ５ 分 団 46 37 1 2

第 １ ６ 分 団 22 20 1

第 １ ７ 分 団 41 34 1

第 １ ８ 分 団 30 26 1

第 １ ９ 分 団 37 33 1 1 三井楽町全域

1

1

平蔵町、奥浦町、戸岐町、岐宿町唐船ノ浦、戸岐ノ首

1台
1台
1台
2台
1台
2台
出張所に１台ずつ
　　　　　〃
18台

五島市消防団

管 轄 区 域
ポンプ付
軽積載車

下崎山町、向町、上崎山町、長手町

1

車　　　輌

指令車　　　　　1台
調査広報車　　1台
広報車　　　　　1台

　　　　　　　計　３　台

化学車
梯子車
タンク車
ポンプ車
救助工作車
救急車
ポンプ車
救急車
　　計

三尾野、坂の上、三尾野町、大円寺町、東浜町、紺屋町、武家屋
敷池田町、栄町、中央町、錦町、幸町、末広町、江川町、福江町、
新港町、松山町、大荒町（小田を除く）、木場町、赤島町、黄島町

大荒町（小田）、吉久木町、籠淵町

下大津町、上大津町

3

1

五島市消防本部及び五島市消防署

五 島 市 消 防 本 部 五　島　市　消　防　署

９名 ８０名

1

1

1

4

1

吉田町、堤町、高田町

野々切町、浜町、小泊町、増田町

田ノ浦町、久賀町、蕨町、猪之木町

富江町全域

富江町富江、黒島、職人、土取

富江町狩立、松尾、田尾、繁敷

本窯町、伊福貴町

富江町山下、岳

富江町黒瀬、山手、長峰

玉之浦町全域（１部）、玉之浦町玉之浦

玉之浦町大宝、立谷

玉之浦町中須、幾久山、小川、上の平

玉之浦町布浦、荒川、丹奈、頓泊
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定　員 実　員
広 報 車
ポンプ車

ポンプ付
積 載 車

小型動力
ポ ン プ

第 ２ ０ 分 団 44 34 1 2

第 ２ １ 分 団 37 28 1 1

第 ２ ２ 分 団 49 40 1

第 ２ ３ 分 団 25 24

第 ２ ４ 分 団 48 40 3

第 ２ ５ 分 団 66 66 4

第 ２ ６ 分 団 74 62 5

第 ２ ７ 分 団 52 50 1 1

第 ２ ８ 分 団 50 48 2

第 ２ ９ 分 団 48 47 2

第 ３ ０ 分 団 48 37 2

計 1540 1382 11 61 9

別表３－１２

管 轄 区 域

３個

２着

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　船艇
　用具

防火服

繊維ロープ（60mm）

繊維ロープ（45mm）

機付ゴムボート

五島海上保安署所属巡視船及び巡視艇保有資材

計
 巡視艇
　みねかぜ

 巡視船
　　　ふくえ

2

4

1

６器

２器

３個

５４え０㍑

９個

４着

４００ｍ

２００ｍ

１個

２００㍑

２艇

８２個

6個

３機

１機

１機

４個

２器

１機

４個

１３５ｍ

１艇

１３個

２個

１機

１器 １器

２個

３４０㍑

５個

２着

４００ｍ

２００ｍ

１３５ｍ

３個

泡沫発生器

ガス検知器（可燃性ガス用）

泡沫発生剤

１艇

６９個

４個

２機

１機

４個

ライフゼム

ワイヤーロープ（22mm）

消火排水ポンプ

移動用ガソリンポンプ

消火器（泡）

消火器（粉末）

消火器（炭酸ガス）

４器

救命胴衣

救命浮環

もやい銃

1

ポンプ付
軽積載車

三井楽町全域（１部）、濱ノ畔

1

奈留町北西部全域

三井楽町柏、嶽、渕ノ元、大川、高崎

三井楽町濱窄、貝津、塩水、丑ノ浦、波砂間

三井楽町嵯峨島

岐宿町岐宿、河務、水之浦

岐宿町川原、楠原

岐宿町松山、中嶽、二本楠

奈留町南部東側全域

奈留町南部西側全域

24

奈留町北東部全域
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別表３－１３

【一時遺体安置所】

地　区　名 施　　設　　名 所　　　在　　　地 管　理　者 最大収容数 電話番号 その他

福江地区 五島市中央公園市民体育館 五島市三尾野町266番地1 五島市教育委員会 2,670 72-5945 スポーツ振興課

赤島地区 赤島住民センター 五島市赤島町446番地 指定管理者 45 73-6973 市民課

黄島地区 黄島住民センター 五島市黄島町26番地 指定管理者 73 73-6921 市民課

椛島地区 椛島地区公民館 五島市本窯町8番地1 五島市教育委員会 160 78-2611 生涯学習課

久賀島地区 久賀島地区公民館 五島市久賀町217番地3 五島市教育委員会 160 77-2265 生涯学習課

富江地区 富江町公民館 五島市富江町富江170番地8 五島市教育委員会 256 86-1111 教育委員会富江分室

玉之浦地区 玉之浦体育館 五島市玉之浦町玉之浦789番地 五島市教育委員会 670 87-2211 教育委員会玉之浦分室

三井楽地区 三井楽多目的研修集会施設 五島市三井楽町濱ノ畔521番地 三井楽支所地域振興課長 350 84-3749 三井楽支所地域振興課

嵯峨島地区 嵯峨島漁村センター 五島市三井楽町嵯峨島無番地 指定管理者 30 84-4151 三井楽支所地域振興課

岐宿地区 五島市福江島開発総合センター 五島市岐宿町岐宿2535番地 五島市教育委員会 300 82-1111 教育委員会岐宿分室

奈留地区 奈留総合体育館 五島市奈留町浦468番地71 五島市教育委員会 1,730 64-3344 教育委員会奈留分室

前島地区 前島地区集会所 五島市奈留町泊399番地11 指定管理者 55 64-2948 奈留支所市民生活課

【火葬場】

地　区　名 施　　設　　名 所　　　在　　　地 管　理　者 最大火葬数 棺保管数 電話番号

福江地区 やすらぎ苑 五島市増田町615番地34 ㈲クリメイション 12 50 83-1192

富江地区 浄富苑 五島市富江町狩立672 富江支所市民生活課長 8 20 86-2960

奈留地区 奈留葬斎場 五島市奈留町浦388番地1 奈留支所市民生活課長 8 15 64-2946

一時遺体安置所及び火葬場一覧表
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（第一第２章第４節） 

 

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律  

 

◎急傾斜地の定義（第２条） 

   急傾斜地とは、傾斜度が 30 度以上である土地をいう。 

◎急傾斜地崩壊危険区域の指定（第３条） 

      (1)指定権者    都道府県知事 

   (2)指定手続   関係市町村長の意見聴取 

      (3)区域の要件   崩壊により相当数の居住者その他の者に危害が生ずるおそれの 

 あるもの及びこれに隣接する土地のうち、当該急傾斜地の崩壊が助 

 長され、又は誘発するおそれのあるもの 

   (4)指定基準   ・急傾斜地の高さが５ｍ以上のもの 

          ・崩壊による被災人家が５戸以上 

          ・官公署、学校、病院、旅館等を含む場合 

☆指定されると  
 

◎行為の制限（第７条） 

      切土、盛土など一定の行為は許可が必要（許可権者：都道府県知事） 

◎土地の保全等：防災措置勧告（第９条第３項）  

   (1)主体 都道府県知事 

   (2)要件 急傾斜地の崩壊による災害防止のため必要なとき 

   (3)相手 土地の所有者等、制限行為を行った者、被災のおそれのある者 

   (4)勧告 崩壊防止工事の施行、家屋の移転⇒公庫融資（第２４条） 

◎改善命令（第１０条） 

   (1)主体 都道府県知事 

   (2)要件 制限行為が行われ急傾斜地の崩壊のおそれが著しいとき 

   (3)相手 土地の所有者等 

   (4)命令 崩壊防止工事の施行（相当の猶予期限付）⇒公庫融資（第２４条） 

◎都道府県の施行する急傾斜地崩壊防止工事（第１２条）  

      急傾斜地の所有者等又は被災のおそれのある者が施行することが困難又は不適当  

と認められる場合⇒国庫補助１/２以内（第２１条） 

   ①採択基準 

    イ 急傾斜地の高さが１０ｍ（ただし、災害発生地区で人家等に被害のあった地 

      区につては５ｍ）以上であること。 

    ロ 移転適地がないこと。 

    ハ 被災人家１０戸（災害発生地区では５戸）以上 

        ニ 事業費１，５００万円（災害発生地区では６００万円）以上 

   ②避難関連急傾斜地崩壊対策事業 

    ※市町村地域防災計画の避難路又は避難場所を有する急傾斜地 

    イ 急傾斜地の高さが１０ｍ以上 

    ロ 被災人家５戸以上 

    ハ 事業費３，０００万円以上 

◎警戒避難体制の整備（第２０条） 

   (1)主体 市町村防災会議 

   (2)内容 市町村地域防災計画において急傾斜地の崩壊による災害を防止するた 

め、必要な警戒避難体制の整備 



 202 

 

五島市防災会議条例  

                            平成 16 年８月１日 

                            条例第 256 号 

 

（趣旨） 

第１条 この条例は、災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）第 16 条第６項の規定に

基 づき、五島市防災会議（以下「防災会議」という。）の組織及び所掌事務を定めるも

の とする。 

 

（所掌事務） 

第２条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 

(１) 五島市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。 

(２) 五島市の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害に関する情報を収集す 

ること。 

(３) 前２号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事 

務 

 

（会長及び委員） 

第３条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。 

２ 会長は、市長をもって充てる。 

３ 会長は、会務を総理する。 

４ 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、 

その職務を代理する。 

５ 委員は、42 人以内とし、次に掲げる者をもって充てる。 

(１) 指定地方行政機関の職員のうちから市長が任命する者 

(２) 自衛隊に所属する者のうちから市長が任命する者 

(３) 長崎県の知事の部内の職員のうちから市長が任命する者 

(４) 長崎県警察の警察官のうちから市長が任命する者 

(５) 副市長 

(６) 教育長 

(７) 消防長 

(８) 消防団長 

(９) 市長がその部内の職員のうちから指名する者 

(10) 指定公共機関又は指定地方公共機関の役員又は職員のうちから市長が任命する者 

(11) 防災に関し知識又は経験を有する者のうちから市長が任命する者 

６ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間と 

する。 

７ 委員は、再任されることができる。 
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（専門委員） 

第４条 防災会議に専門の事項を調査させるため専門委員を置くことができる。 

２ 専門委員は、関係地方行政機関の職員、長崎県の職員、市の職員、関係指定公共機関

の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験を有する者のうちから市長が任命す

る。 

３ 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。 

 

（委任） 

第５条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要

な事項は、会長が防災会議に諮って定める。 

 

附 則 

 

（施行期日） 

１ この条例は、平成 16 年８月１日から施行する。 

 

（経過措置） 

２ この条例の施行後最初に任命される委員の任期は、第３条第６項の規定にかかわら

ず、 平成 17 年３月 31 日までとする。 

 

（平成 18 年３月 31 日に在任する委員の任期の特例） 

３ 平成 18 年３月 31 日に在任する委員の任期は、第３条第６項の規定にかかわらず、同

日 までとする。 

 

附 則（平成 18 年３月 23 日条例第７号抄） 

 

（施行期日） 

１ この条例は、平成 18 年４月１日から施行する。ただし、附則第３項の規定（五島市

防災会議条例（平成 16 年五島市条例第 256 号）附則に１項を加える改正規定に限る。）

は、公布の日から施行する。 
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五 島 市 防 災 会 議 委 員 名 簿 

（平成３０年４月１日現在） 

 

●会長 五島市長（五島市防災会議条例第３条第２項） 

 

１ 条例第３条第５項第１号委員 

機 関 職 名 住   所 電話番号 

九州農政局長崎支局総括農政推進官 
長崎市岩川町１６－ 

１６ 

０９５－８４５－

７１２１ 

長崎森林管理署福江森林事務所首席森林

官 
武家屋敷１－３－３ ７２－２７１４ 

長崎県海上保安部五島海上保安署長 東浜町２－１－１ ７２－３９９９ 

気象庁長崎地方気象台次長 
長崎市南山手町１１

－５１ 

０９５－８１１－

４８６２ 

長崎労働基準監督署五島駐在事務所長 東浜町２－１－１ ７２－２９５１ 

  

２ 条例第３条第５項第２号委員 

機 関 職 名 住   所 電話番号 

航空自衛隊第１５警戒隊長 
三井楽町嶽７７０－

１ 
８４－２０７４ 

  

３ 条例第３条第５項第３号委員 

機 関 職 名 住   所 電話番号 

長崎県五島振興局長 福江町７－１ ７２－２１２１ 

長崎県五島保健所長 福江町７－１ ７２－３１２５ 

 

４ 条例第３条第５項第４号委員 

機 関 職 名 住   所 電話番号 

長崎県五島警察署長 東浜町３－９－１ ７２－８１１０ 

 

５ 条例第３条第５項第５号委員 

機 関 職 名 住   所 電話番号 

五島市副市長 福江町１－１ ７２－６１１１ 
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６ 条例第３条第５項第６号委員 

機 関 職 名 住   所 電話番号 

五島市教育長 福江町１－１ ７２－６１１１ 

 

７ 条例第３条第５項第７号委員 

機 関 職 名 住   所 電話番号 

五島市消防長 吉久木町６２８－５ ７２－３１３１ 

 

８ 条例第３条第５項第８号委員 

機 関 職 名 住   所 電話番号 

五島市消防団長 吉久木町６２８－５ ７２－３１３１ 

 

９ 条例第３条第５項第９号委員 

機 関 職 名 住   所 電話番号 

総務企画部長 

福江町１－１ ７２－６１１１ 

市民生活部長 

地域振興部長 

農林水産部長 

建設水道部長 

  

１０ 条例第３条第５項第１０号委員 

機 関 職 名 住   所 電話番号 

郵便事業株式会社福江支店長 幸町１－１ ７２－４０２１ 

株式会社ＮＴＴフィールドテクノ九州支

店長崎営業所福江サービスセンタ 
福江町１４－１ ７５－００６６ 

日本通運株式会社長崎支店福江営業所 東浜町１－７－１２ ７２－５６１７ 

九州電力株式会社五島営業所長 紺屋町５－１１ 
０１２０－９８

６－４１６ 

長崎新聞社五島支局長 幸町１－１５ ７２－２２２６ 

五島中央病院長 吉久木町２０５ ７２－３１８１ 
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機 関 職 名 住   所 電話番号 

五島自動車株式会社代表取締役社長 東浜町１－２－１ ７２－２１７５ 

五島医師会会長 末広町８－４ ７２－５０００ 

九州商船株式会社福江支店長 東浜町２－１－２ ７２－２１９１ 

市内旅客船連絡協議会代表 平蔵町２７４６－２ ７３－０００３ 

長崎県トラック協会下五島支部長 東浜町１－１６－７ ７２－３４５９ 

  

１１ 条例第３条第５項第１１号委員 

機 関 職 名 住   所 電話番号 

福江商工会議所会頭 末広町８－４ ７２－３１０８ 

株式会社十八銀行福江支店長 中央町５－９ ７２－２１３１ 

ごとう農業協同組合総務部長 籠淵町２４５０－１ ７２－６２１１ 

五島市町内会連合会長 
武家屋敷２－２－１

２ 
７４－２８３５ 

五島市婦人防火クラブ連絡協議会会長 江川町１２－１０ ７２－６５２４ 

五島市社会福祉協議会長 三尾野１－７－１ ７４－５５１１ 
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五島市災害対策本部条例 
 

                            平成 16 年８月１日 

                            条例第 257 号 

 

（趣旨） 

第１条 この条例は、災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）第 23 条第７項の規定に 

基づき、五島市災害対策本部（以下「災害対策本部」という。）に関し必要な事項を定 め

るものとする。 

 

（組織及び職務） 

第２条 災害対策本部長は、災害対策本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。 

２ 災害対策副本部長は、災害対策本部長を補佐し、災害対策本部長に事故があるときは、 

その職務を代理する。 

３ 災害対策本部員は、災害対策本部長の命を受け、災害対策本部の事務に従事する。  

 

（部） 

第３条 災害対策本部長は、必要と認めるときは、災害対策本部に部を置くことができる。 

２ 部に属すべき災害対策本部員は、災害対策本部長が指名する。 

３ 部に部長を置き、災害対策本部員のうちから災害対策本部長が指名する。 

４ 部長は、部の事務を掌理する。 

 

（現地災害対策本部） 

第４条 現地災害対策本部に現地災害対策本部長及び現地災害対策本部員その他の職員

を 置き、災害対策副本部長、災害対策本部員その他の職員のうちから災害対策本部長が

指 名する者をもって充てる。 

２ 現地災害対策本部長は、現地災害対策本部の事務を掌理する。 

 

（委任） 

第５条 この条例に定めるもののほか、災害対策本部に関し必要な事項は、災害対策本部 

長が定める。 

 

附 則 

この条例は、平成 16 年８月１日から施行する。 
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○災害に際し応急措置の業務に従事した者に係る損害補償に関する条例 

昭和 38 年 3 月 20 日長崎県条例第８号 

 

（目的） 

第１条 この条例は、災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）第 71 条の規定

による従事命令又は協力命令を受けて応急措置の業務に従事した者に係る損害

補償について定めることを目的とする。 

（損害補償の種類） 

第２条 前条の損害補償の種類は、次に掲げるものとする。 

(１) 療養補償 

(２) 休業補償 

(３) 障害補償 

(４) 遺族補償 

(５) 葬祭補償 

(６) 打切補償 

（補償の内容） 

第３条 前条に規定する損害補償の支給要件、支給額等については、災害救助法

施行令（昭和 22 年政令第 225 号）中扶助金に係る規定の例による。 

（委任） 

第４条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、

規則で定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成 19 年条例第５号） 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日（以下「施行日」という。）から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行日前に支給すべき事由の生じた損害補償の支給については、

なお従前の例による。 

 


