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第２章－１ 災害予防計画【基本編】 

 

Ⅰ 災害に強い村民 

 

第１節 防災知識の普及計画 

 

１．職員に対する防災教育 

 

（１）防災担当者研修 

 本村における防災担当者は、県や防災関係機関•団体が行なう防災に関する知識及び活

動についての研修等に積極的に参加し、本村の防災対策に反映するよう資質の向上に努

めるものとする。 

（２）防災関係機関職員の教育 

 本村における防災関係機関•団体は、防災に関しその所属職員の教育を計画的に実施す

るものとする。 

（３）消防教育 

 消防教育は、消防職員•団員等に対し消防学校において行なう専門教育及び本村にお 

いて各々所要の教育計画を定めて実施する一般教育と、施設管理者等の資質向上を図る

ため、県が実施する防火管理者講習会等とする。 

 

２．防災上重要な施設の管理者等の教育 

 

（１）危険物取扱施設の管理者 

 防火管理に関する有識者を増やすため、県が法令に基づいた指導•講習等を実施し、本

村においても周知及び協力体制を図るとともに、防火管理体制の強化拡充を促進するも

のとする。 

（２）避難時の拠点施設となる管理者等 

 避難計画に定めた避難所等の防災拠点施設において、その管理者等に対する防災教育

の徹底を図るものとする。 
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３．住民への防災知識の普及 

 

（１）防災訓練による防災知識の普及•教育 

 防災関係機関の協力等により総合防災訓練等を行ない、防災関係者及び住民の参加を

促進させ、災害に対する知識や教育を深めるものとする。 

（２）防災マップの作成及び配布による防災知識•対策の普及 

 防災知識や安全対策のほか、各行政区別など地区単位における避難所や避難路、災害

危険予想区域等を明示した防災マップを作成し、住民及び滞在者に配布することで防災

知識の普及を図る。 

（３）防災•火災予防週間における防災知識の普及 

 「防災週間」や「火災予防週間」、「防災とボランティア週間」等において、各機関の

協力を得た防災知識の普及を図る。 

（４）報道機関、一般広報誌等による普及 

 新聞やラジオ、テレビ等の放送、また一般広報誌やその他の刊行物による防災知識の

普及を図る。 

（５）祭り・イベント等を通した防災知識の普及 

 多数の住民が集積するむら祭りや各種イベント等を通して、防災知識の普及や教育に

つながる活動を継続的に行なう。 

（６）学校教育•社会教育における防災知識の普及•教育 

 区 分 実 施 内 容 

① 学校教育 
 学校におけるあらゆる教育活動の機会を通じ、必要に応じた防災

知識の普及に努めるものとする。 

② 社会教育 
 公民館等の社会教育の拠点施設を中心に、研修や集会、必要に応

じて訪問活動を通し、防災知識の普及に努めるものとする。 

 

４．台風教育 

 

（１）講演会 

 村及び県は、防災気象講演会やお天気教室等を定期的に開催し、住民向けの台風や大

雤等の気象災害の知識を普及する。  

（２）防災教育 

 村及び県は、幼稚園、小・中学校、高等学校の学校教育等において、台風・大雤等の

災害の基礎知識や避難行動等についての防災教育を徹底する。 
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（３）災害教訓の伝承 

 １）台風災害の蓄積と公開 

 村及び県は、県内の過去の大規模な台風災害に関する資料、文献及び映像等をライブ

ラリー化し、村民への災害記録や教訓等の周知に努める。 

 ２）台風災害の経験・教訓等の伝承 

 村及び県は、過去の大規模台風災害等の検証を定期的に実施し、災害等の教訓を後世

に伝える。 

 

５．孤立危険集落の孤立化等対策 

台風時には橋が通行止めとなり、孤立危険集落への食料、物資等の流通も停止する恐れ

がある。 

このため孤立危険集落では、台風接近に備え、村民や事業者等が、十分な食料や生活必

需品等を事前に確保するよう普及・啓発を行う。 

また、平常時から大規模災害による長時間の孤立を想定し、受援までの間、集落内での

防災対策による自活体制を構築する必要性について認識し、各家庭や事業所での食料・水・

被服寝具等の生活必需品等について１週間分以上の備蓄を促進する。 
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第２節 防災訓練実施計画 

 

防災活動要領の習熟、防災関係機関の連携の強化、防災意識の高揚、技術の修得等のた

め、防災訓練を実施する。 

 

１．訓練実施の種類 

区 分 実 施 内 容 

① 総合防災訓練 

 危険地域を対象にして地域ぐるみ（防災機関も含む。）の防災訓練を

実施するものとする。実施にあたっては、関係機関が緊密な連係を図り、

必要に応じて他の関係機関と合同で行うものとする。 

 特に、橋梁の決壊等により孤立するおそれのある古宇利区において

は、孤立化を想定した自活体制の確保や、応援の要請・受入等をテーマ

とした訓練を実施する。 

 訓練内容の中には、避難、救出・救護、炊き出し、防疫訓練等の実施

から、情報の収集、応急対策の指示・伝達等、災害時の通信や広域応援

要請（情報伝達）が円滑かつ迅速に行えるよう訓練していく。 

 また、初動体制の確立と迅速化及び各防災機関、住民との連携を図る

ため、職員の参集訓練を実施する。 

② 消防訓練 

 公共・公益施設、レクリエーション施設、スーパー、商店街等、多く

の人が集積する場所を対象として、消防機材等を利用しての消火訓練等

（避難を含めた総合訓練）を実施するものとする。 

③ 水防訓練 
 村防災計画により危険と予想された箇所周辺地域において、洪水や浸

水、高潮・津波等の水害に対する非難等の訓練を実施する。 

④ 複合災害訓練 

 村の地域特性をふまえて、様々な複合災害が発生する可能性や発生し

た場合の状況等についての机上訓練を行い、複合災害ごとの対応計画の

策定や見直しを検討する。 

 また、発生の可能性が高い複合災害については、要員の参集、合同の

災害対策本部の立上げ等の実働訓練に努める。 

 

２．訓練実施の要領及び実施時期 

 訓練を実施する場合には、あらかじめ訓練実施要領を作成して各関係機関に周知するも

のとする。また、訓練の実施時期については関係機関と調整を図り、本村の実状実情を勘

案し毎年 ４～10 月の適切と思われる時期を選択指定する。 
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３．訓練の参加機関•団体及び対象者 

 訓練参加対象は、村、県、指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関、自衛

隊及び社会教育関係団体とし、さらに一般住民の参加を促進するものとする。 

４．訓練のための交通規制 

村は県公安委員会と協議の上、防災訓練の効果的な実施を図るため、特に必要があると

認めるときは、当該防災訓練の実施上最小限度で区域又は道路の区間を指定して、歩行者

及び車輌の道路通行を禁止又は制限することができるものとする。 

 

５．訓練後の評価 

訓練終了後に訓練の評価を行ない、応急対策上の問題点や改善点等を見直すとともに今

後の課題を整理し、必要に応じて体制等の改善を行なうものとする。 
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第３節 自主防災組織育成計画 

 

災害に対処していくには、「自分たちの地域は自分たちで守る」という意識と心構えから

連帯意識に基づき、地域住民が主体的に防災活動を行なう体制を確立することが重要であ

り、より有効な防災対策となる。 

特に、浸水想定区域や土砂災害警戒区域等の災害危険箇所については、危険箇所内の避

難誘導や災害時要援護者等の避難支援を円滑に行えるように自主防災組織等の協力体制の

整備を促進する。 

また、自主防災活動を効果的に行なうためには、各地域、地区住民が連帯した自主防災

組織が、日頃からの研修・訓練を積み重ねることが必要である。このため、各地域におけ

る主防災組織である消防団のさらなる育成強化を図るものとする。 

 

１．住民の防災意識の高揚 

住民に対する防災意識の普及及び自主防災組織（消防団）の活動推進を図るため、パン

フレットやビデオ、資料の作成等、また講演会の開催等を積極的に取り組むものとする。 

 

２．組織の編成単位•組織づくり 

 

（１）組織編成単位 

 本村においては、字別に自主防災組織として消防団が結成されており、基本的に行政

区単位による運営がなされており、消防組合との定期的な訓練に参加するなどの防災活

動を実施している。 

 住民が防災活動を推進する上で必要なことであれば、その他既存の地域自主団体を自

主防災組織として育成することも住民と協議•検討していくものとする。 

区 分 実 施 内 容 

① 自治会組織 
 自治会等の自治組織から、防災活動に取り組む消防団が自主

防災組織として結成されており、今後の育成強化を支援する。 

② 防災活動推進団体等 
 何らかの防災活動を行っている組織・団体・事業所等、活動

の充実強化を図って、自主防災組織として育成する。 

③ 地域活動団体 
 婦人会、青年会、ＰＴＡ等の地域活動を行っている団体・組

織を活用して、自主防災組織として育成する。 

 

３．活動計画の制定 

今後、組織が有効かつ効率的な活動を実施できるよう、地域の規模及び態様を十分活か

した具体的な活動計画の制定を推進、支援するものとする。 
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４．防災組織の基礎活動 

 

（１）平常時の活動 

ア）防災に関する知識の普及 

イ）防災訓練の実施 

ウ）防災資機材の備蓄 

エ）防災リーダーの育成 

 

（２）災害時の活動 

① 災害情報の収集、伝達 

② 責任者等による避難誘導 

③ 出火防止 

④ 給食・給水 

 

５．資機材及び活動拠点の整備 

 村は、自主防災組織（消防団）が災害時において消火、救助、救護等に必要な防災資機

材の整備を促進するため、必要な支援又は援助を行なうものとする。また、平常時におい

ては自主防災組織の研修・訓練の場として、災害時においては避難・備蓄の機能を有する

活動拠点として、公民館等の施設及び設備の整備を図るものとする。 

 

 

 

  



第２章－１ 災害予防計画【基本編】 

32 

 

第４節 災害時要援護者安全確保体制整備計画 

 

災害に比較的弱い立場と想定される高齢者や障がい者、子ども、来訪者である外国人、

観光客等の災害時要援護者に対し、防災知識の普及、災害時の情報提供、避難誘導、救護・

救済対策等の様々な面での配慮が必要である。 

よって、平常時から地域における災害時要援護者への支援体制が整備されるよう努める

とともに、災害時には避難誘導はもとより、高齢者、障がい者の避難場所での健康管理、

応急仮設住宅への優先的入居等を推進するものとする。 

 

１．社会福祉施設等における安全確保 

災害時に、自力で避難できない人々（日常生活が困難な高齢者や身体及び知的障がい者

（児））、乳幼児等が多く入所又は通所している社会福祉施設、幼稚園、保育所等において、

安全を図るための十分な防災対策を日頃から講じておくものとする。 

 

（１）防災計画への位置付け 

災害発生時の災害時要援護者の避難対策等について、施設管理者、福祉関係団体等の

対応や連携協力方法等について「今帰仁村災害時要援護者支援計画」において定めるも

のとする。 

特に、浸水想定区域の福祉施設等については、警報等の伝達体制や避難場所等を明記

しておく。 

（２）施設、設備等の整備及び安全点検 

 災害時要援護者の災害時における安全及び避難の確保を図るため、施設管理者は施設

自体の崩壊、火災発生等が起こらないような施設及び設備等の整備を図るとともに、点

検を常時行なう。 

（３）地域との連携 

 災害発生時における避難は、施設職員のみでは不十分であることが予測されることか 

ら、施設周辺地域の住民との協力体制が得られるよう、日頃から施設と地域社会との連

携を密にし、避難体制を図るものとする。 

（４）緊急連絡先の整備 

 災害時要援護者の保護者又は家族等が、災害時において確実な連絡が取れるよう緊急

連絡先の整備を行なう。 

（５）災害用備蓄の推進 

 災害時に災害時要援護者が最低限必要な食糧及び物資を確保するため、非常電源や医

薬品等、災害用備蓄対策を図るものとする。 

例）乳幼児を長時間にわたり保護しなければならない施設においては、必要最低数量の

ミルク等の 非常用食料の確保に努めるものとする。 
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２．不特定多数の者が利用する施設における安全確保 

 不特定多数の者が利用する施設等には、高齢者や障害者等のように災害発生時には自力

で避難することが困難な災害時要援護者が多く出入りしていることから、安全確保の面か

ら日頃の十分な防災対策を講じておくことが必要である。 

 

（１）施設、設備等の整備及び安全点検 

 災害時要援護者の災害時における安全及び避難の確保を図るため、施設管理者は施設

自体の崩壊、火災発生等が起こらないような施設及び設備等の整備を図るとともに、点

検を常時行なう。 

（２）整備・点検における指導 

 本村内の不特定多数者が利用する施設を把握し、消防機関と連携した安全設備の整備

及び点検の指導を行なうものとする。 

 

３．在宅で介護を必要とする村民の安全確保 

 心身に障害を有する障がい者・児、長期臥床又は痴呆を有する高齢者は、身体諸機能の

障害及び判断能力の減退等による移動困難等、災害時の安全確保が困難であることから防

災上の対策及び体制の整備を図るものとする。 

 また、常時単身で日常生活を営む高齢者等についても、生活環境の面から防災上の特別

な配慮を必要とする。 

 

（１）災害時要援護者避難支援プランの策定 

消防団、自主防災組織等の防災関係機関及び平常時から災害時要援護者と接している

社会福祉協議会、民生委員、介護保険制度関係者、障がい者団体等の福祉関係者と協力

して災害時要援護者の避難支援の体制を整備するよう努めるものとする。 

また、個人のプライバシーに配慮しつつ、災害時要援護者に関する情報を共有し、一

人ひとりの災害時要援護者に対して複数の避難支援者を定めるなど、具体的な避難支援

個別計画の策定に努めるものとする。 

避難支援プランの策定にあたっては、「災害時要援護者の避難支援ガイドライン」（平

成 18 年３月 災害時要援護者の避難対策に関する検討会）に基づくものとする。 

（２）防災についての指導•啓発 

公報誌、広報活動等の実施から自治会や関連施設•機関を通じ、災害時要援護者及び家

族、地域住民に対する啓発活動を行なう。 

 ① 災害時要援護者及びその保護者・家族に対する指導 

ア）日常生活において防災に対する理解を深め、日頃からの対策を講じること。 

イ）地域において防災訓練等が実施される場合、積極的に参加すること。 
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 ② 地域住民に対する指導 

ア）地域在住の災害時要援護者の把握に努め、その支援体制を整えておくこと。  

イ）災害発生時において、災害時要援護者の安全確保に協力すること。 

 

（３）緊急通報システムの整備 

災害時に災害時要援護者が、直接消防機関に通報できるシステムの整備に努めるもの

とする。 

 

４．観光客・旅行者等の安全確保 

 本村に来訪した観光客•旅行者等について、地理の不案内から災害に遭遇した場合を想定

した安全確保等の事前対策を図るものとする。 

 

（１）避難標識等の整備 

 避難場所・避難路の標識が、観光客・旅行者等にも容易に判別できる表示とする。 

（２）宿泊客の安全確保 

 旅館・ホテル等の観光施設管理者は、災害時の避難誘導体制を事前に整備しておくな

ど、宿泊客の安全を確保することにとどまらず、被災者への救援活動の拠点となれるよ

う平素から食糧、飲料水、医薬品等の備蓄に努めるものとする。 

 

５．外国人の安全確保 

 国際化の進展に伴い、本村にも居住・来訪する外国人が増加していることをふまえ、言

語・文化・生活環境の異なる外国人の災害時における被害を最小限にとどめ、的確な行動

がとれるよう、県とともに本村の防災環境づくりに努めるものとする。 

 

（１）外国人への防災知識の普及 

 外国語の防災パンフレットを作成・配布するなどの方法により、外国人に対し防災知

識の普及を図るものとする。 

（２）外国語通訳ボランティアの活用体制の整備 

 災害時おける外国語通訳ボランティアの事前登録等、通訳ボランティアの活用体制の

整備を図るものとする。 
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第５節 ボランティア計画 

 

 行政機関とボランティアとがいかに活動するかにより、大規模災害からの救援・復興に

大きく係わることから、ボランティア（団体）はもちろん行政、地域社会、企業等が普段

から取り組むべき対策・計画とする。 

 

１．ボランティア意識の醸成 

 

（１）学校教育における取り組み 

 ボランティア精神とは、幼尐期からの教育や体験等によるところが非常に大きいこと 

から、育成するにあたって本村の学校教育に積極的な取り組みを図っていくものとする。 

（２）生涯学習を通じた取り組み 

 本村における社会教育活動の中でボランティア講座等を開催し、ボランティアへの理

解と実践へのきっかけづくりを図るものとする。 

 

２．ボランティアの育成等 

 

（１）地域ボランティアの育成等 

 ボランティアの効果的な活動を実施するには、被災地内でのボランティアが必要であ

り、本村及び社会福祉協議会は日常から地域ボランティアの育成に努めるものとする。 

 《地域ボランティアの役割（初動期）》 

① 被災地外からのボランティアの現地誘導 

② ボランティアの受付 

③ ボランティア組織の形成を支援 

 

（２）専門ボランティアの登録等 

 ① ボランティアの登録・把握 

 本村において、迅速かつ有効なボランティア活用を促進するため、医療業務、看護業

務、通訳、無線通信、被災建築物応急危険度判定等の専門的な資格や技能を有する者を

“専門ボランティア”として平常時から登録及び把握に努めるものとする。 

 ② 専門ボランティアの防災研修等 

 本村及び県等において登録されている専門ボランティアに対し、防災に関する知識及

び技術の向上を図るため、研修・訓練等に努めるものとする。 

 ③ ボランティアコーディネーターの養成  
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 本村は、社会福祉協議会及び県等と連携し災害時にボランティアを指導し、効果的な

活動が行なえるようボランティアコーディネーターの養成に努めるものとする。 

３．ボランティア支援対策 

 

（１）ボランティア支援の準備 

 殺到するボランティアの受付場所、受付要員、活動拠点について、準備検討しておく

ものとする。 

（２）ボランティア活動の初動期支援 

 災害後のボランティアニーズについて想定しておき、初動期のボランティア活動が迅

速に行われるよう計画•整備しておくものとする。 

 特に風水害時には、建物内に堆積した泥の排除等、各家庭の清掃等への協力要請が多

数想定され、これらの活動が円滑に行えるように必要な資機材等の調達体制等を確保し

ておく。 

（３）ボランティア相互間の連絡体制（ネットワーク化） 

 本村内におけるボランティア（団体）を登録、把握するとともに、活動支援を行なう

ものとする。 

 ボランティアが被災地において相互に連携し、迅速かつ機能的な活動が行なえるよう、

平常時から研修や交流の機会を提供して、ボランティア相互間の連絡体制等ネットワー

ク化を図るものとする。 

（４）ボランティア保険制度 

 本村は県と連携して、ボランティアが安心して活動できるよう、ボランティア保険制

度の周知を図るなど、加入促進に努めるものとする。 

  



第２章－１ 災害予防計画【基本編】 
 

37 

 

第６節 竜巻災害予防計画 

 

に全国でも近年多発し、竜巻による人的被害や建物被害などがあることから、竜巻災害

に関する対応ついて以下のとおりとする。 

 

１．竜巻に関する知識の普及啓発 

竜巻は、大気が不安定になって発達した積乱雲の下で発生し、特に海面が暖かく上昇気

流が発生しやすい沿岸部で多く発生する。しかし、積乱雲は必ずしも竜巻を起こすわけで

はなく、現在の科学技術では台風のように進路を予測するのは困難である。現在、気象庁

では竜巻等の激しい突風の発生する可能性が高まったときに「竜巻注意報」を発表するが、

竜巻は発現時間が短く、場所も狭い範囲に限られる為、情報の伝達が重要となる。 

そのため、竜巻発生に関する情報を可能な限り早く入手するとともに、迅速に住民に伝

達し、避難誘導を図る。 

 

ア）住民への啓発 

  村及び防災関係機関は、気象庁が発表する「竜巻注意報」をはじめ、竜巻災害のメ

カニズムと過去の被害実績を広報し、住民への啓発を図る。 

イ）安全な場所への誘導 

  竜巻来襲時、多くの住民が竜巻とは認識せず、火事の煙と思い、窓の近くの危険な

場所にとどまるケースが多いため、鉄筋コンクリート構造など堅牢な建築物などの安

全な場所への誘導を図る。 

ウ）安全な場所の周知徹底 

  低い階（２階よりも１階）、また、窓から離れた家の中心部など、安全性の高い場所

の周知徹底を図る。 

 

２．防災関係機関との連絡体制の確保 

竜巻の発生を予測することは難しいことから、村及び気象台、防災関係機関は平常時か

ら連絡窓口の確認を行うなど円滑な連絡体制の確保に努める。 

 

３．風倒木対策 

村は、風倒木の流出による二次災害を防止するため、風倒木の除去など必要な対策をあ

らかじめ講ずるものとする。 

 

４．海上における竜巻 

海上において竜巻が発生した場合、船舶はこれを避けて航行するとともに、気象情報な

どを確認し、安全な航行に努める。 
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Ⅱ 災害に強いむらの構造 

 

第１節 風水害予防計画 

 

１．構築物その他の風水害予防措置（担当：建設課） 

看板や広告物等の構築物について、定期的及び事前に台風等の災害が予測される場合な

ど、調査を行い危険と判断されるものについては、直ちに所有者又は管理者に通報し、改

善か撤去を行なうよう指示・履行する。 

 

２.農作物の風水害予防対策（担当：経済課） 

風水害による農作物の被害防止策として、農家及び農業従事者に次の事項を重点に指導

するものとする。 

 

① 蔬菜の暴風網の整備 

② 病害虫の防除 

③ かん水、排水施設の整備 

 

３．河川水統制又は河川改修に関する治水事業（担当：建設課） 

所轄•管理、その他村内における河川及び海岸等、公有水面の危険調査を実施し、災害が

予想される場合については適時巡視する。 危険個所の改修については、緊急かつ計画的に

実施する。 

※「資料編」参照（Ｐ62~63） 

 

４．地すべり、がけ崩れ等土砂災害防止対策（担当：建設課・県） 

地すべり、がけ崩れ及び急傾斜地における崩壊危険が予想される箇所について調査把握

し、大雤注意報•警報の発令時又は台風時には巡回•監視するものとする。 

安全施設については、土地条件に応じた施設整備又は措置を逐次実施するものとする。 

 

５．道路、橋りょうの維持補修事業（担当：建設課） 

道路管理者は所管、所轄する道路、橋りょうを常時補修するものとする。なお、早急に

補修が不可能な危険箇所については、立て札によって表示し、通行又は重量の制限を行な

う。 

※「資料編」参照（Ｐ62~63） 
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第２節 土砂災害予防計画 

 

１．砂防事業 

 

（１）現況・危険区域 

 本村は、南側の乙羽岳（標高約 275m）を中心とした山並みがほぼ東西に延びており、

その山麓から北及び東に向け急傾斜地となっていることから土石流等の危険性は高く、

危険が予想される土石流危険渓流が村内 11 箇所把握されている。 

※「資料編」参照（Ｐ63） 

（２）事業・対策等 

 危険度の高い区域から、県による砂防事業の促進を図るものとする。 

本村は県に、土石流による危険渓流•区域等に対処するための警戒避難基準に関する資料

の提供を求め、県と調整を図りながら警戒避難体制の整備を推進するものとする。 

 また、警戒避難基準をはじめ、日頃から土石流に関する情報収集•伝達、日常の防災活

動、降雤時の対応等について、地域住民への周知を図るものとする。 

※「資料編」参照（Ｐ63） 

 

２．地すべり事業 

 

（１）現況 

 本村の山間地は国頭マージの強粘土質、平地は隆起サンゴ礁を母岩とする島尻マージ

の弱粘土質の土壌となっており、その他国頭磯層や沖積低地などにより形成されている。 

 現在、村内に緊急な対策事業を必要とする地すべりの危険性が高い箇所は把握されて

いないが、地すべりは地中の粘土層の滑りやすい面が地下水などの影響で動き出す現象

であることから、本村の地質を基に日頃の調査・把握を通し、必要に応じた総合的な地

すべり防止対策を推進するものとする。 

（２）事業・対策等 

 地すべりの発生概況及び発生予想につて整理・把握し、今後危険性のある箇所につい

ては早急に地すべり防止区域の指定を促進し、県と調整を図りながら行為の制限及び原

因究明の調査研究を行い適切な地すべり防止策を実施するものとする。 
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３．急傾斜地崩壊防止事業 

 

（１）現況・危険箇所 

 本村内における急傾斜地崩壊危険箇所は、自然斜面の 12 箇所が把握されており、各地

区の保全対象として人家が含まれることから対策事業の推進に努める必要がある。 

また、今後の急傾斜地における危険把握のため警戒体制を整備する必要があり、危険度

の高い箇所があった場合、県による急傾斜地崩壊危険区域の指定を促進し、災害の未然

防止及び対策を図るものとする。 

※「資料編」参照（Ｐ62） 

（２）事業・対策等 

① 県の急傾斜地崩壊防止対策事業の促進 

② 警戒避難体制の整備 
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第３節 高潮等災害予防計画 

 

１．海岸保全区域の現況 

 本村の海岸保全区域は、国土交通省河川局所管が１箇所、農林水産省農村振興局所管が

６箇所、水産庁所管が２箇所、国土交通省港湾局所管が４箇所の区域に指定されている。 

※「資料編」参照（Ｐ63~64） 

 

２．対策、事業等 

本村における住宅域及び主要農耕地区では、高潮等の災害に対する堤防、海岸護岸等の

保全施設が既設されているが、保全機能において今後、不十分もしくは未整備の箇所等に

ついては、災害予防としての整備強化海岸保全事業の促進を図る必要がある。 
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第４節 建築物等災害予防計画 

  （担当：建設課、北部土木事務所） 

 

１．中心地再開発対策  

本村の中心市街地にあたる公共施設、商業施設、住宅等の建物密集地における災害の防

止を念頭に、合理的かつ健全な高度土地利用と都市機能の向上を図るための再開発実施を

検討する。 

 

２．不燃、耐風、耐震、耐水耐浪性建築物の促進対策 

公共物、一般住宅の新築、改築、増築等における建築物の耐震及び不燃化等について、

各種制度の説明を行い、技術的相談に応ずる等、不燃化、耐風、耐震及び耐水耐浪性のあ

る建造物の建築を促進するよう指導する。 

また、県と事前調整のうえ、耐震診断及び耐震補強等に関する技術指導や、啓発等の実

施を図るものとする。 

 

３．公共建築物の耐風、耐震、耐水、耐浪及び耐火対策  

公共建築物のうち老朽化施設については、建替え又は補強等による耐風、耐水、耐浪及

び耐火対策を推進するものとする。また、県の指導により、今後建築される公共建築物に

対する設計段階での不燃堅牢な施設となるよう図るものとする。 

 

４．公共建築物の定期点検及び定期検査  

公共建築物に対する定期的な点検及び検査を、県と調整を図りながら実施するものとす

る。 

〔対策事項〕 

 ① 被災建築物応急危険度判定士の確保 

 ② 被災建築物応急危険度判定の判定実施本部（窓口）の設置 
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第５節 火災予防計画 

  （担当：消防本部、総務課） 

 

１．消防力•消防体制等の拡充強化 

 

（１）消防教育訓練の充実強化  

 消防教育訓練計画に基づき、消防職員及び消防団員、消防関係者の資質向上を図るも

のとする。 

（２）消防制度等の確立 

 消防計画（消防本部提供）、消防相互応援協定等の効率的運用を推進する。 

（３）消防体制の充実•指導 

 本村において、消防体制の拡充及び消防団の体制強化を図るものとする。 

 また、多くの人が出入り又は勤務する施設（学校、ホテル、大型店舗、工場、事業所、

危険物関係施設等）において、自衛消防団（自主防災組織等）の結成及び消防・訓練計

画、消防用設備の指導を行なうとともに、訓練の実施を図るものとする。 

 住民への防火意識の向上を図るため、自治会•消防団をとおして春と秋の防火運動期間

に消防訓練及び避難訓練の実施とともに予防査察を行なう。また、防火ビラの配布、講

習会、その他防火行事を通じて防火思想の普及高揚を図る。 

（４）消防施設•設備の整備促進 

 消防水利及び、消防車輌、救助資機材等、施設•設備の整備促進を図る。 
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２．火災予防査察•防火診断  

本村では、消防用設備（消火設備•警報設備、避難設備、消防用水、消火活動上必要な施

設）等及び防火管理体制の査察を実施し、火災の発生拡大を抑制・防止するとともに、確

実に避難ができる体制及び環境づくりを図るものとする。 

 

（１）特殊対象物（公共的な施設等）に対する査察 

区 分 実 施 内 容 

① 学校、官公署 
 防火構造、消火設備、避難設備、防火管理体制等について、夏

期休暇や年度末等の時期を利用した重点的な査察を実施する。 

② 民宿・ホテル、娯楽施設 
 消火設備、避難設備、防火管理体制等について、消防計画に基

づいた定期的な査察を実施する。 

③ スーパー、商店 
 消火設備、避難設備、防火管理体制等について、消防計画に基

づき定期的な査察を実施するための体制整備を図る。 

④ 危険物等関連施設 

 年間立入検査を通じ、施設の構造設備取扱い要領及び保安管理

体制等を重点的に査察し、取扱い従業員の防火意識の向上を図る

ため、防火指導を行う。 

 

（２）一般住宅 

 火災の多発期となる秋季を控えた時期、及び３月の春季火災予防運動週間を通じ、一

般住宅における火を取扱う器具等について、重点的な防火診断が実施できるよう整備を

図る。 

 

３．消防施設の整備拡充 

 

（１）消防水利の多様化等 

 本村における防火水槽及び、耐震性貯水槽の現況から、不足もしくは拡充の必要性の

高いもの、また、海水、プール、河川等の自然水利の活用及び消防水利の指定を行うこ

とで消防水利の多様化と適正配置に努めるものとする。 

（２）伝達系統の整備 

 消防無線とともに本村地域に適正な手法による防災行政無線等の通信施設を含む情報

収集機器・体制等、伝達系統の整備拡充を図る。 

※「資料編」参照（Ｐ67）  
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第６節 危険物施設等の災害予防計画 

 

１．危険物災害予防計画 

   （実施主体：村、消防機関、警察本部、県、沖縄総合事務局） 

 

危険物施設（製造所、取扱所、高圧ガス等）による災害の発生及び拡大を防止するため、

事前予防等の措置及び災害発生に対しては、県消防防災課、隣接市町村消防本部及び関係

機関と連絡を密にし、危険物等の災害による被害を軽減させ、住民の安全確保を図るもの

とする。 

危険物施設等の規制及び保安措置に関する指示等については、危険物の規制に関する政

令等、適応する法令に基づき行なうものとする。 

 

（１）危険物施設等に対する指導 

 消防機関は、消防法に規定する危険物製造所、貯蔵所及び取扱所に対し、立入検査及

び保安検査等を実施し、法令基準の維持適合について、その確認を行うとともに、適宜、

災害予防上必要な指導を行う。 

（２）危険物運搬車輌に対する指導 

 消防機関は、消防法に規定する移動タンク貯蔵所及び運搬容器積載車輌の管理者及び

運転者に対して移送及び運搬並びに取扱い基準の厳守、車輌の火災防止及び安全運転の

励行を行わせるとともに、必要に応じ警察官と協力して路上取締りを実施し、運転者へ

の直接指導を行う。 

（３）保安教育の実施 

 危険物施設等の管理者及び監督者は、取扱者に対して保安教育を実施するとともに、

消防機関は管理者が行う保安教育訓練について、必要な指導・助言を行う。 

（４）危険物施設等の予防対策 

 危険物製造所等の管理者は、防災体制の構築及び危険物施設の管理、点検等について、

以下の対策を講じ、災害の予防に万全を期する。 

① 火災・爆発等の防止対策 

 取扱う危険物の性状、数量等を十分把握し、火災爆発防止のための必要な措置を講ず

る。 

② 危険物施設の管理、点検 

 危険物施設の維持管理が適正にできるよう、管理・点検・巡視基準を定め、必要に応

じ修正を行なう等、危険物施設の維持管理の徹底を図る。 

③ 保安設備の維持 

 危険物の火災、爆発、流出等に関わる保安又は防災設備について、定期的に点検確認

を行なう等、常にその機能が維持されるよう必要な指導を講ずる。 
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④ 保安体制の整備、確立 

 危険物施設等の管理者は、緊急時における保安体制の整備と本村及び消防機関等に対

する通報体制を確立する。 

⑤ 従事者に対する教育訓練 

 危険物施設等の管理者又は監督者は、定期的あるいは必要に応じて教育訓練を実施し、

従事者に対する保安意識の高揚を図る。 

⑥ 科学消防機材の整備 

 本部町今帰仁村消防組合において、化学車等の配置整備を図る。また、事業所等にお

ける化学消火剤の備蓄を行なわせる。 

 

２．高圧ガス災害予防対策 

 

 高圧ガスによる災害の発生及び拡大を防止するために、本村は国、県、公安委員会、（一

社）沖縄県高圧ガス保安協会等と連絡を密にし保安体制の強化を図り、「高圧ガス保安法」

及び「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律」に規定する基準の適正

維持を講ずるとともに、保安管理の徹底を図るものとする。 

（１）高圧ガス消費先保安対策 

 消費者への保安啓発指導を実施し、消費者の保安意識の向上を図る。 

（２）高圧ガス防災月間運動、高圧ガス危害予防週間の実施 

 高圧ガス防災月間及び高圧ガス危害予防週間を通じ、高圧ガスの総合的安全対策を推

進する。 
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第７節 林野火災予防計画 

 

本村は南側を東西に山間地帯が延び、村域の森林面積が占める割合が高い状況となって

いる。このような特性から、本村の山林原野火災への予防対策は重要な事項となっている。 

林野火災の原因として、入山者のタバコ、たき火等の火の不始末が多い。ひとたび山林・

原野の火災が発生すると、地理的条件や気象条件等によっては広範囲にわたる等その消防

活動は極めて困難となり、人命を奪う危険性や人家への延焼等、大きな被害に発展する可

能性がひそんでいる。 

また、森林資源の貴重な村有財産としての面からも、林野火災防止について万全の対策

を図るものとする。 

林野火災を予防、警戒及び鎮圧して、火災による災害の拡大防止を図るため、県地域防

災計画による次の対策に準ずるものとする。 

 

１．林野火災対策の推進 

 

（１）林野火災対策推進協議会 

 県における消防機関及び林野行政機関、自衛隊、警察、その他関係機関で構成する林

野火災対策推進協議会の設置により、総合的な林野火災対策の連絡調整を図るとともに、

林野火災総合訓練等の計画推進体制を確立する。 

（２）林野火災の発生、拡大についての通報連絡系統 

 林野火災が発生し、拡大するおそれがある場合における関係機関の通報連絡等は、次

の通りとする。 

 

 

《通報連絡系統図》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

通報連絡内容：火災発生の日時、場所、火災現場の状況、被害の程度、対応措置の概況等 

地 元 （ 発 見 者 ） 

本 部 町 今 帰 仁 村 

消 防 組 合 消 防 本 部 

今 帰 仁 村 役 場 

沖縄県防災危機管理課 

国 （ 総 務 省 消 防 庁 ） 

本 部 警 察 署 

県 警 察 本 部 

自 衛 隊 

隣接消防機関 

管轄林業事務所 

又は 

森 林 管 理 署 

一般通報 

応援・派遣要請 
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（３）現地対策本部 

 延焼範囲が拡大し、広域にわたる消防活動を行なう場合の消防機関相互間の指揮統制、

及び情報連絡体系の整備を図るとともに、災害現地の本村において必要と認める場合は、

現地対策本部を設置するものとする。 

 

２．出火防止対策 

区 分 措 置 内 容 

① 標識 
 山火事や林野火災の防止のため、火事防止の標柱・標板等の設置に

努めるものとする。 

② 焼払い等火入れの

指導 

 サトウキビ葉等の焼払いにおける適正な火入れの指導を実施する。

また、強風、乾燥時における火気の取扱いについては特に指導の強化

を図るものとする。 

③ 森林法等に基づく 

規制措置 

 森林又はこれに近接している土地において、火入れについての森林

法等に基づく規制措置の適正な実施•確保のための指導を強化する。 

④ 出火防止策と火入

れの中止 

 火入れに際しての消火設備、監視員の配置、防火線の設定等につい

ての指導をはじめ、火災予防上危険な気象状況時の火入れ中止の指導

等を徹底する。 

 

３．林野火災対策用資機材の整備と操法訓練 

 

（１）ヘリコプター補給基地の整備 

 県及び関係機関と調整しながら、林野火災対策用資機材の整備に努めるとともに、ヘ

リコプターによる空中消化等補給基地の整備促進を図るものとする。 

（２）空中消化資機材の操法訓練 

 県及び消防機関などが、関係機関共同で行なう林野火災用空中消化資機材の操法訓練

等に参加し、広域な林野火災時に備えるものとする。 

 

４．消防施設等の整備 

林野占有面積が広い本村は、林野火災の危険度が高いことから消防庁が推進している林

野火災特別地域対策事業の実施要件を備えている。 このことから、当該事業の実施促進を

図り、林野火災用の消防施設の計画的整備に努めるものとする。 
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第８節 上水道施設災害予防計画 

  （実施主体：建設課） 

 

 上水道施設については、老朽施設・配水管・管路施設等の点検・補修、浄水場・処理場

等の浸水防止対策、耐浪化、耐風化及び停電対策を図るとともに、被災時の復旧用資機材

や被災者への応急給水施設等の整備に努める。 

 

１．施設の防災性の強化 

 水道事業における水道施設の新設・拡張・改良等に際しては、（公社）日本水道協会発刊

の「水道施設設計指針」「水道施設耐震工法指針・解説」等により設計するほか、洪水・高

潮等の浸水、土砂災害のリスク等を考慮して、系統の多重化、拠点の分散及び代替施設の

確保等に努める。 
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第９節 災害通信施設整備計画 

 

１．通信施設災害予防計画 

 

Ａ 実施主体：村、県 

 

（１）情報通信機器等の充実 

 災害情報を迅速に収集・伝達するため、通信施設及び設備等の整備対策を推進する。 

① 被災地及び関係機関と円滑な情報伝達・収集可能な体制をはかるため、県が実施す

る地域衛星通信ネットワーク等を導入した総合的な防災行政情報通信ネットワーク整

備に伴い、本村における通信体制の整備を図るものとする。 

ア）本村をはじめ、消防本部、県出先機関等、防災関係機関に対するマルチチャンネ

ルアクセス方式による無線回線の整備を行う。 

イ）本村は、有線・無線による通信網の２ルート化を図る。 

ウ）機動力を発揮する陸上移動局を各拠点に配置する。 

 

② 本村において防災行政無線の整備を図る必要性があることから、地域特性に沿った

システムの整備及び最新設備への更新等を推進するものとする。 

③ 県による防災相互通信無線局の整備指導を受け、防災関係機関の相互間の通信を確

保する。 

（２）通信設備等の不足時の備え 

 災害発生時に通信設備等の不足の事態を想定し、本村においてＮＴＴ及び移動通信事

業者との間に災害時の協力に関する協定等の締結を図る。 

 

Ｂ ＮＴＴ西日本、ＮＴＴドコモ九州 

 

（１）電気通信施設等の予防計画 

 災害による故障発生を未然に防止するため、次の防災計画を推進する。 

① 豪雤、洪水、高潮等のおそれがある地域の電気通信設備等については、耐水対策を

図る。 

② 暴風のおそれがある地域の電気通信設備等については、耐風対策を図る。 

③ 主要な電気通信設備が設置されている建物については、耐火対策を行う。 

④ 主要な電気通信設備については、予備電源設備を設置又は予備電源車を確保する。 
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（２）伝送路の整備計画 

 局地的被害による回線の被害を分散するための対策。 

① 主要都市間に多ルート伝送路を整備する。 

② 主要区間の伝送路について、有線及び無線による２ルート化を実施する。 

 

（３）回線の非常措置計画 

 災害が発生した場合における通信確保のため、非常措置としての予防対策。 

① 回線の設置切替方法 

② 可搬無線機、工事用車輌無線機等による非常回線の確保 

③ 孤立化防止用無線電話機による災害緊急通信の確保 

④ 救助法適用時の避難場所現地対策本部機関等への貸出携帯電話の確保 

⑤ 可搬型基地局装置による通話回線の確保 

 

２．救助・救急、医療及び消火活動に関する通信手段の確保等の計画 

 

（１）通信手段の確保 

 発災時における救助・救急、医療及び消火に係る情報の収集・連絡・分析等の重要性

に鑑み、通信手段の確保等に努める。 

（２）広域災害・救急医療情報システムの整備 

 災害時に医療施設の診療状況等の情報を迅速に把握するために、広域災害・救急医療

情報システムの整備に努めるものとする。 
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３．放送施設災害予防計画 （実施主体：各放送機関） 

 

 災害時において、各放送機関の放送電波を確保するため、放送施設の予備施設・対策を

次の事項により講じる。 

① 放送施設及び局舎防災設備基準に基づく措置 

② 消耗品及び機材等の一定量常備 

③ 無線中断状態の把握 

④ 移動無線機等の伝搬試験 

⑤ 交通路の調査 

⑥ 非常持ち出し機器、書類の指定 

⑦ 仮演奏所（発信媒体の作成スタジオ等）及び仮設送信所用の場所の調査選定 

⑧ 電力会社及び警察等の利用しうる通信回線の調査 

⑨ その他、必要と認められる事項 

 

４．通信・放送設備の優先利用等 （実施主体：総務課） 

 

（１）優先利用の手続き 

 本村は、県及び関係機関と同様、通信設備の優先利用（基本法第 57 条）及び優先使用

（同法第 79 条）について、最寄りのＮＴＴ西日本、ＮＴＴドコモ九州、放送局とあらか

じめ協議を行ない、使用手続きを定めておくものとする。 

（２）放送施設の利用 

 知事及び村長は、防災上緊急かつ特別の必要があるときは、あらかじめ協議して定め

た手続きにより災害に関する通知、要請、伝達及び警告等の放送を放送局へ依頼するも

のとする。 
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第 10 節 農林業災害予防計画 

 

 農業災害予防のため、農林地•農林業用施設の保全及び防災営農の推進を図る。 

 （担当：村、県、沖縄総合事務局） 

 

１．ため池等整備事業 

 

（１）土砂崩壊防止工事 

 農林地及び農林業用施設、その他に被害を及ぼすおそれのある地区の土砂崩壊を未然

に防ぐため、土砂崩壊の危険性のある地域を中心に事業を推進する。 

（２）ため池の老朽化等整備工事 

 かんがい用水ため池等について、老朽化により堤体及び取水施設等が大雤や豪雤等か

ら損壊し、下流地域等に多大な被害を生じることが想定されるものは、緊急度の高いも

のから順次補修事業を実施する。 

 

２．農地保全整備事業 

風雤などによって侵食を受けやすい性状の特殊土壌地帯や、急傾斜地帯に造成された農

林地の侵食•崩壊を未然に防ぐための事業を推進する。  

 

３．地すべり対策事業  

地すべりによる被害を除去又は軽減し、農林地及び農林業用施設等を未然に防止する事

業として、県の指定区域だけでなく本村において必要に応じた対策事業を検討推進してい

くものとする。 

 

４．防災営農の確立 

 

（１）指導体制の確立 

 農林業に対する各種の災害を回避克服し、農林業生産力や農林業所得の向上を図るた

め、本村は県及び関係機関、団体の統一的な指導体制の確立を図るものとする。 

① 指導組織の統一並びに陣容の強化 

  本村における、県及び関係機関による指導機構の調整、連携、強化を図るものとす

る。 

② 指導力の向上 

  各種の防災研修の強化及び参加から、指導力の向上を図る。 

③ 防災施設の拡充 

  防災実証展示施設等の整備拡充及び広報により、防災の普及啓発を図る。 
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（２）営農方式の確立 

 「沖縄振興計画」に沿った県の対応及び営農技術、また試験研究機関による病害虫、 風

水害に強い抵抗性品種の育成及び栽培技術等の指導を受けるとともに、本村における防

災営農の確立を図る。 
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 第 11 節 文化財災害予防計画 

 

 本村の貴重な村有財産である文化財に対し、災害予防対策を図るものとする。 

 

① 県による教育委員会への指導を受け、所管の文化財防災計画を策定し、警察及び消防

機関と常時連携を密にして、災害予防の確立を図る。 

② 文化財の所有者及び管理責任者、又は管理団体の防災思想を啓発し、環境の整理整頓

を図るよう勧奨する。 

③ 文化財の指定地内に居住する所有者に、火気使用の制限を指導する。 

④ 防災施設の必要な文化財は、補助事業等により完備を図るとともに、県指定及び未指

定の文化財を含め、本村における防災施設の設置を促進する。 

⑤ 県の主催する各市町村文化財担当職員講習会等により、文化財災害対策について指導

を受けるなど、適切な防災措置が図れるようにする。 

⑥ 地震による倒壊等の防止対策、及び落下物等による破損防止対策を行なうものとす

る。 

※「資料編」参照（Ｐ78） 
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第 12 節 不発弾災害予防計画 

 

不発弾処理体制に万全を期し、不発弾の爆発による災害の発生及び拡大を防止する。そ

のため、関係機関の連絡調整を密にして不発弾等の処理の円滑化を図るとともに、不発弾

等の関係事業者及び住民一般に対し、不発弾等に関する防災知識の普及徹底を図る。 

（担当：村、県、自衛隊、第十一管区海上保安本部、県警本部） 

 

１．不発弾の処理体制 

 

（１）陸上で発見される不発弾等の処理 

① 発見者は、最寄りの交番又は警察署に通報し、所轄の警察署を通じて県警察本部に

発見届出をする。 

② 警察本部長は、発見届出の都度、陸上自衛隊第 15 旅団長（第 101 不発弾処理隊）に

処理要請を行なう。 

③ 第 101 不発弾処理隊は、必要に応じ現場調査を行ない弾種及び発見場所の状況等を

勘案して撤去計画を立てる。 

④ 第 101 不発弾処理隊により回収し、一時保管庫へ搬入する。 

⑤ 爆弾等、危険度が高いものは、発見現場で信管離脱後、一時保管庫へ搬入する。 

［信管離脱作業］ 

非常な危険を伴うので、次の対策を講じた上で実施する。 

ア）本村で発見された場合、関係機関と撤去日時、交通規制、避難計画等について協議す

るための処理対策会議を開催し、処理計画について十分な調整を図り、周知徹底する。 

イ）なお、関係機関は、責任分担覚書き等を交換し、任務責任等を明確にするものとする。 

ウ）避難範囲を定め、その区域への交通を規制し、地域住民を避難させる。 

エ）村長等を本部長とした現地対策本部を設置する。 

 

（２）海中で発見される不発弾の処理 

① 発見者は、所轄海上保安部署へ通報し、それを受けて第十一管区海上保安本部、県

知事、所轄市町村長又は港湾管理者から海上自衛隊沖縄基地隊指令（沖縄水中処分隊）

に処理要請を行なう。 

② 沖縄水中処分隊は現地調査を行ない、関係機関と調整の上、撤去計画を立てる。 

③ 危険度が尐なく、移動可能なものは、沖縄水中処分隊により回収撤去し、一時保管

庫へ搬入する。 

④ 危険度が高く、移動困難なものは、現地対策本部を設置し、発見現場で爆破処理す

る。 
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[爆破処理作業] 

 非常な危険を伴うことから、次の対策を講じた上で実施する。 

ア）発見場所の所轄が本村の場合、関係機関と撤去日時、交通規制、通行船舶規制、避難

計画等について協議するための処理計画について十分な調整を図り、周知徹底する。 

イ）危険範囲を定め、その地域への船舶及び住民等の立ち入りを規制する。 

ウ）村長等を本部長とする現地対策本部を設置する。 

 

２．関係機関の協力体制の確立 

国、県、村や各関係機関等の協力体制を確立し、不発弾等の調査、探査及び発掘処理工

事の安全かつ円滑な推進を図るものとする。 

 

３．不発弾に関する防災知識の普及指導 

 

（１）講習会 

 不発弾に関する村及び消防機関、不発弾磁気探査事業者等の関係機関に対し、県等が

開催する講習会や研修の参加、勉強会等を通して、不発弾の特性及び火薬類取締法等の 

関係法令に関する防災知識を修得する。 

（２）広報活動 

 住民一般に対する不発弾の危険性について、周知•広報活動を実施する。 

  



第２章－１ 災害予防計画【基本編】 

58 

 

《不発弾処理の流れ》 

① 陸上部分〔発見弾〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

今帰仁村 

現場確認 

沖縄県（県警から通知受理） 

発  見  者 

交番・駐在所 

本部警察署 

陸上自衛隊第 15旅団 
第 101 不発弾処理隊 

県警本部生活保安課 

現場調査 

＜処 理 回 収＞ 

第 101 不発弾処理隊 

＜一 時 保 管＞ 

（県不発弾保管庫） 
県・第 101不発弾処理隊 

信管離脱・現場爆破処理 

爆破処理：第 101不発弾処理隊 

海中投棄：海上自衛隊沖縄基地隊 

発見届出 

 

発見届出 （届出） 

 

（届出） 

（報告） 

 

（報告） （処理要請） 

（処理出動） 

（運搬） 

 

（運搬） 

（運搬） 

 

（運搬） 

（処理出動） 

通  知

通  知 

（不発弾処理） 

 

（不発弾処理） 

一般通報 

 

一般通報 

応援・派遣要請 

 

応援・派遣要請 

現地不発弾処理対策本部 

陸上自衛隊・警察・沖縄県・ 

今帰仁村・消防機関 
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② 陸上部分〔埋没弾〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 海上部分〔発見弾〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

情 報 提 供 者 

（埋没情報の届出） 

沖縄県防災危機管理課 

沖縄不発弾等対策協議会 

沖 縄 県 

内 閣 府 沖 縄 担 当 局 

沖縄県防災危機管理課 

第 101 不発弾処理隊 

今 帰 仁 村 現場確認調査 

現場調査・情報提供者からのヒアリング・

探査発掘計画の策定 

埋没不発弾等処理計画 

協 議 決 定 

不発弾処理交付金申請 

交付金事業計画審査交付決定 

探査発掘作業 

探査発掘作業 

（報告） 

（報告） 

回収・処理 

※以後「発見弾」

処理に準ずる 

今帰仁村 

現 場 確 認 

沖縄県（11管区保安本部から通知受理） 

発  見  者 

所轄海上保安署 

海 上 自 衛 隊 
沖 縄 基 地 隊 

11管区保安本部 

現 場 調 査 

沖縄水中処分隊 
＜処 理 回 収＞ 

沖縄水中処分隊 

＜一 時 保 管＞ 

（県不発弾保管庫） 
沖縄水中処分隊 

信管離脱・現場爆破処理 

海中投棄：海上自衛隊沖縄基地隊 

発見届出 

 

発見届出 （届出） 

 

（届出） （報告） 

 

（報告） （処理要請） 

 

（処理要請） 
（処理出動） 

 

（処理出動） 

（運搬） 

 

（運搬） 

（運搬） 

 

（運搬） 

（処理出動） 

 

（処理出動） 

通  知 

 

通  知 

（不発弾処理） 

 

（不発弾処理） 

現地不発弾処理対策本部 

陸上自衛隊・警察・沖縄県・ 

今帰仁村・消防機関 

（処理要請） 
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第 13 節 火薬類災害予防計画 

  （実施主体：那覇産業保安監督事務所、商工労働部、沖縄県警察、今帰仁村、第十一管区海

上保安本部 、㈳沖縄県火薬類保安協会等） 

 

火薬類による災害の発生を防止するため、国、県、村、沖縄県警察、第十一管区海上保

安本部及び㈳沖縄県火薬類保安協会等は連携し、保安体制の強化及び火薬類取締法に規定

する基準の適正維持を講ずるとともに、保安教育の徹底を図るものとする。 

 

第 14 節 道路事故災害予防計画 

  （実施主体：建設課） 

 

１．道路事故災害予防 

 

（１）危険箇所の点検・補修  

 道路管理者は、道路構造物や沿道斜面等を定期的に点検・調査し、異常箇所の補修・

改良、危険箇所の防災対策を行う。 

（２）体制・資機材の整備等  

 道路管理者及び県警察は、大規模事故発生時の情報収集・伝達、交通規制、復旧等を

速やかに行うため、情報の連絡、提供体制、対策資機材等の整備に努める。 
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Ⅲ 迅速かつ円滑な災害応急対策のための事前措置 

 

第１節 災害避難・救助施設等の整備計画 

 

１．避難所の整備  

 災害時の避難に備えた避難所の整備。 

① 避難所は、学校、公民館、公園、その他公共施設等を主とし、できるだけ炊出し可能

な既存建物を応急的に整備して使用するものとする。 

② 避難所として使用する建物は、定期的にその現況を調査するものとする。 

③ 避難所に適する施設が無いところについては、簡易宿泊施設及び天幕を設置する場所

を選定しておくものとする。 

④ 災害条件等から村内に適当な場所が無い場合は、県及び隣接市町村と協議して、避難

所の予定施設又は場所を定めるものとする。 

⑤ 避難所の予定施設又は場所について、あらかじめ土地、建物、所有者又は管理者の了

解を受けておくものとする。 

 

 

２．避難場所等の指定 

 

（１）広域避難場所の指定 

 災害等が拡大し、生命に危険が及ぶような場合に備えて、一時的な避難場所として公

園等のスペースを指定しておくものとする。 

 

［避難場所指定の基準］ 

① 周辺住宅密集地等の市街地大火による輯射熱に対し、安全を確保できる有効面積があ

ること。 

② 災害時に避難者の安全を著しく損なうおそれのある施設が、避難場所内部に存在しな

いこと。 

③ 避難場所内の建物、道路、池などを除き、利用可能な避難空間は、原則として一人当

り１㎡を確保できること。 

④ 避難場所毎の地区割計画の作成に当たっては、自治会区域及び、小学校通学区域を考

慮する。 

⑤ 避難所として使用する建物については、バリアフリー設備を確保するとともに定期的

にその現況を調査するものとする。 
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（２）避難所の指定 

 避難所の指定は、避難所の整備における施設を基点とし、人口、地域バランス、広域

避難場所の位置を考慮しながら、村長が指定するものとする。 

３．村長の危険区域における避難立退き先の指定 

 

（１）危険区域の指定 

 洪水、高潮又は地すべり等による危険が予想される区域を、指定しておくものとする。 

（２）避難場所及び避難径路の指定 

 危険の予想される各区域において、具体的な避難場所及び避難径路を指定しておくも

のとする。 

（３）住家密集地における避難場所及び避難径路の指定 

 火災等における住家の密集地は災害の拡大が予想されるため、住民等の避難場所及び

避難径路を指定しておくものとする。 

 

４．避難誘導計画 

（１）県が実施する対策 

① 県立社会福祉施設、その他県立施設における避難体制の再点検 

② 社会福祉法人、学校法人、ホテル・旅館経営者、大規模小売店経営者等に対する避

難体制の再点検の指導 

 

（２）本村の実施する対策 

① 避難所の選定 

② 避難所の開設及び運営方法 

③ 避難所の安全確保 

④ 住民への周知徹底 

⑤ 避難誘導体制の整備 

⑥ 避難の勧告等の基準の習熟 

⑦ 高齢者、障がい者、外国人のための避難マニュアルの作成 

⑧ 避難径路の点検及びマップの作成 

⑨ 避難心得の周知（携帯品、その他の心得含む） 

 

（３）社会福祉施設、学校、不特定多数の者が出入りする施設等の管理者の実施する対策 

① 避難計画の作成 

② 避難誘導体制の整備 
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第２節 防災備蓄及び資機材の整備・点検計画 

 

１．食料•飲料水等の備蓄 

 

（１）食糧の備蓄 

 本村及びその周辺、広域にわたる大規模災害が発生した場合の被害を想定し、災害対

策用食料の備蓄整備を検討推進するものとする。 

備蓄の目安として、本村の人口の 20 分の１の３日分（村人口約 10,000 人/20×３食・

３日=4,500 食）を目標とし、備蓄倉庫を含めた整備に努めるものとする。 

（２）災害対策用食糧の確保 

 本村は県とともに食糧販売業者等と十分協議し、その協力を得たうえで必要に応じて

食糧の調達に努めるものとする。 

（３）災害時要援護者に配慮した食糧の確保 

 災害時要援護者に配慮した食糧の確保に努めるため、優先配分の措置を図るものとす

る。 

（４）個人備蓄の推進（住民の債務） 

 平常時から、インスタントやレトルト等の応急食品及び、飲料水を３日分程度、個人

において備蓄しておくよう、住民への啓発•広報を実施していくものとする。 

（５）飲料水の確保 

 区 分 実 施 内 容 

① 飲料水備蓄計画 

 大規模な災害時に一時的な断水が想定されるため、本村の管

理する配水池を緊急遮断弁で流出をストップし、災害対策用と

して確保するとともに、飲料水兼用型耐震性貯水槽等による飲

料水の備蓄を推進していくものとする。 

② 給水用資機材の整備 
 本村及び上水道管理者は必要に応じ、給水車、給水タンク、 

ポリ容器等の給水用資機材の整備を図るものとする。 

 

２．医薬品、衛生材料の備蓄 

県立病院、北部地区医師会等の備蓄に付随し、本村の初動期における救援活動に供する

ため、医薬品及び衛生材料の備蓄について確保するよう努めるものとする。 

 

３．生活必需物資の備蓄 

被災し、衣料品や寝具類等の日常生活に欠くことのできない物資を必要としている者に

対し、迅速かつ計画的な配分•供給を成すため、生活必需物資の備蓄整備を推進するものと

する。
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４．備蓄倉庫等の整備 

本村において、食料及び医薬品・衛生材料、生活必需物資等を備蓄するにあたって、保

管する場所及び施設の備蓄倉庫等を整備するものとする。 

 

５．職員の緊急招集用資機材の整備 

災害が発生した場合など、緊急招集職員への連絡を密にするため、登庁時間以外の所在

及び招集状況が確認把握できるようより確実な整備検討を図るものとする。 

例）防災用携帯電話やポケットベルの所持等 

 

６．資機材等の整備•点検計画 

基本法及び救助法に定めるところにより、本村において必要な資機材及び備蓄倉庫等の

整備•点検を図るものとする。 

 

（１）救助用資機材の整備 

 大規模な災害においては、倒壊家屋からの救助等、被災現場において救助用資機材を

整備しておくことが救助救出に効果的であることから、自治会等の地区毎に救助用資機

材の備蓄整備を推進する。 

（２）給水車、救急車、災害救助用機械器具、その他救護用機械器具の現況 

 本村における救急車、救護•救助用機械器具等の現況及び整備方針は、消防計画による

ものとする。 

（担当：消防本部） 

（３）流出危険物防除資機材 

 村や県、船舶関係者及び石油等危険物取扱者は、大量に流失した危険物による災害の

拡大防止等に必要な資機材等の整備を図るものとする。 

① 流出危険物の災害防止に必要なオイルフェンス、むしろ、応急木材、作業船等 

② 流出危険物の回収及び処理に必要な油処理剤、油吸着剤並びに吸引ポンプ、パージ

等。 

③ 流出危険物から火災が発生した場合の消防活動に必要な化学消防車、化学消火剤及

び消火器具等 

④ 流出危険物による災害の拡大防止に必要なガス検知器及び通信機器等 

※「資料編」参照（Ｐ66~68） 

 

７．救急体制の確立 

本村における救急体制は本部今帰仁消防組合において実施されているが、十分な救急体

制を図るうえで、必要に応じ隣接市町村との間において「消防法第 35 条の６」の規定によ

る知事要請を実施し、また、県の指導により市町村間の相互応援協定の締結を推進するも

のとする。
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第３節 交通確保•緊急輸送計画 

 

災害時においては、輸送需要が増大する反面、輸送手段等を確保することが困難になる

ことが予想されることから、円滑な輸送が行なえるよう事前措置の対策を図るものとする。 

 

１．重要道路警戒のための体制整備 

道路管理者は、災害発生後速やかに道路の被害状況を把握し、通行に障害のある場合直

ちに警戒できる体制を、沖縄総合事務局及び県、関係団体等の協力も得ながら整える。 

  

２．緊急輸送基地の選定及び整備 

災害時の輸送を効率的に行なうため、本村は県及び近隣市町村と調整しながら被災地外

に緊急輸送基地を設置し、各輸送人員及び物資等の総合輸送体制を整えることとする。 

また、陸、海、空からと別々に輸送物資等が集積することを念頭に、緊急輸送基地を選

定•整備するものとする。 

 

３．臨時ヘリポート等の確保 

本村域内に臨時ヘリポートの指定や整備等、空からの輸送を確保することで、災害によ

り孤立化した場合に備えるものとする。 

※自衛隊応援協力に関する整備計画と調整 

 

４．緊急通行車輌の事前届出の徹底 

災害時の緊急輸送を確保するための交通規制がなされた場合、当該区間・区域を通行す

るために緊急通行車輌の確認が必要となる。この場合、事前に届出を行ない届出済証の交

付を受けることで手続きが簡略化され、迅速に確認がなされるようになっている。 

よって、本村において有する車輌を確認し、村防災計画の災害応急対策計画に基づいた

使用性が高い車輌をリストアッフし、事前届出を図るものとする。 

 

５．輸送手段等の確保（応援協定） 

 災害時において、輸送手段や輸送人員等の確保が円滑に行なえるよう、県内関係業界及

び民間団体との間で応援協定を締結する。 
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第４節 海上災害予防計画 

 

１．航行の安全確保等 

海上における船舶の航行に危険が予想される場合は、第十一管区海上保安本部等と協力

して、港内や狭水道など船舶の輻輳する海域における航行管制及び海上交通情報の提供等

の体制整備に努める。また、海事関係者等に対する海難防止・海上災害防止に係る講習会

の開催や、訪船指導等を行うことにより、海上災害防止思想の普及に努める。 

 

２．災害応急対策への備え 

  

（１）情報連絡体制の整備  

 大規模海難や油等流出事故が発生した場合に、沿岸の住民、事業者、漁業協同組合及

び港湾・漁港管理者及び船舶等に緊急情報を収集・伝達する体制を確立しておく。 

（２）消防、救助体制の整備  

 村及び警察は、海上捜索活動を実施できる船舶等の整備に努める。また、村及び消防

機関は、消防艇等の消防用機械・資機材等の整備に努めるとともに、海水等を消防水利

として活用する施設の整備に努める。 

（３）油防除作業体制の整備  

 迅速かつ的確な油防除ができるように、油防除マニュアルの作成や防除資機材の整備

に努める。 

（４）訓練等 

 大規模な海難事故や油の大量流出事故等を想定して、海上消火、海難救助および流出

油防除等の訓練を実施するとともに、海難事故や油流出事故への対応を迅速かつ的確に

実施できる人材を育成する。 

  




