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第１章 計画策定の趣旨・位置づけ 

1-1.計画策定の趣旨 

我が国においては、今後、南海トラフ沿いでの大規模な地震や首都直下地震、火山の噴火等

による大規模な自然災害の発生が懸念されているところである。国は、こうした大規模な自然

災害から国民の生命、身体及び財産を保護し、国民生活及び国民経済を保護する取組を推進す

るため、平成25年12月に「強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する

国土強靱化基本法」（以下「国土強靱化基本法」という。）を公布・施行した。 

平成26年6月には、国土強靱化基本法に基づく「国土強靱化基本計画」（以下「基本計画」と

いう。）を策定し、政府が一丸となって強靭な国づくりを進めて行くこととしている。 

国土強靱化を実効あるものにするためには、国における取組のみならず、地方公共団体や民

間事業者などの関係者が総力をあげて取組むことが不可欠であり、国における基本計画の策定

に引き続き、すみやかに地方公共団体において国土強靱化地域計画が策定され、国と地方が一

体となって強靱化の取組を推進していくことが重要としている。 

広島県においても「広島県強靭化地域計画」が策定されており、国、県の動向を踏まえ、広

域的な施策として調和を図りながら、当町の強靱化に関する施策を総合的、計画的に推進する

ための指針として策定する。 

 

 

 

1-2.計画策定の位置づけ 

本計画は、国の基本計画及び広島県の地域計画との調和を図りつつ、当町の町政の基本方針

である「府中町第４次総合計画」とも整合を図りながら策定する。また、「府中町地域防災計

画」や各種部門計画における強靱化に関する施策を、総合的かつ計画的に推進するための指針

として位置付けるものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-1.1 府中町国土強靭化地域計画の位置づけ 
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1-3.計画期間 

本計画が対象とする期間は、令和3年度（2021年度）から令和7年度（2025年度）までの5年間

とする。 

 

 

 

 

1-4.強靭化の目標 

国土強靭化地域計画は、国土強靭化基本法第14条に基づき、国の基本計画と調和を保つ必要が

あることから、府中町国土強靭化地域計画の目標については、国の指針に従い、国の基本計画に

おける目標に即して次のとおり設定する。 

（１）基本目標 

大規模自然災害発生後における適切な対応のための防災・減災の取組方針として、「基本目

標」を次のとおり設定する。 

 

 

 

 

 

 

（２）事前に備えるべき目標 

大規模自然災害で想定されるリスク（2-2.想定する自然災害を参照）に対し、「基本目標」

の達成に必要な「事前に備えるべき目標」を次のとおり設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 人命の保護が最大限図られること 

② 町及び社会の重要な機能が致命的な障害を受けず維持されること 

③ 町民の財産及び公共施設に係る被害の最小化 

④ 迅速な復旧・復興 

① 直接死を最大限防ぐ 

② 救助・救急、医療活動等が迅速に行われるとともに、被災者等の健康・避難生活環

境を確実に確保する 

③ 必要不可欠な行政機能は確保する 

④ 必要不可欠な情報通信機能・情報サービスは確保する 

⑤ 経済活動を機能不全に陥らせない 

⑥ ライフライン、燃料供給関連施設、交通ネットワーク等の被害を最小限に留めるとと

もに、早期に復旧させる 

⑦ 制御不能な複合災害・二次災害を発生させない 

⑧ 地域社会・経済が迅速かつ従前より強靭な姿で復興できる条件を整備する 
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第２章 当町の実情 

2-1.府中町の概況 

（１）地理的・自然的条件 

ア) 位置 

当町は広島県の南西部、広島市の中心部の（約 4 ㎞）東にある。北端は広島市東区馬木町か

ら南端は同南区東青崎町と東端は広島市安芸区畑賀町から西端は同東区矢賀新町に接し、町域

は北東から南西方面に細長く伸びており、最長 5.75 ㎞、最大幅 2.75 ㎞、その面積は 10.41 ㎢

で広島県の面積（8,479.61 ㎢）の約 0.12％を占めている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-2.1 府中町位置図 

イ) 地勢 

土地は全般的に南西に傾き、山岳部分は町域の約43％で、東半分を呉娑々宇山地が連なり、

北から南に徐々に海抜高度を下げ、平野は南部に開けている。 

町の北部から東部にかけて、標高592mを最高に200m内外の丘陵地帯が連なり、昭和30年代以

降その丘陵地も団地開発が進み、その数20数カ所におよび急激な変容をなしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-2.2 府中町の地勢 

出典：国土地理地図

出典：府中町第４次総合計画
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ウ) 地質 

当町の山地は、中国山地の分岐で、古世代または中世代の水成層が北西より南西に押し出さ

れ、大気流水の作用で浸食された土地が流動して新生土を構成している。山地、丘陵は大部分

が花崗岩であるが極めて粗弱のため、風化作用による侵食層が著しく、樹木はこの侵食地に族

生しているが、侵食層が浅いため、配根が浅く水分の貯留度が少ない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-2.3 府中町地質図 

 

エ) 気候 

当町の地形が、北東に山を負い、南に海を控えているので、一般に海洋性気候であるが、内

海に面しているので、降雨量が少なく温和な気候に恵まれている。 

気温は1月平均5.2℃、8月平均28.2℃、年平均では16.3℃となっており、また、降雨量は梅雨

期、台風期を除いては比較的少なく、年平均1537.6㎜である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※降水量は揚倉山観測所の観測情報（広島県河川防災情報システム） 

※気温は広島観測所の観測情報（気象庁データベース） 

図-2.4 月別降水量（2020 年の場合）  

出典：国土地理地図



２：当町の実情 

5 

（２）人口推計 

「国立社会保障・人口問題研究所」（以下「社人研」という。）の推計では、当町の総人口

は、51,053人（2015年国勢調査）から、2040年に48,689人に減少するとされており、これに近

年のマンション建設による転入増加を考慮し補正した推計では、2040年に49,897人、2060年に

44,869人にまで減少すると予想される。 

当町では、このような状況を見据え、「府中町人口ビジョン」を策定しており、この中では、

「子育て世代が居住を選択するまち」に向けた施策を展開し、出生率の回復及び子育て世代の

転入促進・転出抑制を図ることにより、2060年においても5万人規模の人口水準の維持を目指す

こととしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-2.5 府中町総人口の将来展望 

 

 

表-2.1 府中町総人口の将来展望【詳細・単位（人）】 

 2015 年 2020 年 2025 年 2030 年 2035 年 2040 年 2045 年 2050 年 2055 年 2060 年

① 51,053 51,117 50,852 50,359 49,615 48,689 47,643 － － － 

②（※１） 51,053 50,979 51,930 51,459 50,760 49,897 48,863 47,713 46,374 44,869

③（※２） 51,053 50,979 52,013 51,924 51,570 51,036 50,329 49,511 48,613 47,622

④（※３） 51,053 50,979 52,264 52,430 52,349 52,101 51,706 51,213 50,649 50,003

※１：2020 年の合計特殊出生率と、マンション建設により見込まれる転入者について①を補正。 

※２：②に加え、出生率が 2025 年に 1.84、2030 年に 2.07 となり、それ以降安定すると仮定して算出。 

※３：③に加え、0～10 歳の子どもについて、5年後までに見込まれる転出超過数を半減させることと仮定し、転

出超過数の 1/2 及びその両親（20～30 代男女、両親あたり子ども 1.5 人で計算）の人数を加算して算出。 

  

人口減少を抑制し、5 万人規模

の人口水準の維持を目指す 
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（３）公共施設 

ア) インフラ資産の現状 

当町には、町が管理する橋梁が48橋、道路が692路線（総延長116㎞）、下水道管が延長122.4

㎞ある。 

国が老朽化の目安としている建設後の経過年数（約50年）と照らし合わせると、橋梁につい

ては、架設後50年以上経過しているものが全体の約44%（2021年時点）を占めている。下水道管

については、設置後50年以上経過している管渠はないが、道路陥没リスクが高まる30年を経過

した管渠が22％（2019年調査時）となっている。道路については、舗装路面のひび割れにより

補修する必要がある区間が全体の約13％（2014年調査時）となっている。 

今後も経過年数による劣化が進行することから、定期的なインフラ資産の点検・改修が必要

となる。 

 

 

 

イ) ハコモノ資産の現状 

当町のハコモノ資産（建物）は、町有建築物が40施設（棟数82棟）あり、「維持保全計画（建

築物）」において施設ごとの対応計画が策定されている。また、同計画において当町独自の耐

用年数、建築物評価を行っており、その中で、雨漏り状態や外壁のひび割れなど劣化が著しく

改修が必要な建築物（劣化度d+及びd++）が約4割となっている。2014年には町立学校施設でコ

ンクリートの剥離が発生するなどしており、今後も経過年数による劣化が進行することから、

各建築物に応じた定期的な点検・改修が必要となる。 

表-2.2 劣化度・危険度の各評価件数の集計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※出典：維持保全計画（建築物） 

維持保全計画（建築物）においては、新築3棟を除く79棟の町有建築物について調査を行っており、耐用年数
に到達しているものをｄ、他部位への影響が予測されるものをd+、他部位への影響または損傷個所が確認で
きるものをd++として劣化度判定を行っている。 
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2-2.想定する自然災害 

（１）想定する災害リスク 

本計画において想定する災害は、当町の地理的・自然的条件、都市構造の特性、過去におい

て発生した災害の態様を勘案し、下表の大規模自然災害とする。 

表-2.3 想定する災害リスク 

風水害（台風・豪雨など） 地   震 

ア 土砂災害（がけ崩れ・土石流） ア 揺れによる建物の倒壊 

イ 河川氾濫による浸水（洪水） イ 液状化 

ウ 高潮による浸水 ウ 津波による浸水 

エ ため池等の決壊 エ 地震による火災 

本計画は、大きな被害が想定される台風や豪雨等による風水害や南海トラフ巨大地震等につ

いて、次項より被害想定を行う。なお、地震を始め、台風や豪雨等は自然現象であり、想定を

超える被害が発生する可能性がある。 

表-2.4 府中町に甚大な被害をもたらした災害（平成での発生状況） 

年月日 災害の概要 摘要 

平
成
元
年

7月12日 

～13日 

大雨 林道一部路肩崩壊 

道路一部損壊、床下浸水(17 戸) 

災害復旧工事 9,026 千円 

総降雨量 99.0 ㎜、１時間 大雨量 24.5 ㎜ 

11月8日 
大雨 床下浸水(117 戸) 

床上浸水(1 戸) 
降雨量 70.5 ㎜、１時間 大雨量 27.0 ㎜ 

平
成
２
年

8月22日 大雨 床下浸水（2 戸） 総降雨量 87.5 ㎜、１時間 大雨量 29.0 ㎜ 

6月13日 

～14日 
大雨 床下浸水（18 戸） 総降雨量 92.0 ㎜、１時間 大雨量 34.0 ㎜ 

7月4日 

～5日 
大雨 床下浸水（2 戸） 総降雨量 150.0 ㎜、１時間 大雨量 31.0 ㎜ 

平成
３年

9月27日 
台風(19 号)、床下浸水(15 戸) 

公共施設損傷、負傷者(3 人) 

大瞬間風速 58.9ｍ/ｓ、総雨量 4.5 ㎜ 

※強風及び高潮による被害 

平成
５年

9月2日 

～4日 
台風(13 号) 

災害(警戒)本部設置、総降雨量 78.0 ㎜ 

避難所開設(避難者 26 名)、災害復旧工事 13 件 

平
成
16
年

9月7日 

台風(18 号) 

強風 半壊(4 件)、一部損壊(162 件) 

公共施設損傷 

災害対策本部設置 

自主避難(2 世帯 5 人) 

大瞬間風速 60.2ｍ/ｓ、総雨量 39.0 ㎜ 

9月29日 
台風(21 号) 

負傷者(1 人)、一部損壊(1 件) 
災害(警戒)本部設置、総雨量 56.0 ㎜ 

10月29日 台風(23 号)、土砂崩れ(1 箇所) 災害(警戒)本部設置、総雨量 59.0 ㎜ 

平
成
30
年

7月6日～ 

7日・10日 

平成 30 年 7 月豪雨 

公共施設損傷 

土砂災害(27 箇所)、浸水害(榎川越水) 

住家等被害(135 件)、 

企業・店舗等の被害(6 件) 

災害（非常）本部設置 

総雨量 431.0 ㎜、１時間 大雨量 65.0 ㎜ 

避難者累計(2,258 人) 
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（２）風水害に関する被害想定 

ア) 土砂災害による被害 

当町における土砂災害については土砂災害防止法に基づき、土砂災害特別警戒区域・土砂災

害警戒区域が指定されている。 

表-2.5に町内の箇所数を、図-2.6に分布図を示す。 

表-2.5 土砂災害警戒区域・特別警戒区域箇所数 

種別 土砂災害警戒区域 内、土砂災害特別警戒区域 

急傾斜地の崩壊 52 箇所 46 箇所 

土石流 24 箇所 21 箇所 

地すべり 0 箇所 0 箇所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-2.6 土砂災害警戒区域・特別警戒区域図（2019 年 10 月時点） 

出典：土砂災害ポータルひろしま 
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イ) 河川氾濫による浸水 

当町には府中大川、猿猴川、榎川の3河川が位置している。水防法第14条に基づき指定された

浸水想定区域図を図-2.7に示す。 

表-2.6 対象河川の状況 

対象河川 公表機関 指定年月 浸水面積 

府中大川 広島県 平成 29 年 4 月 19 日 約 149.8 ㏊（府中町域のみ）

猿猴川 広島県 平成 29 年 4 月 19 日 約 130.8 ㏊（府中町域のみ）

榎川 府中町 平成 23 年 3 月 約 58.1 ㏊（府中町域のみ）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-2.7 河川氾濫による浸水想定区域図：3 河川重ね合わせ（2019 年 10 月時点） 

出典：府中町総合防災マップ 

府中大川

猿猴川 

榎川 
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ウ) 高潮による浸水 

伊勢湾台風（895hPa）と同じ規模の台風が、ルース台風の経路と概ね同じコースで襲来し、

満潮と重なった場合の浸水が想定されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-2.8 高潮による浸水想定域図（2017 年 4 月指定）  

出典：津波・高潮ポータルひろしま 
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エ) ため池等の決壊 

ため池等の貯水施設が満水状態の時に大地震を受け、堤防が瞬時に決壊した場合の浸水範囲

が想定されている。町内の未使用ため池等については、埋め立てや廃止を進めており、現在、

決壊のおそれのある施設は5箇所である。 

表-2.7 対象施設の状況 

対象施設 公表機関 指定年月 

石コロヒ池 広島県 令和元年 10 月 

水分堰堤 広島県 ― 

午王田池 広島県 令和元年 10 月 

午王田上池 広島県 令和元年 10 月 

永田池 広島県 令和元年 10 月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-2.9 ため池の決壊による浸水想定区域図（2019 年 10 月時点） 

出典：府中町総合防災マップ 
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（３）地震に関する被害想定 

広島県の「地震被害想定調査報告書（平成25年10月）」では、表-2.8に示す地震が想定され

ている。本計画では、当町において、建築物に影響を及ぼす“震度6弱以上”となる「南海トラ

フ巨大地震」、「安芸灘～伊予灘～豊後水道」、「五日市断層」、「己斐-広島西縁断層帯」、

「安芸灘断層群（広島湾-岩国沖断層帯）」、「どこでも起こりうる直下の地震（以下「府中町

直下地震」という）」を対象として地震被害を整理する。対象地震の震源位置図を図-2.10に、

当町における人的・物的被害の想定例として、「南海トラフ巨大地震」、「府中町直下地震」

の地震被害想定を表-2.9に示す。 

表-2.8 府中町に影響をもたらす地震 

地震名 
地震 

タイプ 
マグニチュード 

大震度 
（府中町）

今後30年以内
の発生確率 

南海トラフ巨大地震 プレート間 9.0 6弱 ― 

安芸灘～伊予灘～豊後水道 プレート内 6.7～7.4 6弱 40％ 

讃岐山脈南縁～石鎚山脈北縁東部 地殻内 
8.0程度若しくは 

それ以上 
5弱 

ほぼ0～

0.3％ 

石鎚山脈北縁 地殻内 7.3～8.0程度 5弱 
ほぼ0～

0.3％ 

石鎚山脈北縁西部～伊予灘 地殻内 
8.0程度若しくは 

それ以上 
5強 

ほぼ0～

0.3％ 

五日市断層 地殻内 7.0程度 6弱 不明 

己斐-広島西縁断層帯（M6.5） 地殻内 6.5程度 6弱 不明 

岩国断層帯 地殻内 7.6程度 5強 0.03～2％ 

安芸灘断層群（主部） 地殻内 7.0程度 5強 0.1～10％ 

安芸灘断層群（広島湾-岩国沖断層帯） 地殻内 7.4程度 6弱 不明 

長者ヶ原断層-吉井断層 地殻内 7.4 5弱 ― 

どこでも起こりうる直下の地震 地殻内 6.9 6強 ― 

※出典：広島県地震被害想定調査報告書（平成25年10月）から抜粋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-2.10 震源位置図（対象地震のみ）  
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表-2.9 地震被害想定 

被害想定項目 
被害量 

南海トラフ巨大地震 府中町直下地震 

震度・液状化 
震度6弱以上 町面積の19.3％ 町面積の98.3％

液状化危険度がかなり高い面積（PL＞15） 町面積の38.3％ 町面積の38.7％

津波 津波による浸水面積（浸水深1cm以上） 146ha 発生しない

建物 

全壊の主な原因 液状化 揺れ

全壊数 485棟 656棟

半壊数 2,040棟 2,294棟

人的被害 

死者数が最大となる発災季節・時間 冬・深夜 冬・深夜

死者の主な原因 津波 建物倒壊

死者数 86人 39人

負傷者数 181人 559人

重傷者数（負傷者の内数） 38人 69人

ライフライン 
施設被害 

上水道（１日後の断水人口）※１ 1,586人 5,018人

下水道（１日後の機能支障人口）※１ 12,392人 16,852人

電力（直後の停電軒数）※１ 608軒 1,795軒

通信（直後の固定電話不通回線数）※１ 309回線 912回線

都市ガス（１日後の供給停止戸数）※１ 1,608戸 0戸

交通施設 
被害 

道路（被災箇所数） 5箇所 8箇所

鉄道（被害箇所数） 4箇所 5箇所

生活への 
支障 

避難所避難者数（当日・１日後）※１ 3,595人 2,087人

帰宅困難者数※2 2,862人 2,862人

食料の需要量（当日・１日後）※１ 12,940食 7,512食

仮設トイレの需要量（当日・１日後）※１ 151基 182基

その他被害 

危険物施設の被害箇所数 0箇所 1箇所

災害廃棄物発生量※１ 
可燃物 1万ｔ 1万ｔ

不燃物 2万ｔ 4万ｔ

経済被害※１ 

民間 755億円 659億円

準公共 3億円 5億円

公共 97億円 133億円

※広島県地震被害想定調査報告書より抜粋 

※被害想定項目のうち、季節、時刻、関連条件により被害量が異なるものは、条件の違いを考慮し、次のケースで想定（※

1：冬 18時、風速 11m/s ／ ※2：昼 12時、風速 11m/s） 
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ア) 揺れによる建物の倒壊 

広島県の「地震被害想定調査報告書（平成25年10月）」による地震別の震度分布図を表-2.10、

図-2.11に示す。なお、建築物に影響を及ぼす「震度6弱以上」となる面積割合は南海トラフ巨

大地震で約19％、府中町直下地震で約98％を占めている。 

表-2.10 地震別発生震度と面積割合 

地震名 
府中町の発生震度と面積割合(％) 

4以下 5弱 5強 6弱 6強 

南海トラフ巨大地震 0.0％ 50.4％ 30.3％ 19.3％ 0.0％ 

安芸灘～伊予灘～豊後水道 0.0％ 0.0％ 60.9％ 39.1％ 0.0％ 

五日市断層 0.0％ 53.6％ 27.7％ 18.7％ 0.0％ 

己斐-広島西縁断層帯（M6.5） 0.0％ 31.5％ 49.0％ 19.4％ 0.0％ 

安芸灘断層群（広島湾-岩国沖断層帯） 0.0％ 58.0％ 19.6％ 22.4％ 0.0％ 

府中町直下地震 0.0％ 0.0％ 1.7％ 83.8％ 14.5％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-2.11 震度分布図  

凡例：■震度５弱 ／ ■震度５強 ／ ■震度６弱 ／ ■震度６強  ／  ◎町役場／●小学校 

南海トラフ巨大地震 安芸灘～伊予灘～豊後水道 五日市断層 

己斐-広島西縁断層帯（M6.5） 安芸灘断層群 
（広島湾-岩国沖断層帯） 

府中町直下地震 
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イ) 液状化 

広島県の「地震被害想定調査報告書（平成25年10月）」による地震別の液状化危険度を表-2.11、

図-2.12に示す。なお、当町の市街地では液状化発生率が比較的高く、建築物に影響を及ぼす“か

なり高い（PL＞15）”指標以上の面積は、最大で38.7％を占めている。 

表-2.11 液状化危険度と面積割合 

地震名 
府中町の液状化危険度と面積割合(％) 

かなり
低い 低い 高い 

かなり 
高い 

極めて 
高い 

南海トラフ巨大地震 58.0％ 2.8％ 0.5％ 38.3％ 0.0％ 

安芸灘～伊予灘～豊後水道 58.0％ 0.0％ 3.3％ 3.2％ 35.5％ 

五日市断層 58.0％ 0.0％ 3.3％ 20.4％ 18.3％ 

己斐-広島西縁断層帯（M6.5） 58.0％ 0.0％ 3.3％ 19.1％ 19.6％ 

安芸灘断層群（広島湾-岩国沖断層帯） 58.0％ 0.0％ 3.3％ 36.0％ 2.6％ 

府中町直下地震 58.0％ 0.0％ 3.3％ 0.0％ 38.7％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-2.12 液状化危険度図  

凡例：■かなり低い/■低い/■高い/■かなり高い/■きわめて高い ／ ◎町役場/●小学校 

南海トラフ巨大地震 安芸灘～伊予灘～豊後水道 五日市断層

己斐-広島西縁断層帯（M6.5） 安芸灘断層群 
（広島湾-岩国沖断層帯） 

府中町直下地震
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ウ) 津波による浸水 

南海トラフ巨大地震により想定される津波は、表-2.12に示すとおりである。広島県では津波

による浸水想定区域を基に、警戒避難体制を特に整備すべき区域として「津波防災地域

づくりに関する法律（第53条）」に基づく「津波災害警戒区域」を指定している。当

町における津波災害警戒区域を図-2.13に示す。 

本計画においても、特に警戒すべき区域として、図-2.13に示す「津波災害警戒区域」を対象

とする。当町においては、大須地区および向洋駅周辺地区が該当している。 

表-2.12 最高津波水位と到達時間 

高津波水位※１ 
大波到達時間 津波影響開始時間※２ 

 内、津波の高さ 

3.6ｍ 1.5ｍ 4時間6分 37分 

※1：「最高津波水位」は、年間最高潮位（218cm）に津波の高さを加えたもの 

※2：「津波影響開始時間」は、海域を伝播してきた津波により、おおむね海岸線において、地震発生後に初期潮位から±20

㎝の変化が生じるまでの時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-2.13 津波災害警戒区域図（2019 年 3 月時点）  

出典：広島県津波災害警戒区域の指定について 
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エ) 地震による火災 

大規模地震発生時には同時多発火災が想定され、建築物の倒壊による道路閉塞、消防の機能

障害などにより、大規模な火災となる恐れがある。しかし、広島県地震被害想定調査報告書に

ける、当町の建物の焼失棟数は0件であり、地震による火災は比較的発生しにくいといえる。表

-2.13に各地震における火災被害を、図-2.14に当町の危険度判定を示す。 

表-2.13 火災による建物被害 

地震名 出火件数 残出火件数 焼失棟数 

南海トラフ巨大地震 0 0 0 

安芸灘～伊予灘～豊後水道 0 0 0 

五日市断層 0 0 0 

己斐-広島西縁断層帯（M6.5） 0 0 0 

安芸灘断層群（広島湾-岩国沖断層帯） 0 0 0 

府中町直下地震 1 0 0 

※広島県地震被害想定調査報告書より抜粋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

典：府中町防災都市づくり計画 

図-2.14 危険度判定（火災・延焼）  

凡例：■危険度 1   ■危険度 2   ■危険度 3   ■危険度 4   ■危険度 5 

不燃領域率（地区内に占める

燃えにくい領域が占める割

合）が70％以上となる地区

が多く、町土全体でも燃えに

くくなっている。 

消防車が進入可能な幅員6ｍ

以上の道路から、ホースが届

く80ｍよりも遠い範囲を消

防活動困難区域としている

が、比較少ない状況となって

いる。 

地区の燃えやすさと消防活

動の難しさを足し合わせて

「延焼危険度」を判断してお

り、府中町全域では危険度は

低くなっている。 

地区の燃えやすさ 延焼危険度 消防活動の難しさ 
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2-3.府中町における近年の主な防災・減災の取組 

（１）庁内体制の整備 

当町では「府中町地域防災計画」を基本に、「府中町国民保護計画」、「府中町業務継続計

画」、「府中町備蓄計画」などを定め、災害時に迅速かつ円滑に対応できるよう、庁内の防災

体制を構築している。 

 

（２）町民への啓発・活動の助成 

町民に対しては、平常時・非常時それぞれの状況でハード・ソフトにかかる支援を行ってい

る。各状況での支援を表-2.16に示す。また、支援については府中町ホームページで公開し利用

促進を図っている。 

表-2.14 町民に対する取組 

平常時 非常時 

ハード ソフト ハード ソフト 

 がけ崩れなどの危険

区域にある住宅の移

転支援 

 土砂災害特別警戒区

域内の建築物の改修

支援 

 急傾斜地の対策工事 

 防災リーダー研修会

の開催 

 防災出前講座による

防災知識の普及・啓

発 

 防災訓練等の開催支

援 

 復旧工事 

 崩壊した急傾斜

地の対策工事 

 無線、メール、テレフ

ォンサービスによる

避難情報等の発信 

 避難行動要支援者の

避難支援 

 被災時の減免等の措

置（要調査） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-2.15 講座・訓練支援等のようす 
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第３章 リスクシナリオと施策分野の設定 

3-1.起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ） 

事前に備えるべき目標を達成するため、仮に起きれば当町に致命的な影響が生じると考えら

れる「起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）」を想定し、その事態を回避するため

に必要な施策の検討を行う。 

国の基本計画において設定された大規模自然災害発生時における45項目のリスクシナリオを

参考に、広島県強靱化地域計画や当町の実情を踏まえ、当町におけるリスクシナリオを34項目

設定した。設定したリスクシナリオについて、当町における「事前に備えるべき目標」ごとに

整理したものを表-3.1に示す。 

表-3.1(1) 起きてはならない最悪の事態 

事前に備えるべき目標 № 起きてはならない 悪の事態 

１. 直接死を 大限防ぐ 

1-1
住宅・建物・交通施設等の複合的・大規模倒壊や密集市街地に

おける大規模火災による多数の死傷者の発生 

1-2 広域にわたる大規模津波等による多数の死傷者の発生 

1-3
突発的又は広域かつ長期的な市街地等の浸水による多数の死

傷者の発生 

1-4 大規模な土砂災害等による多数の死傷者の発生 

２. 救助・救急、医療活動

が迅速に行われると

ともに、被災者等の

健康・避難生活環境

を確実に確保する 

2-1
被災地での食料・飲料水・電力・燃料等、生命に関わる物資・

エネルギー供給の停止 

2-2 多数かつ長期にわたる孤立地域等の同時発生 

2-3
自衛隊、警察、消防、海保等の被災等による救助・救急活動等

の絶対的不足 

2-4 想定を超える大量の帰宅困難者の発生、混乱 

2-5
医療・福祉施設及び関係者の絶対的不足・被災、支援ルートの

途絶、エネルギー供給の途絶による医療・福祉機能の麻痺 

2-6 自然災害と疫病・感染症等との複合災害の発生 

2-7
劣悪な避難生活環境、不十分な健康管理による多数の被災者の

健康状態の悪化・死者の発生 

３. 必要不可欠な行政機

能は確保する 
3-1

町職員・施設等の被災及び各種情報の滅失等による機能の大幅

な低下 

４. 必要不可欠な情報通

信機能・情報サービ

スは確保する 

4-1 防災・災害対応に必要な通信インフラの麻痺・機能停止 

4-2
テレビ・ラジオ放送の中断等により災害情報が必要な者に伝達

できない事態 

4-3
災害時に活用する情報サービスが機能停止し、情報の収集・伝

達ができず、避難行動や救助・支援が遅れる事態 
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表-3.1(2) 起きてはならない最悪の事態 

事前に備えるべき目標 № 起きてはならない 悪の事態（国の基本項目） 

５. 経済活動を機能不全

に陥らせない 

5-1
サプライチェーンの寸断やエネルギー供給の停止等による社

会経済活動の低下 

5-2
幹線が分断するなど、基幹的交通ネットワークの機能停止によ

る物流・人流への甚大な影響 

5-3 食料等の安定供給の停滞 

６. ライフライン、燃料

供給関連施設、交通

ネットワーク等の被

害を 小限に留める

とともに、早期に復

旧させる 

6-1

電力供給ネットワーク（発変電所、送配電設備）や都市ガス供

給、石油・LPガスサプライチェーン等の長期間にわたる機能の

停止 

6-2 上水道等の長期間にわたる供給停止 

6-3 汚水処理施設等の長期間にわたる機能停止 

6-4
基幹的交通から地域交通網まで、交通インフラの長期間にわた

る機能停止 

6-5 防災インフラの長期間にわたる機能不全 

７. 制御不能な複合災

害・二次災害を発生

させない 

7-1
地震に伴う市街地の大規模火災の発生による多数の死傷者の

発生 

7-2 沿線・沿道の建物倒壊に伴う閉塞による交通麻痺 

7-3
ため池、防災インフラ、天然ダム等の損壊・機能不全や堆積し

た土砂等の流出による多数の死傷者の発生 

7-4 有害物質の大規模拡散・流出による土地の荒廃 

7-5 農地・森林等の被害による土地の荒廃 

８. 地域社会・経済が迅

速かつ従前より強靱

な姿で復興できる条

件を整備する 

8-1
大量に発生する災害廃棄物の処理の停滞により復興が大幅に

遅れる事態 

8-2
復興を支える人材等の不足や基幹インフラの損壊、より良い復

興に向けたビジョンの欠如等により復興できなくなる事態 

8-3
広域地盤沈下等による広域・長期にわたる浸水被害の発生によ

り復興が大幅に遅れる事態 

8-4
貴重な文化財や環境的資産の喪失、地域コミュニティの崩壊等

により復興が大幅に遅れる事態 

8-5
事業用地の確保、仮設住宅・仮店舗・仮事業所等の整備が進ま

ず復興が大幅に遅れる事態 

8-6
風評被害や信用不安、生産力の回復遅れ、大量の失業・倒産等

による町内経済等への甚大な影響 
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3-2.施策分野の設定 

当町の強靱化に向けた取組を推進していくための施策分野については、国の基本計画におけ

る施策分野を参考とし、次のとおり個別施策分野及び横断的分野を設定する。 

（１）個別施策分野 

個別施策分野の項目は国が定める12項目を参考に9項目を設定する。 

表-3.2 個別施策分野表 

№ 施策分野（国の基本計画） 府中町が定める項目 

1 行政機能／警察・消防等／防災教育等 行政機能／消防／防災教育等 

2 住宅・都市 住宅・都市 

3 保健医療・福祉 保健医療・福祉 

4 エネルギー ― 

5 金融 ― 

6 情報通信 情報通信 

7 産業構造 産業構造 

8 交通・物流 交通・物流 

9 農林水産 ― 

10 国土保全 土地保全 

11 環境 環境 

12 土地利用（国土利用） 土地利用 

 

（２）横断的分野 

個別施策分野に加え、部門横断的な取組などを横断的分野として設定する。横断的分野の項

目は国が定める5項目を参考に4項目を設定する。 

表-3.3 横断的分野表 

№ 横断的分野（国の基本計画） 府中町が定める項目 

1 リスクコミュニケーション リスクコミュニケーション 

2 人材育成 人材育成 

3 官民連携 官民連携 

4 老朽化対策 老朽化対策 

5 研究開発 ― 
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第４章 脆弱性の評価と今後の施策 

4-1.脆弱性の評価と今後の施策 

リスクシナリオを回避する上で必要となる今後の施策を明らかにするため、設定したリスクシナリオに

対する脆弱性を評価し、それに対する施策の現況と、今後の施策、施策に対する評価指標を整理した。 

（１）脆弱性の評価と施策の整理 

前章で整理したリスクシナリオに対する脆弱性を評価し、当町における施策の現況、今後の施策の方針、

施策を推進する関係部門等を整理した。以降より一覧表で示す。 

 

 

 

 

 

１：直接死を最大限防ぐ 

1-1．住宅・建物・交通施設等の複合的・大規模倒壊や密集市街地における大規模火災による多数の死 

 

脆弱性の評価 

評価基準 府中町における現在の施策 

①住宅・建築物等の耐震化  

 南海トラフ巨大地震等の被害想定では、当町にお

いても、震度 5 強～6 強の地震が発生する可能性

があることから、耐震化を進める必要がある。 

 大規模地震発生時において倒壊により多数の死

傷者が発生するおそれがある大規模建築物や、早

期の救助・復旧活動に関係する広域緊急輸送道路

沿道建築物及び防災拠点建築物について、耐震化

を促進している。 

 また、土地区画整理事業等を実施することで、脆

弱な都市基盤の解消及び老朽化した建築物の更新

を促進している。 

 耐震診断が義務付けられた施設の耐震化率は

100%（平成 29 年 1 月時点）であり、今後は継続

的に維持保全を行っていく必要がある。また、住

宅の耐震化を促進していく必要がある。 

 関係団体等と連携して、町内の住宅の耐震化を計

画的に促進している。 

 災害発生時に自ら避難することが困難な方が多く

利用する社会福祉施設の耐震化が必要である。 

 社会福祉施設について、町有の社会福祉施設の耐

震化は 100％であることから、民間が保有する施

設の耐震化を促進している。 

②建築物等の老朽化対策  

 公共施設の老朽化が進行していることから、安全

性を確保するためにも「事後保全型」管理から「予

防保全型」管理へ転換することが望ましいが、現

状では事後保全の改修の積み残し解消から取組む

必要がある。 

 公共施設の中長期的な管理計画を作成し、計画的

な維持管理を行っている。 

また、定期的な点検を行い、不具合個所の早期発

見に努めるなど、適切な維持管理を行っている。 

 

４：脆弱性の評価と今後の施策 
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表-4.1 施策分野と関係部門の整理表 

施策分野 
施策に関係する部門 

個別施策分野 横断的分野 

 行政機能／消防／防災教育等  リスクコミュニケーション 危機管理課 (総危) 福祉保健部 (福) 

 住宅・都市  交通・物流  人材育成 総務企画部 (総） 建設部 (建) 

 保健医療・福祉  土地保全  官民連携 財務部 (財) 府中町教育委員会 (教) 

 情報通信  環境  老朽化対策 町民生活部 (町） 府中町消防本部 (消）

 産業構造  土地利用  

 

 

 

 

 

傷者の発生 

 

今後の施策 
施策分野 

（横断的分野） 
関係 
部門 

①住宅・建築物等の耐震化   

 大規模地震発生時において倒壊により多数の死傷者が発生するおそれ

がある大規模建築物や、早期の救助・復旧活動に関係する広域緊急輸

送道路沿道建築物及び防災拠点建築物について、耐震化を促進する。 

 

 

 また、土地区画整理事業等を引き続き実施することで、脆弱な都市基盤

の解消及び老朽化した建築物の更新を促進し、安心安全で良好な市街地

環境を創造する。 

 住宅・都市 (建) 

 関係団体等と連携して、町内の住宅・建築物の耐震化を引き続き計画的

に促進する。 

 住宅・都市 (建) 

 社会福祉施設について、民間保有施設の更新計画を踏まえながら、耐震

化を促進する。 

 保健医療・福祉 (福) 

②建築物等の老朽化対策   

 公共施設について、中長期的な管理計画を適時改訂し、優先順位に基づ

く計画的な建替え・改修を実施するとともに、段階的に予防保全型の維

持管理へ転換することで施設の機能及び性能を維持し、安全性を確保す

る。また、定期的な点検を行い、引き続き不具合個所の早期発見に努め

るなど、適切な維持管理を行う。 

（老朽化対策） (総) 

(財) 
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脆弱性の評価 

評価基準 府中町における現在の施策 

③公共土木施設等の老朽化対策  

 老朽化した公共土木施設等の割合が増大していく

中、今後、重大な事故や致命的な損傷等が発生す

るリスクが飛躍的に高まるなど、社会インフラの

安全性や機能の低下が懸念されている。 

 老朽化した公共土木施設の割合が増大し、今後、

集中的に更新時期を迎える中、維持更新費の増大

や担い手不足が懸念されている。 

 

 

 

 大規模災害の多発や技術者の不足が顕在化する中

で、施設の機能を適切に維持するためには、AI/IoT

などのデジタル技術の活用や管理者の枠を超えた

連携が必要である。 

 老朽化した公共土木施設等の割合が増大していく

中、個々の施設を適切に修繕するため、個別施設

計画を作成し、優先度に基づく計画的な修繕を実

施している。 

 また、施設の長寿命化によるライフサイクルコス

トの縮減や事業費の平準化を図り、公共土木施設

の計画的な維持管理に向けた取組を実施してい

る。 

④地震防災対策  

 大規模災害時に適切に対処するためには、あらゆ

る事態を想定した平素からの各種訓練の継続、民

間団体や関係機関との連携強化、災害用装備資機

材の充実など、危機管理体制の維持・強化が必要

である。 

 当町の災害時の対処能力の向上を図るため、民間

団体や関係機関等と連携した訓練も含め、初動対

応や防災・危機管理に関する訓練を継続的に実施

している。 

 

 災害対応・復旧活動のための資機材を整備すると

ともに、資機材使用訓練を始めとする各種訓練を

計画的に実施して、事案対処能力の向上を図って

いる。 

 いかなる大規模地震及びこれに伴う津波が発生し

た場合にも、人命を 大限守り、社会経済を機能

不全に陥らせないため、自助・共助・公助の考え

をもとに、広島県、府中町、関係団体がそれぞれ

の役割と責務を果たし、事前防災の取組を着実に

推進する必要がある。 

 平成 25 年 10 月に発表された「広島県地震被害想

定」を踏まえ、「府中町地域防災計画」を見直し、

広島県、関係団体と一体となった対策を推進して

いる。 

⑤消防団・自主防災組織の充実・強化  

 地域の重要な防災力である消防団（非常備消防）

の団員が減少している。また、自主防災組織等と

の連携も少ないことから、消防団の充実強化及び

地域の防災機関・団体との連携強化を図ることが

必要である。 

 消防団については、団員を確保するため、積極的

に入団促進を実施している。また、消防学校にお

ける教育訓練や消防署との連携訓練等により災害

対応能力の向上を図っている。 
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１：直接死を最大限防ぐ 

今後の施策 
施策分野 

（横断的分野） 
関係 
部門 

③公共土木施設等の老朽化対策   

 老朽化した公共土木施設等の割合が増大していく中、個々の施設を適切

に修繕するため、個別施設計画を作成し、優先度に基づく計画的な修繕

を引き続き実施する。 

 

 また、施設の長寿命化によるライフサイクルコストの縮減や事業費の平

準化を図り、公共土木施設の計画的な維持管理に向けた取組を引き続き

実施する。 

 

 長寿命化や維持管理の一層の効率化・省人化を図るため、広島県長寿命

化技術活用制度や新技術の積極的な活用を推進する。 

 AI/IoT などのデジタル技術の活用や、県・市町の管理者の枠を超えた連

携などによる維持管理の効率化・省力化など、新たなインフラマネジメ

ントに取組む。 

（老朽化対策） 

（人材育成） 

(建) 

④地震防災対策   

 当町の災害時の対処能力の向上を図るため、引き続き、民間団体や関係

機関等と連携した訓練を進めると共に、初動対応や防災・危機管理に関

する訓練を継続的に実施し、訓練結果を踏まえて各種マニュアル類の不

断の見直しを実行する。 

 

 災害対応・復旧活動のための資機材を整備するとともに、資機材使用訓

練を始めとする各種訓練を計画的に実施して、事案対処能力の向上を図

る。 

 

 行政機能/消防/

防災教育等 

（官民連携） 

(総危) 

(消) 

 「広島県地震被害想定（平成 25 年 10 月）」を踏まえた地震防災対策

を、引き続き、広島県、関係団体と一体となって推進していく。 

 行政機能/消防/

防災教育等 

(総危) 

⑤消防団・自主防災組織の充実・強化   

 消防団については、団員を確保するため、多様な入団促進の取組を実施

するとともに、訓練等活動内容の充実や長く続けられる体制づくりの整

備等を推進する。また、自主防災組織等と連携した活動を推進する。 

 行政機能/消防/

防災教育等 

（人材育成） 

(消) 
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脆弱性の評価 

評価基準 府中町における現在の施策 

⑤消防団・自主防災組織の充実・強化  

 大規模災害時には、警察・消防等による「公助」の

不足が過去の例からも想定されることから、地域

防災力の充実強化に向けた、自主防災組織の設立

促進と活動の活発化に取組む必要がある。 

 地域住民の関心や協力を引き出し、地域防災の推

進役となる新たなリーダーの発掘・養成に取組む

必要がある。 

 自主防災組織が大雨災害時等に組織的に活動を行

うためには、平素から非常時の役割分担や活動を

開始するタイミング等を定めた体制作りが必要で

ある。 

 自主防災組織については、広島県が発行している

「自主防災組織活性化マニュアル」や「広島県自

主防災アドバイザー」の活用促進、当町が実施す

る「防災出前講座」などで活動を促進している。 

 また、自主防災組織の設立促進と活動の活性化を

実施している。 

⑥災害に強い道路ネットワークの構築  

 風水害・土砂災害の頻発化、激甚化や、南海トラ

フ巨大地震等により緊急輸送道路においても通行

止めが発生するなど、災害時の復旧活動に支障を

来す懸念がある。 

 災害に強い道路ネットワークの構築のため、広島

県と連携し、緊急輸送道路ネットワークの機能強

化や災害対応能力向上に資する多重型道路ネット

ワークの形成などを推進している。 

 大規模災害発生時においては、緊急輸送道路ネッ

トワークの確保等、各道路管理者と連携しながら

対応を行っている。 

 町内の幹線道路について、都市計画道路の整備や

歩道改良など、災害時に町内外への人・物資の移

動が円滑に行える道路ネットワークの構築を進め

ている。 

 大規模災害（地震、竜巻、台風等）が起きた際に、

電柱等が倒壊することにより、道路が寸断し、災

害時の救援活動の妨げになる可能性がある。 

 緊急輸送道路の確保など、災害の防止に資する道

路において、地域の実情に応じた多様な手法も活

用した無電柱化等の対策を検討している。 

⑦市街地での防災機能の確保等  

 雨水の流出抑制や市街地における自然環境の保

全の観点から、公園や緑地を適切に配置する必要

がある。 

 

 地震・火災などの災害時に、防災拠点や避難地と

なる公園・広場などの適正な配置及び整備を行う

必要がある。 

 当町における公園・緑地・広場の整備は市街地に

適地がないことから、河川空間の有効活用や、市

街地の再整備による公園・広場の整備を推進して

いる。 

  

４：脆弱性の評価と今後の施策 
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１：直接死を最大限防ぐ 

今後の施策 
施策分野 

（横断的分野） 
関係 
部門 

⑤消防団・自主防災組織の充実・強化   

 引き続き、広島県の自主防災組織に対する活用制度、当町の「防災出前

講座」等の実施により、組織活動を支援する。また、広島県と連携し防

災リーダーの育成、自主防災組織の活性化や設立に取組む。 

 

 広島県と連携し、非常時に自主防災組織が組織的に避難の呼びかけを行

えるよう、自主防災組織の活動を支援する。 

 行政機能/消防/防

災教育等 

（リスクコミュニケーション） 

（人材育成） 

(総危) 

 

⑥災害に強い道路ネットワークの構築   

 災害に強い道路ネットワークの構築のため、広島県と連携し、緊急輸送

道路ネットワークの機能強化や災害対応能力向上に資する多重型道路

ネットワークの形成などを引き続き推進する。 

 

 大規模災害発生時には、各道路管理者と連携しながら速やかに緊急輸送

道路ネットワーク等を確保する。 

 

 幹線道路等を整備することで、緊急輸送道路等の災害時に活用する道路

を確保する。県道の整備については、広島県に対し、継続して要望して

いく。 

 住宅・都市 

 交通・物流 

(建) 

 緊急輸送道路の確保など、災害の防止に資する道路において、地域の実

情に応じた多様な手法も活用しながら無電柱化等の対策を推進する。 

 交通・物流 (建) 

⑦市街地での防災機能の確保等   

 市街地における自然環境の保全の観点から、河川空間の有効活用や、

市街地の再整備による公園・広場の整備を推進する。 

 

 

 地震・火災などの災害時に、広域的な防災拠点となる基幹公園や一時避

難地となる公園などの再整備を推進する。 

 住宅・都市 (建) 
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脆弱性の評価 

評価基準 府中町における現在の施策 

⑦市街地での防災機能の確保等  

 地域住民が円滑に避難できるように避難路を確保

する必要がある。 

 町内には狭あいな道路が多数存在しており、災害

時には道路閉塞が多発することが予想されること

から、道路現況や地域の実情に応じた、道路拡幅

や新規道路の整備等を進めている。 

 地域住民の円滑な避難を促進するため、歩道改良

などを実施することで、避難路の安全性確保を図

っている。 

⑧既存建築物等の総合的な安全対策  

 住宅・建築物の耐震化のほか、既存建築物の総合

的な安全対策を講じる必要がある。 

 既存建築物の総合的な安全対策として、ブロック

塀等の安全対策、屋外広告物等の落下防止対策、

大規模空間を持つ建築物の天井の崩落対策、エレ

ベーターの閉じ込め防止対策及び家具の転倒防止

等の取組を広島県と連携を図りながら推進してい

る。 

 人口・世帯数の減少や高齢化の進行など、構造的

な問題から今後も増加していくものと考えられる

管理が不十分な老朽空き家について、災害時の倒

壊等による危害を防ぐため、除却や適正管理等の

対策が必要である。 

 管理が不十分な老朽空き家について、災害時の倒

壊等による危害を防ぐため、広島県と連携して、

所有者に対する除却や適正管理の啓発など、空き

家対策を推進している。 

 子供の安全のため、通学路沿いにあるブロック塀

が倒壊するのを防ぐ必要があるが、そのためには

所有者の理解と協力が必要である。 

 広島県と連携して通学路沿いなどをパトロール

し、倒壊などの危険があると思われるブロック塀

の所有者に指導を行うことなどによりブロック塀

の安全対策を推進している。 

⑨家具固定の促進  

 過去の地震において、家具等の移動・転倒が多く

の人的被害を生じさせたことを踏まえ、引き続き

家具固定率の向上を図る必要がある。 

 過去の地震において、家具等の移動・転倒が多く

の人的被害を生じさせたことを踏まえ、府中町ホ

ームページ等により、家具の転倒防止策の必要性

を周知するほか、防災教室、出前講座、防災イベ

ント等を通じて、家具の転倒防止策の必要性を実

感・体感できる機会を提供し、家具固定の促進を

図っている。 

  

４：脆弱性の評価と今後の施策 
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１：直接死を最大限防ぐ 

今後の施策 
施策分野 

（横断的分野） 
関係 
部門 

⑦市街地での防災機能の確保等   

 町内には狭あいな道路が多数存在しており、災害時には道路閉塞が多発

することが予想されることから、道路現況や地域の実情に応じた、道路

拡幅や新規道路の整備等を進める。 

 

 地域住民の円滑な避難を促進するため、歩道改良などを実施すること

で、避難路の安全性確保を図る。 

 住宅・都市 (建) 

⑧既存建築物等の総合的な安全対策   

 既存建築物の総合的な安全対策として、ブロック塀等の安全対策、屋外

広告物等の落下防止対策、大規模空間を持つ建築物の天井の崩落対策、

エレベーターの閉じ込め防止対策及び家具の転倒防止等の取組を広島

県と連携を図りながら引き続き推進する。 

 住宅・都市 (建) 

 管理が不十分な老朽空き家について、災害時の倒壊等による危害を防ぐ

ため、広島県と連携して、所有者に対する除却や適正管理の啓発など、

空き家対策を引き続き推進する。 

 住宅・都市 (建) 

 広島県と連携して通学路沿いなどをパトロールし、倒壊などの危険があ

ると思われるブロック塀の所有者に指導を行うことなどによりブロッ

ク塀の安全対策を引き続き推進する。 

 住宅・都市 (建) 

⑨家具固定の促進   

 いつ起こるか分からない地震に対する備えの必要性について、広島県、

報道機関等との連携による普及啓発をはじめ、企業・関係団体との一層

の連携を図り、家具固定を促進していく。 

 行政機能/消防/防

災教育等 

（リスクコミュニケーション） 

（官民連携） 

(総危) 

(消) 
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脆弱性の評価 

評価基準 府中町における現在の施策 

⑩その他  

 近年の災害の増加や被害の甚大化の傾向、大規模

地震の発生の懸念に加え、土地の安全性に対する

要請が高まっている。 

 

 

 災害に対する地域ごとの特性を踏まえた適正な土

地利用を基本としつつ、被災時の被害の 小化を

図る「減災」の考え方等も踏まえ、土地の安全性

を総合的に高めていく必要がある。 

 土地の安全性に対する要請が高まっていることを

踏まえながら、広島県土地利用基本計画（平成 30

年 3 月改定）に基づき、土地の有効利用や土地利

用の質的向上、持続可能な管理の実施などに関す

る施策を実施している。 

 市街地内の災害リスクの高い土地において、土地

利用規制が十分に機能していない。 

 災害防止、自然環境保全及び景観の観点から市街

地開発を許容する地域を設定し、無秩序な市街地

拡大を防止するとともに、町民の生命、身体及び

財産を保護するための防災工事や、住民の避難誘

導体制の整備などにより、ハード・ソフトが一体

となった総合的な防災・減災対策を図るなどの取

組を広島県と連携を図りながら推進している。 

 広範囲に及ぶ水災害などのハザードエリアにおい

ては、ハード・ソフト対策が一体となった総合的

な防災・減災対策を講じる必要がある。 

 水害リスクを適切に評価した上で河川改修や下水

道施設整備を進めるとともに、ハザードマップを

活用した避難体制の確立など、広島県や関係機関

と連携し、ハード・ソフト対策が一体となった総

合的な防災・減災対策について、推進している。 

 

1-2．広域にわたる大規模津波等による多数の死傷者の発生 

 

脆弱性の評価 

評価基準 府中町における現在の施策 

①津波・浸水、高潮対策施設の整備  

 当町では台風などの高潮や津波は河川遡上により

発生することから、河川に対する対策が必要であ

る。 

 

 

 南海トラフ巨大地震による被害想定において、津

波による死者数が 86 名予測されていることから、

河川護岸の耐震対策が必要である。 

 当町では河川遡上による津波・高潮浸水が予測さ

れることから、県との連携を図りながら河川護岸

整備を推進している。また、「総合防災マップ」を

作成し、浸水想定区域内の住民への危険を周知し

ている。 

 決壊・越水が想定される河川堤防において、南海

トラフ巨大地震など大規模地震による津波への減

災対策として、広島県に対し河川改修等の早期実

施を要望している。 
   

４：脆弱性の評価と今後の施策 
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１：直接死を最大限防ぐ 

今後の施策 
施策分野 

（横断的分野） 
関係 
部門 

⑩その他   

 土地の安全性に対する要請が高まっていることを踏まえながら、広島県

土地利用基本計画（平成 30 年 3 月改定）に基づき、土地の有効利用や

土地利用の質的向上、持続可能な管理の実施などに関する施策を引き続

き実施していく。 

 土地利用 (建) 

 長期的には市街化調整区域への編入や立地適正化計画の作成などによ

り、土地利用規制や災害リスクの低い区域への居住誘導を図り、短期的

には、町民の生命、身体及び財産を保護するための防災工事や、住民の

避難誘導体制の整備などにより、ハード・ソフトが一体となった総合的

な防災・減災対策を図るなどの取組を広島県と連携を図りながら推進す

る。 

 住宅・都市 (建) 

 水害リスクを適切に評価した上で河川改修や下水道施設整備を進める

とともに、ハザードマップを活用した避難体制の確立など、広島県や関

係機関と連携し、ハード・ソフト対策が一体となった総合的な防災・減

災対策を推進する。 

 住宅・都市 

（リスクコミュニケーション） 

(建) 

(町) 

(総危) 

 

 

 

今後の施策 
施策分野 

（横断的分野） 
関係 
部門 

①津波・浸水、高潮対策施設の整備   

 当町では河川遡上による津波・高潮浸水が予測されることから、県との

連携を図りながら河川護岸整備を推進していく。また、浸水想定区域内

の住民への危険周知を継続して実施していく。 

 

 

 決壊・越水が想定される河川堤防において、南海トラフ巨大地震など大

規模地震による津波への減災対策として、広島県に対し河川改修等の早

期実施を継続して要望していく。 

 土地保全 

（リスクコミュニケーション） 

(建) 

(町) 

(総危) 
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脆弱性の評価 

評価基準 府中町における現在の施策 

②津波避難体制の整備  

 自主防災組織自らが連絡手段や連絡網を整備して

いない地域がある。 

 

 

 町内会や自主防災組織への参加率が低いなど、地

域の繋がりが希薄になっており、災害時に助け合

うことが難しくなっている。 

 地域における情報伝達のための連絡網の整備に加

え、避難行動においてはお互いに避難を呼びかけ

るなどの体制を整備するよう、自主防災組織等の

取組を支援している。 

 （再掲）いかなる大規模地震及びこれに伴う津波

が発生した場合にも、人命を 大限守り、社会経

済を機能不全に陥らせないため、自助・共助・公

助の考えをもとに、広島県、府中町、関係団体が

それぞれの役割と責務を果たし、事前防災の取組

を着実に推進する必要がある。 

 （再掲）平成 25 年 10 月に発表された「広島県地

震被害想定」を踏まえ、「府中町地域防災計画」を

見直し、広島県、関係団体と一体となった対策を

推進している。 

 津波被害が生じるおそれのある地域については、

高台等を避難場所として確保することや津波避難

ビル等の指定を促進する必要がある。 

 低地における浸水からの避難に備え、所有者など

の協力を得ながら「浸水時緊急退避協力施設」の

指定を進めている。 

③要配慮者に対する支援  

 近年の災害では、要配慮者が犠牲になるケースが

目立つため、要配慮者に対する避難支援体制の整

備等を行う必要がある。 

 要配慮者に対する避難支援体制の整備等のため、

避難行動要支援者名簿及び個別計画の策定を進め

ている。 

 社会福祉施設等の要配慮者の避難先の確保等のた

め、関係団体との連携を促進している。 

④津波避難意識の向上等  

 町民の地震・津波への防災・減災意識が高まって

いることから、今後も、わかりやすい「災害・避難

情報の発信」について改良に取組む必要がある。 

 町民自らが、地震・津波への防災・減災に必要な

情報をより多く取得できるよう、必要に応じて「災

害・避難情報の発信」の手法改良を行っている。 

  

４：脆弱性の評価と今後の施策 
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１：直接死を最大限防ぐ 

今後の施策 
施策分野 

（横断的分野） 
関係 
部門 

②津波避難体制の整備   

 地域における情報伝達のための連絡網の整備に加え、避難行動において

はお互いに避難を呼びかけるなどの体制を整備するよう、引き続き自主

防災組織等の取組を支援する。 

（リスクコミュニケーション） (総危) 

 （再掲）「広島県地震被害想定（平成 25 年 10 月）」を踏まえた地震防

災対策を、引き続き、広島県、関係団体と一体となって推進していく。 

 行政機能/消防/

防災教育等 

(総危) 

 引き続き、低地における浸水からの避難に備え、所有者などの協力を得

ながら「浸水時緊急退避協力施設」の指定を進める。 

 行政機能/消防/

防災教育等 

(総危) 

③要配慮者に対する支援   

 要配慮者に対する避難支援体制の整備等のため、避難行動要支援者名簿

及び個別計画の策定を促進する。 

 

 社会福祉施設等の要配慮者の避難先の確保等のため、引き続き関係団体

の連携を促進する。 

 保健医療・福祉 (福) 

④津波避難意識の向上等   

 町民自らが、地震・津波への防災・減災に必要な情報をより多く取得で

きるよう、必要に応じて「災害・避難情報の発信」の手法改良を行って

いく。 

（リスクコミュニケーション） (総危) 
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1-3．突発的又は広域かつ長期的な市街地等の浸水による多数の死傷者の発生 

 

脆弱性の評価 

評価基準 府中町における現在の施策 

①洪水、高潮対策施設の整備  

 大規模な洪水や台風などの高潮時による浸水対策

などとして、河川整備を推進しているものの、家

屋等が浸水する恐れがある。 

 大規模な洪水や台風などの高潮時による浸水対策

などとして、優先度や緊急性の高い箇所を明確に

した上で、広島県に対し河川改修等の早期実施を

要望している。 

 （再掲）当町では台風などの高潮や津波は河川遡

上により発生することから、河川に対する対策が

必要である。 

 

 

 （再掲）南海トラフ巨大地震による被害想定にお

いて、津波による死者数が 86 名予測されている

ことから、河川護岸の耐震対策が必要である。 

 （再掲）当町では河川遡上による津波・高潮浸水

が予測されることから、県との連携を図りながら

河川護岸整備を推進している。また、「総合防災マ

ップ」を作成し、浸水想定区域内の住民への危険

を周知している。 

 （再掲）決壊・越水が想定される河川堤防におい

て、南海トラフ巨大地震など大規模地震による津

波への減災対策として、広島県に対し河川改修等

の早期実施を要望している。 

②下水道施設の防災・減災対策  

 市街地の浸水災害による被害を軽減するため、下

水道による浸水対策を進めるとともに、災害時の

下水処理の機能停止による被害を軽減するため、

下水道施設の防災対策を進める必要がある。 

 

 下水道施設の機能停止時にも早期の復旧を図るた

めの体制整備を進める必要がある。 

 当町が管理する下水道施設において、都市浸水対

策達成率は 100%であり、災害時においても、現在

の機能を維持するため、施設の長寿命化や耐震化

を進めている。 

 

 下水道施設の機能停止時にも早期に機能復旧が図

れるよう下水道 BCP を策定している。 

③浸水想定区域図の作成等  

 （再掲）町民の地震・津波への防災・減災意識が

高まっていることから、今後も、わかりやすい「災

害・避難情報の発信」について改良に取組む必要

がある。 

 （再掲）町民自らが、地震・津波への防災・減災に

必要な情報をより多く取得できるよう、必要に応

じて「災害・避難情報の発信」の手法改良を行っ

ている。 

 地域の防災力向上を図るため、危険箇所や避難場

所等の防災情報の周知を図る必要がある。 

 町民が洪水・高潮における危険箇所等を知り、災

害時の円滑かつ迅速な避難を行うため、洪水・高

潮に関する防災情報を提供する「総合防災マップ」

を全戸配布するとともに、広島県の「洪水ポータ

ルひろしま」及び「高潮・津波災害ポータルひろ

しま」の普及拡大を推進している。 

  

４：脆弱性の評価と今後の施策 
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１：直接死を最大限防ぐ 

 

 

今後の施策 
施策分野 

（横断的分野） 
関係 
部門 

①洪水、高潮対策施設の整備   

 大規模な洪水や台風などの高潮時による浸水対策などとして、優先度や

緊急性の高い箇所を明確にした上で、広島県に対し河川改修等の早期実

施を継続して要望していく。 

 住宅・都市 

 土地保全 

(建) 

(町) 

 （再掲）当町では河川遡上による津波・高潮浸水が予測されることから、

県との連携を図りながら河川護岸整備を推進していく。また、浸水想定

区域内の住民への危険周知を継続して実施していく。 

 

 

 （再掲）決壊・越水が想定される河川堤防において、南海トラフ巨大地

震など大規模地震による津波への減災対策として、広島県に対し河川改

修等の早期実施を継続して要望していく。 

 土地保全 

（リスクコミュニケーション） 

(建) 

(町) 

(総危) 

②下水道施設の防災・減災対策   

 雨水排水施設の改築を計画的に推進することで、施設の長寿命化と耐震

化を図る。 

 雨水ポンプ施設について気候変動を踏まえた耐水化計画を策定し、既存

施設の耐水化が可能か検討を行う。また、その計画に基づき、雨水ポン

プ施設の耐水化を実施していく。 

 引き続き下水道施設の機能停止時にも早期に機能復旧が図れるよう必

要に応じて下水道 BCP の見直しを実施する。 

 住宅・都市 (町) 

③浸水想定区域図の作成等   

 （再掲）町民自らが、地震・津波への防災・減災に必要な情報をより多

く取得できるよう、必要に応じて「災害・避難情報の発信」の手法改良

を行っていく。 

（リスクコミュニケーション） (総危) 

 町民が洪水・高潮における危険箇所等を知り、災害時の円滑かつ迅速な

避難を行うため、洪水・高潮に関する防災情報を提供する「総合防災マ

ップ」を引き続き配布するとともに、広島県の「洪水ポータルひろしま」

及び「高潮・津波災害ポータルひろしま」の普及拡大を推進する。 

 広島県と連携し、中小河川及び内水による浸水に対応したハザードマッ

プの作成を検討する。 

 洪水ハザードマップの普及浸透・水害に対する危機意識の醸成を目的と

し、小・中学校を対象にまるごとまちごとハザードマップ（洪水標識の

設置）の取組を推進する。 

（リスクコミュニケーション） (総危) 
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脆弱性の評価 

評価基準 府中町における現在の施策 

④災害廃棄物処理計画に基づく対応  

 災害発生時に迅速かつ適正な災害廃棄物の処理が

速やかに行えるよう、広島県と連携する必要があ

る。 

 平成 30 年 3 月に策定した「府中町災害廃棄物処

理計画」の実行性を高めるため、広島県や関係団

体等との災害時における連携体制を強化する必要

がある。 

 広島県や関係団体等が開催する研修・図上訓練を

通じて、災害時における連携体制の強化を図って

いる。 

 「府中町災害廃棄物処理計画」を策定し、災害時

に発生する廃棄物の対策における基本的な考え方

及び手順を取りまとめるとともに、広島県や関係

団体との連携体制の構築を推進している。 

⑤浄化槽対策  

 災害発生時に支障を来した浄化槽の復旧が速やか

に行われるよう体制を整備する必要がある。 

 浄化槽台帳の整理、災害からの復旧時における災

害廃棄物処理や施設の復旧対策などを行ってい

る。 

⑥その他  

 （再掲）近年の災害の増加や被害の甚大化の傾向、

大規模地震の発生の懸念に加え、土地の安全性に

対する要請が高まっている。 

 （再掲）災害に対する地域ごとの特性を踏まえた

適正な土地利用を基本としつつ、被災時の被害の

小化を図る「減災」の考え方等も踏まえ、土地

の安全性を総合的に高めていく必要がある。 

 （再掲）土地の安全性に対する要請が高まってい

ることを踏まえながら、広島県土地利用基本計画

（平成 30 年 3 月改定）に基づき、土地の有効利

用や土地利用の質的向上、持続可能な管理の実施

などに関する施策を実施している。 

 

1-4．大規模な土砂災害等による多数の死傷者の発生 

 

脆弱性の評価 

評価基準 府中町における現在の施策 

①土砂災害や山地災害の対策施設の整備  

 当町は多数の土砂災害警戒区域を抱えており、ハ

ード対策には多大の費用と時間を要することか

ら、優先度を明確にした上で整備を進めていく必

要がある。 

 「ひろしま砂防アクションプラン 2016」に基づ

き、広島県と連携を図りながら、防災拠点や住宅

密集地等の保全などを効果的・効率的に推進して

いる。 

 当町は多くの山地災害危険地区を抱えており、治

山施設の整備等の対策に取組んでいく必要があ

る。 

 人的被害の発生を防ぐため、広島県に対して治山

施設の効果的な配置や既存施設の点検・修繕の実

施を要望している。    

４：脆弱性の評価と今後の施策 

37 

 

１：直接死を最大限防ぐ 

今後の施策 
施策分野 

（横断的分野） 
関係 
部門 

④災害廃棄物処理計画に基づく対応   

 引き続き、広島県や関係団体等が開催する研修・図上訓練に積極的に参

加し、災害時における連携体制の強化を図る。 

 

 「府中町災害廃棄物処理計画」の実行性を高めるため、引き続き広島県

や関係団体との連携体制の構築を推進する。 

 「府中町災害廃棄物処理初動マニュアル」の策定等、災害発生時に迅速

かつ適正な処理が行える体制の整備を図る。 

 環境 (町) 

⑤浄化槽対策   

 浄化槽台帳の整理、災害からの復旧時における災害廃棄物処理や施設の

復旧対策などを引き続き行う。 

 環境 (町) 

⑥その他   

 （再掲）土地の安全性に対する要請が高まっていることを踏まえなが

ら、広島県土地利用基本計画（平成 30 年 3 月改定）に基づき、土地の

有効利用や土地利用の質的向上、持続可能な管理の実施などに関する施

策を引き続き実施していく。 

 土地利用 (町) 

 

 

 

今後の施策 
施策分野 

（横断的分野） 
関係 
部門 

①土砂災害や山地災害の対策施設の整備   

 「ひろしま砂防アクションプラン 2021（仮）」に基づき、広島県との更

なる連携強化を図りながら、平成 30 年 7 月豪雨災害の被災地域の再度

災害防止対策を 優先に進めるとともに、防災拠点や住宅密集地、イン

フラ・ライフライン等の重要施設の保全など、重点対策に沿った事前防

災を切れ目なく着実に推進する。 

 土石流対策については、広島県に対し、砂防施設の整備等を継続して要

望していく。 

 土地保全 (建) 

 人的被害の発生を防ぐため、広島県に対して治山施設の効果的な配置や

既存施設の点検・修繕の実施を引き続き要望していく。 

 土地保全 (町) 
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脆弱性の評価 

評価基準 府中町における現在の施策 

②土砂災害警戒区域等指定後の取組の推進  

 当町における土砂災害警戒区域等の指定は完了し

ていることから、土砂災害警戒区域の認知度向上

を図る取組など、きめ細やかな災害リスク情報の

提供などにより、町民の適切な避難行動につなが

るソフト対策を推進する必要がある。 

 町民が土砂災害の危険箇所を把握し、適切な避難

行動が行えるよう、小学校区別の「土砂災害ハザ

ードマップ」を作成・配布している。 

 がけ地近接等危険住宅移転事業による土砂災害の

危険性のある区域からの移転や、建築物土砂災害

対策改修促進事業により特別警戒区域内の住宅・

建築物の補強について、町民の自助の取組を広島

県と協働で支援している。 

③宅地耐震化の推進  

 近年の大地震において、大規模盛土造成地の滑動

崩落や、液状化被害が多数発生したことから、そ

れらの宅地被害を防ぐため、宅地の耐震化を推進

する必要がある。 

 町内に多数の大規模盛土造成地が存在することか

ら、広島県と連携し、造成地の地盤について調査

を進めている。 

④災害廃棄物処理計画に基づく対応  

 （再掲）災害発生時に迅速かつ適正な災害廃棄物

の処理が速やかに行えるよう、広島県と連携する

必要がある。 

 （再掲）平成 30 年 3 月に策定した「府中町災害

廃棄物処理計画」の実行性を高めるため、広島県

や関係団体等との災害時における連携体制を強化

する必要がある。 

 （再掲）広島県や関係団体等が開催する研修・図

上訓練を通じて、災害時における連携体制の強化

を図っている。 

 （再掲）「府中町災害廃棄物処理計画」を策定し、

災害時に発生する廃棄物の対策における基本的な

考え方及び手順を取りまとめるとともに、広島県

や関係団体との連携体制の構築を推進している。 

⑤その他  

 （再掲）近年の災害の増加や被害の甚大化の傾向、

大規模地震の発生の懸念に加え、土地の安全性に

対する要請が高まっている。 

 （再掲）災害に対する地域ごとの特性を踏まえた

適正な土地利用を基本としつつ、被災時の被害の

小化を図る「減災」の考え方等も踏まえ、土地

の安全性を総合的に高めていく必要がある。 

 （再掲）土地の安全性に対する要請が高まってい

ることを踏まえながら、広島県土地利用基本計画

（平成 30 年 3 月改定）に基づき、土地の有効利

用や土地利用の質的向上、持続可能な管理の実施

などに関する施策を実施している。 

 （再掲）市街地内の災害リスクの高い土地におい

て、土地利用規制が十分に機能していない。 

 （再掲）災害防止、自然環境保全及び景観の観点

から市街地開発を許容する地域を設定し、無秩序

な市街地拡大を防止するとともに、町民の生命、

身体及び財産を保護するための防災工事や、住民

の避難誘導の整備などにより、ハード・ソフトが

一体となった総合的な防災・減災対策を図るなど

の取組を広島県と連携を図りながら推進してい

る。 
  

４：脆弱性の評価と今後の施策 
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１：直接死を最大限防ぐ 

今後の施策 
施策分野 

（横断的分野） 
関係 
部門 

②土砂災害警戒区域等指定後の取組の推進   

 町民が土砂災害の危険箇所を把握し、適切な避難行動が行えるよう、小

学校区別の「土砂災害ハザードマップ」を引き続き配布し、きめ細やか

な災害リスク情報を提供する取組を広島県と協力して推進する。 

 土地保全 

（リスクコミュニケーション） 

(建) 

(総危) 

 がけ地近接等危険住宅移転事業による土砂災害の危険性のある区域か

らの移転や、建築物土砂災害対策改修促進事業により特別警戒区域内の

住宅・建築物の補強について、引き続き、町民の自助の取組を広島県と

協働で支援していく。 

 土地保全 (建) 

③宅地耐震化の推進   

 町内の大規模盛土造成地のうち、滑動崩壊のリスクが高く、早急に詳細

調査が必要な盛土の有無を確認し、該当する盛土がある場合は、耐震対

策を推進していく。 

 土地保全 (建) 

④災害廃棄物処理計画に基づく対応   

 （再掲）引き続き、広島県や関係団体等が開催する研修・図上訓練に積

極的に参加し、災害時における連携体制の強化を図る 

 

 （再掲）「府中町災害廃棄物処理計画」の実行性を高めるため、引き続

き広島県や関係団体との連携体制の構築を推進する。 

 （再掲）「府中町災害廃棄物処理初動マニュアル」の策定等、災害発生

時に迅速かつ適正な処理が行える体制の整備を図る。 

 環境 (町) 

⑤その他   

 （再掲）土地の安全性に対する要請が高まっていることを踏まえなが

ら、広島県土地利用基本計画（平成 30 年 3 月改定）に基づき、土地の

有効利用や土地利用の質的向上、持続可能な管理の実施などに関する施

策を引き続き実施していく。 

 土地利用 (町) 

 

 （再掲）長期的には市街化調整区域への編入や立地適正化計画の作成な

どにより、土地利用規制や災害リスクの低い区域への居住誘導を図り、

短期的には、町民の生命、身体及び財産を保護するための防災工事や、

住民の避難誘導の整備などにより、ハード・ソフトが一体となった総合

的な防災・減災対策を図るなどの取組を広島県と連携を図りながら推進

する。 

 住宅・都市 (建) 
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２：救助・救急、医療活動が迅速に行われるとともに、被災者等の健康・避難 

2-1．被災地での食料・飲料水・電力・燃料等、生命に関わる物資・エネルギー供給の停止 

 

脆弱性の評価 

評価基準 府中町における現在の施策 

①物資調達・供給の連携体制の整備  

 大規模災害発生時において行政間で迅速かつ的確

に応急措置等の広域支援を実施するための取組に

ついて、広島県、近隣市町などによる広域支援に関

する協定に定めた人的・物的支援に支障が生じない

よう平素から点検に努めるとともに、情勢変化等に

応じた協定内容の見直しを検討する必要がある。 

 大規模災害発生時の人的・物的支援について、広

島県、近隣市町などによる広域支援に関する協定

を締結している。 

 災害発生時においては、建物の損壊、交通機関の

途絶等により生活関連商品等の確保が困難となる

ことが予想されるため、必要に応じて、協力を得

られた民間業者等と物資の調達に関する協定を締

結し、生活関連商品等の安定確保を図る必要があ

る。 

 災害時には、交通機関の途絶等により生活関連商

品等の確保が困難になることが予想されるため、

関係団体等と締結している物資の調達等に関する

協定に基づき、生活関連商品等を安定確保してい

る。 

 

 災害発生に備え、災害時応援協定を締結する民間

団体等と災害時の連絡先の確認を定期的に行うと

ともに、協定締結先の企業等に対し災害時の物資

供給体制の確保等について働きかけを行ってい

る。 

 民間団体等との協定に基づく優先的な燃料供給に

ついて、防災拠点となる施設の住所や設備状況に

関する共有を進め、具体的な要請、配送・給油手

順等の方策を定めておく必要がある。 

 災害時における緊急車両や防災拠点となる施設の

燃料の優先的な供給について、民間団体等と協定

を進めている。 

②非常用物資の備蓄の推進  

 応急用の備蓄物資について、大規模自然災害等を

想定した具体的な検討を進めるほか、民間備蓄と

の連携等による当町全体の備蓄物資の推進を図る

必要がある。 

 応急用の備蓄物資や民間備蓄との連携等による当

町全体の備蓄物資に関し、大規模広域災害に備え

た物資の備蓄及び調達並びにその搬送方法につい

て見直しを行っている。 

③水道管の耐震化等供給体制の強化  

 災害に強い水道を構築するために、水道施設の耐

震化とともに、危機管理体制の強化が必要である。 

 当町の上水道は広島市が管理しているため、広島

市に対して適切な維持管理を要望している。 

 公共施設の貯水設備を適切に維持管理するととも

に、民間の井戸の活用など、災害時における生活

用水の確保を図る。 
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生活環境を確実に確保する 

 

 

今後の施策 
施策分野 

（横断的分野） 
関係 
部門 

①物資調達・供給の連携体制の整備   

 大規模災害発生時の人的・物的支援について、広島県、近隣市町などに

よる広域支援に関する協定を締結しており、引き続き、協力体制を維持

するとともに、支援・受援の内容に関する訓練を実施し、実効性を強化

していく。 

 行政機能/消防/防

災教育等 

(総危) 

 災害時には、交通機関の途絶等により生活関連商品等の確保が困難にな

ることが予想されるため、関係団体等と締結している物資の調達等に関

する協定に基づき、生活関連商品等を安定確保する。 

 

 

 

 災害発生に備え、災害時応援協定を締結する民間団体等と災害時の連絡

先の確認を定期的に行うとともに、協定締結先の企業等に対し災害時の

物資供給体制の確保等について引き続き働きかけを行う。 

 行政機能/消防/防

災教育等 

 交通・物流 

（官民連携） 

(総危) 

(町) 

(福) 

 災害時における緊急車両や防災拠点となる施設の燃料の優先的な供給

について、協定を締結する民間団体等との情報共有を進め、具体的な手

順等の方策を定める。 

 行政機能/消防/防

災教育等 

 交通・物流 

（官民連携） 

(総危) 

②非常用物資の備蓄の推進   

 応急用の備蓄物資や民間備蓄との連携等による当町全体の備蓄物資に

関し、大規模広域災害に備えた物資の備蓄及び調達並びにその搬送方法

について引き続き見直しを行う。 

 保健医療・福祉 (総危) 

(福) 

 

③水道管の耐震化等供給体制の強化   

 当町の上水道は広島市が管理しているため、広島市に対して、引き続き、

適切な維持管理を要望する。 

 公共施設の貯水設備を適切に維持管理するとともに、民間の井戸の活用

など、引き続き、災害時における生活用水の確保を図る。 

 住宅・都市 (町) 
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脆弱性の評価 

評価基準 府中町における現在の施策 

④緊急輸送網の確保  

 （再掲）風水害・土砂災害の頻発化、激甚化や、南

海トラフ巨大地震等により緊急輸送道路において

も通行止めが発生するなど、災害時の復旧活動に

支障を来す懸念がある。 

 （再掲）災害に強い道路ネットワークの構築のた

め、広島県と連携し、緊急輸送道路ネットワーク

の機能強化や災害対応能力向上に資する多重型道

路ネットワークの形成などを推進している。 

 （再掲）大規模災害発生時においては、緊急輸送

道路ネットワークの確保等、各道路管理者と連携

しながら対応を行っている。 

 （再掲）町内の幹線道路について、都市計画道路

の整備や歩道改良など、災害時に町内外への人・

物資の移動が円滑に行える道路ネットワークの構

築を進めている。 

⑤民間団体等と連携した緊急輸送体制の整備  

 大規模災害時に適切に対処するため、平素から各

種訓練の継続、民間団体や関係機関との連携強化、

災害用装備資機材の充実など、危機管理体制の維

持・強化が必要である。 

 発災後の生活必需品等を確保するため、民間団体

や関係機関等と連携した緊急輸送体制を充実させ

ている。 

⑥災害対処能力の向上  

 あらゆる災害時において、迅速な消火、救急・救

助活動、救援物資の搬送等及びそのために必要な

情報収集・共有が必要である。 

 あらゆる災害時において、迅速な消火、救急・救

助活動、救援物資の搬送等を実施するため、被災

状況や道路等インフラ関係の情報など、災害時の

情報収集・共有が的確に行えるよう、広島県や関

係機関等と連携し、必要な体制整備を推進してい

る。 

⑦ボランティア体制の構築等  

 社会福祉協議会では、平成 30 年７月豪雨災害を

受けた災害ボランティア活動により、経験やノウ

ハウが蓄積されているが、今後の災害に備えて、

ノウハウ等を更に充実させる必要がある。 

 被災者支援を円滑に行うため、多数のボランティ

アの受付、調整など、受入れ体制の構築が必要で

ある。 

 自主防災組織、自治会等の地域組織の主体的な取

組の促進、並びに地域組織と市町社会福祉協議会

等との協働の更なる強化が必要である。 

 新型コロナウイルス感染症等の新興感染症が拡

大した場合は、全国からボランティアを募集する

ことが難しいため、災害時において県内でのボラ

ンティアの確保が必要である。 

 

 

 

 

 迅速かつ円滑なボランティアの受付、調整など、

受入れ体制を構築している。 

 

 地域組織と社会福祉協議会との連携を進めるとと

もに、広域災害時に重要となる社会福祉協議会と

広島県社会福祉協議会との緊密な連携を図ってい

る。 
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２：救助・救急、医療活動が迅速に行われるとともに、被災者等の健康・避難生活環境を確実に確保する 

今後の施策 
施策分野 

（横断的分野） 
関係 
部門 

④緊急輸送網の確保   

 （再掲）災害に強い道路ネットワークの構築のため、広島県と連携し、

緊急輸送道路ネットワークの機能強化や災害対応能力向上に資する多

重型道路ネットワークの形成などを引き続き推進する。 

 

 （再掲）大規模災害発生時には、各道路管理者と連携しながら速やかに

緊急輸送道路ネットワーク等を確保する。 

 

 （再掲）幹線道路等を整備することで、緊急輸送道路等の災害時に活用

する道路を確保する。県道の整備については、広島県に対し、継続して

要望していく。 

 住宅・都市 

 交通・物流 

(建) 

⑤民間団体等と連携した緊急輸送体制の整備   

 発災後の生活必需品等を確保するため、民間団体や関係機関等と連携し

た緊急輸送体制の更なる充実を目指す。 

 行政機能/消防/防

災教育等 

 交通・物流 

（官民連携） 

(総危) 

⑥災害対処能力の向上   

 あらゆる災害時において、関係者が常に情報を共有し、迅速かつ適切な

意思決定を行い、避難情報の発令や消火、救急・救助活動、救援物資の

搬送等が実施できるよう、広島県や関係機関等と連携し、危機に関する

情報を即時に共有する ICT 技術を活用した仕組みを構築する。 

 行政機能/消防/防

災教育等 

(総危) 

(消) 

⑦ボランティア体制の構築等   

 社会福祉協議会等と連携して研修を強化するなど、災害ボランティアに

係るノウハウ等を更に充実させる取組を推進する。 

 
 

 引き続き迅速かつ円滑なボランティアの受付、調整など、受入れ体制を

構築する。 

 

 地域組織と社会福祉協議会との連携を進めるとともに、広域災害時に重

要となる社会福祉協議会と広島県社会福祉協議会との緊密な連携を図

る。 

 感染症流行時に必要なボランティア人員を確保するため、感染症対策の

徹底等に留意して、適切な対応が取られるように、社会福祉協議会等と

の連携を促進させる。 

 保健医療・福祉 

（リスクコミュニケーション） 

（人材育成） 

(福) 
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2-2．多数かつ長期にわたる孤立地域等の同時発生 

 

脆弱性の評価 

評価基準 府中町における現在の施策 

①非常用物資の備蓄の推進  

 （再掲）応急用の備蓄物資について、大規模自然

災害等を想定した具体的な検討を進めるほか、民

間備蓄との連携等による当町全体の備蓄物資の推

進を図る必要がある。 

 （再掲）応急用の備蓄物資や民間備蓄との連携等

による当町全体の備蓄物資に関し、大規模広域災

害に備えた物資の備蓄及び調達並びにその搬送方

法について見直しを行っている。 

②災害対処能力の向上  

 （再掲）あらゆる災害時において、迅速な消火、

救急・救助活動、救援物資の搬送等及びそのため

に必要な情報収集・共有が必要である。 

 （再掲）あらゆる災害時において、迅速な消火、

救急・救助活動、救援物資の搬送等を実施するた

め、被災状況や道路等インフラ関係の情報など、

災害時の情報収集・共有が的確に行えるよう、広

島県や関係機関等と連携し、必要な体制整備を推

進している。 

 

2-3．自衛隊、警察、消防、海保等の被災等による救助・救急活動等の絶対的不足 

 

脆弱性の評価 

評価基準 府中町における現在の施策 

①装備資機材の強化及び関係機関の連携体制の整備  

 消防本部及び消防署（常備消防）の装備資機材の

強化及び消防職員の知識・技能の向上を図るとと

もに、地域の消防力を超える規模の災害に対応す

るため、広域的な応援の受入れ体制を整備する必

要がある。 

 消防本部及び消防署（常備消防）については、装

備資機材の強化促進、消防職員の知識・技能の向

上を図るとともに、地域の消防力を超える大規模

災害に備え、緊急消防援助隊等の広域的な応援の

受入れ体制の強化を行っている。 

 （再掲）大規模災害時に適切に対処するためには、

あらゆる事態を想定した平素からの各種訓練の継

続、民間団体や関係機関との連携強化、災害用装

備資機材の充実など、危機管理体制の維持・強化

が必要である。 

 （再掲）当町の災害時の対処能力の向上を図るた

め、民間団体や関係機関等と連携した訓練も含め、

初動対応や防災・危機管理に関する訓練を継続的

に実施している。 

 

 （再掲）災害対応・復旧活動のための資機材を整

備するとともに、資機材使用訓練を始めとする各

種訓練を計画的に実施して、事案対処能力の向上

を図っている。 
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２：救助・救急、医療活動が迅速に行われるとともに、被災者等の健康・避難生活環境を確実に確保する 

 

 

今後の施策 
施策分野 

（横断的分野） 
関係 
部門 

①非常用物資の備蓄の推進   

 （再掲）応急用の備蓄物資や民間備蓄との連携等による当町全体の備蓄

物資に関し、大規模広域災害に備えた物資の備蓄及び調達並びにその搬

送方法について引き続き見直しを行う。 

 保健医療・福祉 (総危) 

(福) 

 

②災害対処能力の向上   

 （再掲）あらゆる災害時において、関係者が常に情報を共有し、迅速か

つ適切な意思決定を行い、避難情報の発令や消火、救急・救助活動、救

援物資の搬送等が実施できるよう、広島県や関係機関等と連携し、危機

に関する情報を即時に共有する ICT 技術を活用した仕組みを構築する。 

 行政機能/消防/防

災教育等 

(総危) 

(消) 

 

 

 

今後の施策 
施策分野 

（横断的分野） 
関係 
部門 

①装備資機材の強化及び関係機関の連携体制の整備   

 消防本部及び消防署（常備消防）については、装備資機材の強化促進、

消防職員の知識・技能の向上を図るとともに、地域の消防力を超える大

規模災害に備え、引き続き緊急消防援助隊等の広域的な応援の受入れ体

制の強化を行う。 

 行政機能/消防/防

災教育等 

(消) 

 （再掲）当町の災害時の対処能力の向上を図るため、引き続き、民間団

体や関係機関等と連携した訓練を進めると共に、初動対応や防災・危機

管理に関する訓練を継続的に実施し、訓練結果を踏まえて各種マニュア

ル類の不断の見直しを実行する。 

 

 （再掲）災害対応・復旧活動のための資機材を整備するとともに、資機

材使用訓練を始めとする各種訓練を計画的に実施して、事案対処能力の

向上を図る。 

 行政機能/消防/防

災教育等 

（官民連携） 

(総危) 

(消) 
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脆弱性の評価 

評価基準 府中町における現在の施策 

②消防団・自主防災組織の充実・強化  

 （再掲）地域の重要な防災力である消防団（非常

備消防）の団員が減少している。また、自主防災

組織等との連携も少ないことから、消防団の充実

強化及び地域の防災機関・団体との連携強化を図

ることが必要である。 

 （再掲）消防団については、団員を確保するため、

積極的に入団促進を実施している。また、消防学

校における教育訓練や消防署との連携訓練等によ

り災害対応能力の向上を図っている。 

 （再掲）大規模災害時には、警察・消防等による

「公助」の不足が過去の例からも想定されること

から、地域防災力の充実強化に向けた、自主防災

組織の設立促進と活動の活発化に取組む必要が

ある。 

 （再掲）地域住民の関心や協力を引き出し、地域

防災の推進役となる新たなリーダーの発掘・養成

に取組む必要がある。 

 （再掲）自主防災組織が大雨災害時等に組織的に

活動を行うためには、平素から非常時の役割分担

や活動を開始するタイミング等を定めた体制作り

が必要である。 

 （再掲）自主防災組織については、広島県が発行

している「自主防災組織活性化マニュアル」や「広

島県自主防災アドバイザー」の活用促進、当町が

実施する「防災出前講座」などで活動を促進して

いる。 

 （再掲）また、自主防災組織の設立促進と活動の

活性化を実施している。 

 

2-4．想定を超える大量の帰宅困難者の発生、混乱 

 

脆弱性の評価 

評価基準 府中町における現在の施策 

①帰宅困難者対策の周知  

 当町は、町外との人の往来が激しく、大規模災害

時には帰宅困難者が大量に発生する恐れがあるた

め、帰宅抑制の伝達と帰宅困難者対策に取組む必

要がある。 

 災害時に、帰宅困難者が大量に発生する場合に備

えて、町民や企業等に対し、むやみに移動しない

ことや一定期間の滞留に必要な備蓄の重要性を周

知している。 

②非常用物資の備蓄の推進  

 （再掲）応急用の備蓄物資について、大規模自然

災害等を想定した具体的な検討を進めるほか、民

間備蓄との連携等による当町全体の備蓄物資の推

進を図る必要がある。 

 （再掲）応急用の備蓄物資や民間備蓄との連携等

による当町全体の備蓄物資に関し、大規模広域災

害に備えた物資の備蓄及び調達並びにその搬送方

法について見直しを行っている。 
  

４：脆弱性の評価と今後の施策 

47 

 

２：救助・救急、医療活動が迅速に行われるとともに、被災者等の健康・避難生活環境を確実に確保する 

今後の施策 
施策分野 

（横断的分野） 
関係 
部門 

②消防団・自主防災組織の充実・強化   

 （再掲）消防団については、団員を確保するため、多様な入団促進の取

組を実施するとともに、訓練等活動内容の充実や長く続けられる体制づ

くりの整備等を推進する。また、自主防災組織等と連携した活動を推進

する。 

 行政機能/消防/防

災教育等 

（人材育成） 

(消) 

 （再掲）引き続き、広島県の自主防災組織に対する活用制度、当町の「防

災出前講座」等の実施により、組織活動を支援する。また、広島県と連

携し防災リーダーの育成、自主防災組織の活性化や設立に取組む。 

 

 

 （再掲）広島県と連携し、非常時に自主防災組織が組織的に避難の呼び

かけを行えるよう、自主防災組織の活動を支援する。 

 行政機能/消防/防

災教育等 

（リスクコミュニケーション） 

（人材育成） 

(総危) 

 

 

 

 

今後の施策 
施策分野 

（横断的分野） 
関係 
部門 

①帰宅困難者対策の周知   

 町民や企業に対し、公共交通機関が運行を停止し、自力で帰宅することが困

難な帰宅困難者が大量に発生した場合には、「むやみに移動を開始しない」こ

とや、従業員等が一定期間事業所内に留まることができる備蓄の必要性等の

周知を図る。また、一時避難場所提供協力施設との連携強化や、新たな受

入施設との協定締結など、一時滞在施設の確保等に努める。 

 住宅・都市 

 交通・物流 

(総危) 

②非常用物資の備蓄の推進   

 （再掲）応急用の備蓄物資や民間備蓄との連携等による当町全体の備蓄

物資に関し、大規模広域災害に備えた物資の備蓄及び調達並びにその搬

送方法について引き続き見直しを行う。 

 保健医療・福祉 (総危) 

(福) 
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2-5．医療・福祉施設及び関係者の絶対的不足・被災、支援ルートの途絶、エネルギー供給の途絶による医 

 

脆弱性の評価 

評価基準 府中町における現在の施策 

①医療救護体制の強化  

 大規模災害に対応するためには、関係各機関が連

携し、あらかじめ医療救護体制を構築しておくこ

とが重要である。 

 大規模災害時における医療従事者の大幅な不足を

想定し、効率的な救護活動が展開できるよう関係

医療機関等との連携を進めている。 

②医療・介護人材の育成  

 今後、高齢化の進行に伴い、労働力人口が減少し、

医療・介護サービスを支える人的資源が縮小する

ことに加え、大規模災害や感染症における急激な

感染拡大が発生した場合、医療・介護需要に対応

できるだけの人材を確保できないことが予測され

るため、更なる人材確保に取組むとともに県・市

町・関係機関が緊密に連携した人材確保等、医療・

介護提供体制の構築に取組む必要がある。 

 災害時において、医療・介護人材の絶対的な不足

により被害を拡大させないよう、広島県や関係機

関と連携し、計画的な医療・介護人材の養成・確

保のための取組を推進している。 

③災害時の医療・福祉連携体制の強化  

 大規模災害時において、要配慮者のニーズに合わ

せた緊急支援を行う体制づくりが必要である。 

 災害時に、要配慮者への迅速かつ的確な支援を行

うために、医療職と福祉関係職種の連携体制づく

りを進めている。 

④緊急輸送網の確保  

 （再掲）風水害・土砂災害の頻発化、激甚化や、南

海トラフ巨大地震等により緊急輸送道路において

も通行止めが発生するなど、災害時の復旧活動に

支障を来す懸念がある。 

 （再掲）災害に強い道路ネットワークの構築のた

め、広島県と連携し、緊急輸送道路ネットワーク

の機能強化や災害対応能力向上に資する多重型道

路ネットワークの形成などを推進している。 

 （再掲）大規模災害発生時においては、緊急輸送

道路ネットワークの確保等、各道路管理者と連携

しながら対応を行っている。 

 （再掲）町内の幹線道路について、都市計画道路

の整備や歩道改良など、災害時に町内外への人・

物資の移動が円滑に行える道路ネットワークの構

築を進めている。 

⑤事業者等との協定  

 （再掲）民間団体等との協定に基づく優先的な燃

料供給について、防災拠点となる施設の住所や設

備状況に関する共有を進め、具体的な要請、配送・

給油手順等の方策を定めておく必要がある。 

 （再掲）災害時における緊急車両や防災拠点とな

る施設の燃料の優先的な供給について、民間団体

等と協定を進めている。 

  

４：脆弱性の評価と今後の施策 
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２：救助・救急、医療活動が迅速に行われるとともに、被災者等の健康・避難生活環境を確実に確保する 

療・福祉機能の麻痺 

 

今後の施策 
施策分野 

（横断的分野） 
関係 
部門 

①医療救護体制の強化   

 平常時から医師会や医療機関と調整を行い、大規模災害時に効率的な救

護活動が展開できるよう連携を図る。また、DMAT など派遣された医療

従事者の受け入れ体制や連携手法を検討する。 

 保健医療・福祉 (福) 

②医療・介護人材の育成   

 災害時において、医療・介護人材の絶対的な不足により被害を拡大させ

ないよう、広島県や関係機関と連携し、計画的な医療・介護人材の養成・

確保のための取組を引き続き推進する。 

 保健医療・福祉 

（人材育成） 

(福) 

③災害時の医療・福祉連携体制の強化   

 災害時に、要配慮者への迅速かつ的確な支援を行うために、医療職と福

祉関係職種の連携体制づくりを引き続き整備する。 

 保健医療・福祉 (福) 

④緊急輸送網の確保   

 （再掲）災害に強い道路ネットワークの構築のため、広島県と連携し、

緊急輸送道路ネットワークの機能強化や災害対応能力向上に資する多

重型道路ネットワークの形成などを引き続き推進する。 

 

 （再掲）大規模災害発生時には、各道路管理者と連携しながら速やかに

緊急輸送道路ネットワーク等を確保する。 

 

 （再掲）幹線道路等を整備することで、緊急輸送道路等の災害時に活用

する道路を確保する。県道の整備については、広島県に対し、継続して

要望していく。 

 住宅・都市 

 交通・物流 

(建) 

⑤事業者等との協定   

 （再掲）災害時における緊急車両や防災拠点となる施設の燃料の優先的

な供給について、協定を締結する民間団体等との情報共有を進め、具体

的な手順等の方策を定める。 

 行政機能/消防/防

災教育等 

 交通・物流 

（官民連携） 

(総危) 
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2-6．自然災害と疫病・感染症等との複合災害の発生 

 

脆弱性の評価 

評価基準 府中町における現在の施策 

①予防接種の促進  

 災害時の感染症の発生・まん延を防ぐため、平時

から定期の予防接種を促進する必要がある。 

 災害時における感染症の発生・まん延を防ぐため、

平時から高齢者・妊婦・子どもなどが必要な予防

接種が受けられるよう、予防接種費用の一部助成

や、啓発活動等を実施している。 

②検査体制の強化  

 災害時の感染症拡大防止には、医療機関や民間機

関等とも連携した十分な検査体制のもと、積極的

疫学調査を可能とする環境を作り、感染者を広範

かつ早期に発見する仕組みを構築する必要があ

る。 

 感染症発生時には、広島県が検査体制を構築する

こととなるため、広島県からの要請に対し必要な

協力が行えるよう体制を整備している。 

③分散避難の啓発  

 新型コロナウイルス感染症など、強毒で感染力の

強い感染症が流行している中で避難情報が発令さ

れた場合、町民が感染リスクを不安視して、避難

の遅れや自宅にとどまることがないよう、町民の

適切な避難行動を促進する必要がある。 

 町民に対して、避難場所にこだわらず、安全な場

所にある親戚や知人宅など、複数の避難先の確保

や避難先での感染症防止対策について、様々な広

報媒体を通じて周知・啓発を行っている。 

④浄化槽対策  

 （再掲）災害発生時に支障を来した浄化槽の復旧

が速やかに行われるよう体制を整備する必要があ

る。 

 （再掲）浄化槽台帳の整理、災害からの復旧時に

おける災害廃棄物処理や施設の復旧対策などを行

っている。 

⑤下水道施設の防災・減災対策  

 （再掲）下水道施設の機能停止時にも早期の復旧

を図るための体制整備を進める必要がある。 

 （再掲）下水道施設の機能停止時にも早期に機能

復旧が図れるよう下水道 BCP を策定している。 

⑥遺体への適切な対応  

 地震・津波・同時多発的な土砂災害などの発生に

より、広域に多数の死者が生じた場合、道路寸断

等を考慮し、広島県と協力した各所単位での検視

態勢を早期に確立する必要がある。 

 死者が新型コロナウイルス感染症など、強毒で感

染力の高い感染症に感染していた可能性を考慮

し、感染防止資機材を事前に確保しておく必要が

ある。 

 広域に多数の死者が生じた場合の円滑な遺体対応

として、検視に必要な体制整備等について、広島

県との連携を推進している。 

  

４：脆弱性の評価と今後の施策 
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２：救助・救急、医療活動が迅速に行われるとともに、被災者等の健康・避難生活環境を確実に確保する 

 

 

今後の施策 
施策分野 

（横断的分野） 
関係 
部門 

①予防接種の促進   

 災害時における感染症の発生・まん延を防ぐため、平時から高齢者・妊

婦・子どもなどが必要な予防接種が受けられるよう、予防接種費用の一

部助成や、啓発活動等に対し、一層の積極的な働きかけを実施する。 

 保健医療・福祉 (福) 

②検査体制の強化   

 感染症発生時には、広島県が検査体制を構築することとなるため、広島

県からの要請に対し必要な協力が行えるよう体制を引き続き整備する。 

 保健医療・福祉 (福) 

③分散避難の啓発   

 町民に対して、避難場所にこだわらず、安全な場所にある親戚や知人宅

など、複数の避難先の確保や避難先での感染症防止対策について、様々

な広報媒体を通じて、引き続き周知・啓発を行う。 

 行政機能/消防/防

災教育等 

(総危) 

④浄化槽対策   

 （再掲）浄化槽台帳の整理、災害からの復旧時における災害廃棄物処理

や施設の復旧対策などを引き続き行う。 

 環境 (町) 

⑤下水道施設の防災・減災対策   

 （再掲）引き続き下水道施設の機能停止時にも早期に機能復旧が図れる

よう必要に応じて下水道 BCP の見直しを実施する。 

 住宅・都市 (町) 

⑥遺体への適切な対応   

 広域に多数の死者が生じた場合の円滑な遺体対応として、遺体安置場所

のみに使用することを目的とした施設の確保について、引き続き広島県

との連携を推進する。 

 

 遺体安置場所における新型コロナウイルス感染症などへの感染防止措置

のため、必要な資機材などを確保するとともに、広島県等との連携を推

進する。 

 行政機能/消防/防

災教育等 

(総) 

(町) 

  



 

52 

 

 

2-7．劣悪な避難生活環境、不十分な健康管理による多数の被災者の健康状態の悪化・死者の発生 

 

脆弱性の評価 

評価基準 府中町における現在の施策 

①避難所の防災機能強化  

 大規模災害発生時に、避難所等の防災拠点におい

て、必要なエネルギーを確保するため、災害に強

い自立・分散型エネルギーシステムの導入を推進

する必要がある。 

 公共施設の新設・改築の際には、防災機能の強化

等を検討している。また、民間施設の活用も視野

に入れ、避難施設の拡充を図る。 

②避難所の感染防止対策  

 感染症が流行している状況で、避難所を開設する

場合には、避難者に対して手洗い、咳エチケット

等の基本的な感染対策の徹底、避難所内の換気や

避難者のスペース確保など、感染症対策に万全を

期すことが重要である。 

 避難所でのまん延防止のため、感染症に係る避難

所運営マニュアルの作成を進めている。 

 また、避難所での感染症対策に必要な資機材等の

備蓄を行っている。 

③非常用物資の備蓄の推進  

 （再掲）応急用の備蓄物資について、大規模自然

災害等を想定した具体的な検討を進めるほか、民

間備蓄との連携等による当町全体の備蓄物資の推

進を図る必要がある。 

 （再掲）応急用の備蓄物資や民間備蓄との連携等

による当町全体の備蓄物資に関し、大規模広域災

害に備えた物資の備蓄及び調達並びにその搬送方

法について見直しを行っている。 

④心のケアなどの支援体制の整備・強化  

 大規模災害発生時に、被災者に対して、健康管理、

栄養管理、リハビリ、心のケア等の迅速かつ適切

な公衆衛生支援を行う体制を整備・強化する必要

がある。 

 災害時に被災者に対して、健康管理、栄養管理、

リハビリ、心のケア等の迅速かつ適切な公衆衛生

支援を行うため、「広島県災害時公衆衛生チーム」

の受け入れおよび連携を迅速に行うことができる

よう、広島県との協力体制の強化を図っている。 

 被災者の状況把握や、広島県との円滑な連携を進

めるための仕組みを整備する必要がある。 

 

 避難生活者や被災者からの相談対応窓口や、発災

後における健康管理面での留意情報などをあらか

じめ明らかにしておく必要がある。 

 各避難所において、設備環境、レイアウト、必要

な資材等の生活環境に関する情報をまとめた避難

所運営マニュアルの作成や設備環境の整備を行う

必要がある。 

 広域避難などの際に、被災者ニーズに応じた支援

や市町の相互連携を円滑に進めることができるよ

う、広島県との協力体制の強化を図っている。 

 被災者への生活支援に関する情報提供等が効果的

に行われるよう、関係機関の相談窓口の共同設置

等の取組を進めている。 

 円滑な避難所運営の下で避難者が安心して生活で

きるよう、避難所運営マニュアルの整備を進めて

いる。 

 災害時において、被災者の孤立死や自殺の発生防

止、早期の生活再建を支援するため、被災者に対

する支援を一体的に提供する体制を構築する必要

がある。 

 平成 30 年 7 月豪雨災害時に設置された「市町地

域支え合いセンター」や、被災者への見守り活動

など、広島県と連携したコミュニティづくりへの

支援を行っている。 
  

４：脆弱性の評価と今後の施策 
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２：救助・救急、医療活動が迅速に行われるとともに、被災者等の健康・避難生活環境を確実に確保する 

 

 

今後の施策 
施策分野 

（横断的分野） 
関係 
部門 

①避難所の防災機能強化   

 公共施設の新設・改築の際には、防災機能の強化等を検討する。また、

民間施設の活用も視野に入れ、引き続き、避難施設の拡充を図る。 

 行政機能/消防/防

災教育等 

 産業構造 

(総危) 

(財) 

 

②避難所の感染防止対策   

 避難所でのまん延防止のため、感染症に係る避難所運営マニュアルを活

用し、避難所の環境整備を進める。 

 また、緊急時には避難所での感染症対策に必要な資機材等を調達できる

よう、広島県への支援を依頼する。 

 保健医療・福祉 (福) 

③非常用物資の備蓄の推進   

 （再掲）応急用の備蓄物資や民間備蓄との連携等による当町全体の備蓄

物資に関し、大規模広域災害に備えた物資の備蓄及び調達並びにその搬

送方法について引き続き見直しを行う。 

 保健医療・福祉 (総危) 

(福) 

④心のケアなどの支援体制の整備・強化   

 災害時に被災者に対して、健康管理、栄養管理、リハビリ、心のケア等

の迅速かつ適切な公衆衛生支援を行うため、「広島県災害時公衆衛生チ

ーム」の受け入れおよび連携を迅速に行うことができるよう、引き続き、

広島県との協力体制の強化を図る。 

 保健医療・福祉 (福) 

 広域避難などの際に、被災者ニーズに応じた支援や市町の相互連携を円

滑に進めることができるよう、広島県との更なる協力体制の強化を図

る。 

 被災者への生活支援に関する情報提供等が効果的に行われるよう、関係

機関の相談窓口の共同設置等の取組を進める。 

 

 各避難所の環境・運営改善を進めるため、設備環境、レイアウト、必要

な資材等の生活環境に関する情報をまとめた避難所運営マニュアルを

作成する。 

 行政機能/消防/防

災教育等 

(総危) 

(福) 

 災害時に、被災者への見守り活動や相談支援、サロン活動等によるコミ

ュニティづくりなど、被災者の早期の生活再建に向けた支援を進めるた

め、引き続き広島県と連携した支援体制の構築を推進する。 

 保健医療・福祉 (福) 

  



 

54 

 

 

脆弱性の評価 

評価基準 府中町における現在の施策 

⑤要配慮者に対する支援  

 高齢者や障害者等の避難生活に配慮した福祉避難

所が災害時に不足することがないよう、福祉避難

所の確保を図っていく必要がある。 

 高齢者や障害者等の災害時要配慮者の避難所にお

ける福祉ニーズを的確に把握し、支援体制を構築

する必要がある。 

 当町では福祉避難所を 5 箇所指定しており、今後

の防災体制に併せて施設を増やすことも検討して

いる。 

 保健師等から構成される公衆衛生チームの派遣に

より、避難所等における災害時要配慮者の支援を

行っている。 

⑥平時からの連携体制構築  

 災害時において、被災された高齢者の支援を円滑

に行うためには、平時から関係者の連携体制を強

化させる必要があるため、災害時も機能する地域

包括ケアシステムの構築が求められる。 

 行政、専門職や地域住民等が連携し、地域の資源

を 大限活用し、医療・介護・予防・住まい・生活

支援などのサービスを高齢者本人の状態に応じ

て、適切な組合せで提供できるよう、地域包括ケ

アシステムの質の向上に取組んでいる。 

⑦ボランティア体制の構築等  

 （再掲）社会福祉協議会では、平成 30 年７月豪雨

災害を受けた災害ボランティア活動により、経験

やノウハウが蓄積されているが、今後の災害に備

えて、ノウハウ等を更に充実させる必要がある。 

 （再掲）被災者支援を円滑に行うため、多数のボ

ランティアの受付、調整など、受入れ体制の構築

が必要である。 

 （再掲）自主防災組織、自治会等の地域組織の主

体的な取組の促進、並びに地域組織と市町社会福

祉協議会等との協働の更なる強化が必要である。 

 

 （再掲）新型コロナウイルス感染症等の新興感染

症が拡大した場合は、全国からボランティアを募

集することが難しいため、災害時において県内で

のボランティアの確保が必要である。 

 

 

 

 

 （再掲）迅速かつ円滑なボランティアの受付、調

整など、受入れ体制を構築している。 

 

 （再掲）地域組織と社会福祉協議会との連携を進

めるとともに、広域災害時に重要となる社会福祉

協議会と広島県社会福祉協議会との緊密な連携を

図っている。 

⑧浄化槽対策  

 （再掲）災害発生時に支障を来した浄化槽の復旧

が速やかに行われるよう体制を整備する必要があ

る。 

 （再掲）浄化槽台帳の整理、災害からの復旧時に

おける災害廃棄物処理や施設の復旧対策などを行

っている。 

⑨下水道施設の防災・減災対策  

 （再掲）下水道施設の機能停止時にも早期の復旧

を図るための体制整備を進める必要がある。 

 （再掲）下水道施設の機能停止時にも早期に機能

復旧が図れるよう下水道 BCP を策定している。 

  

４：脆弱性の評価と今後の施策 
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２：救助・救急、医療活動が迅速に行われるとともに、被災者等の健康・避難生活環境を確実に確保する 

今後の施策 
施策分野 

（横断的分野） 
関係 
部門 

⑤要配慮者に対する支援   

 既存 5 箇所の福祉避難所に加え、今後の防災体制に併せて施設を増や

すことも検討する。 

 

 避難所における高齢者や障害者等の災害時要配慮者の福祉ニーズを把

握し、更なる支援体制の構築に努める。 

 保健医療・福祉 

（官民連携） 

(福) 

⑥平時からの連携体制構築   

 在宅医療・介護連携や生活支援など、災害時においても関係者が必要な

連携を円滑に図れるよう、災害時支援の連携体制の構築を推進する。 

 保健医療・福祉 

（リスクコミュニケーション） 

(福) 

⑦ボランティア体制の構築等   

 （再掲）社会福祉協議会等と連携して研修を強化するなど、災害ボラン

ティアに係るノウハウ等を更に充実させる取組を推進する。 

 
 

 （再掲）引き続き迅速かつ円滑なボランティアの受付、調整など、受入

れ体制を構築する。 

 

 （再掲）地域組織と社会福祉協議会との連携を進めるとともに、広域災

害時に重要となる社会福祉協議会と広島県社会福祉協議会との緊密な

連携を図る。 

 

 （再掲）感染症流行時に必要なボランティア人員を確保するため、感染

症対策の徹底等に留意して、適切な対応が取られるように、社会福祉協

議会等との連携を促進させる。 

 保健医療・福祉 

（リスクコミュニケーション） 

（人材育成） 

(福) 

⑧浄化槽対策   

 （再掲）浄化槽台帳の整理、災害からの復旧時における災害廃棄物処理

や施設の復旧対策などを引き続き行う。 

 環境 (町) 

⑨下水道施設の防災・減災対策   

 （再掲）引き続き下水道施設の機能停止時にも早期に機能復旧が図れる

よう必要に応じて下水道 BCP の見直しを実施する。 

 住宅・都市 (町) 
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脆弱性の評価 

評価基準 府中町における現在の施策 

⑩遺体への適切な対応  

 （再掲）地震・津波・同時多発的な土砂災害など

の発生により、広域に多数の死者が生じた場合、

道路寸断等を考慮し、広島県と協力した各所単位

での検視態勢を早期に確立する必要がある。 

 （再掲）死者が新型コロナウイルス感染症など、

強毒で感染力の高い感染症に感染していた可能性

を考慮し、感染防止資機材を事前に確保しておく

必要がある。 

 （再掲）広域に多数の死者が生じた場合の円滑な

遺体対応として、検視に必要な体制整備等につい

て、広島県との連携を推進している。 

 災害発生時における広域火葬を円滑に実施するた

め、火葬場に関する情報を迅速に収集するなど広

島県と協力した広域火葬体制を整備する必要があ

る。 

 広域火葬を円滑に実施するため、広島県と連携し

て広域火葬体制整備を促進している。 

⑪被災動物への対応  

 災害発生時には放浪・逸走動物や負傷動物への対

応が必要である。 

 多くの動物が飼い主とともに避難所等に避難して

くることが予想されることから、これらの動物の

ためのスペース確保に努める必要がある。 

 避難所における家庭動物のためのスペースの確保

や、適正飼育の指導等を実施できるように、災害

時の被災動物等への対応体制を整備している。 

 

  

４：脆弱性の評価と今後の施策 
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２：救助・救急、医療活動が迅速に行われるとともに、被災者等の健康・避難生活環境を確実に確保する 

今後の施策 
施策分野 

（横断的分野） 
関係 
部門 

⑩遺体への適切な対応   

 （再掲）広域に多数の死者が生じた場合の円滑な遺体対応として、遺体

安置場所のみに使用することを目的とした施設の確保について、引き続

き広島県との連携を推進する。 

 

 （再掲）遺体安置場所における新型コロナウイルス感染症などの感染防

止措置のため、必要な資機材などを確保するとともに、広島県等との連

携を推進する。 

 行政機能/消防/防

災教育等 

(総) 

(町) 

 広域火葬を円滑に実施するため、広島県と連携して広域火葬体制整備を

引き続き促進していく。 

 行政機能/消防/防

災教育等 

(総危) 

(町) 

⑪被災動物への対応   

 避難所における家庭動物のためのスペースの確保や、適正飼育の指導等

を実施できるように、広島県が作成するマニュアル等を活用し、災害時

の被災動物等への対応体制を整備する。 

 行政機能/消防/防

災教育等 

(福) 

(町) 
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３：必要不可欠な行政機能は確保する 

3-1．町職員・施設等の被災及び各種情報の滅失等による機能の大幅な低下 

 

脆弱性の評価 

評価基準 府中町における現在の施策 

①庁舎の耐震化  

 庁舎の耐震性は確保されていることから、大規模

災害時にも執務空間を確保するため、棚の固定、

照明器具へのカバーなど設備に対する耐震対策を

図る必要がある。 

 執務空間を確保するための室内耐震対策を進めて

いる。 

②執務環境、実施体制の維持確保  

 大規模自然災害時に執務体制を維持するため、電

力を確保する必要がある。 

 大規模災害発生時に執務体制を維持するための電

力を確保するため、非常用電源の定期点検と燃料

確保を進めている。 

 （再掲）大規模災害発生時に、避難所等の防災拠

点において、必要なエネルギーを確保するため、

災害に強い自立・分散型エネルギーシステムの導

入を推進する必要がある。 

 （再掲）公共施設の新設・改築の際には、防災機

能の強化等を検討している。また、民間施設の活

用も視野に入れ、避難施設の拡充を図る。 

 庁舎のネットワーク機器等の浸水や回線・機器等

が損傷した場合でも情報システムの使用に支障が

生じないよう対策を進める必要がある。 

 庁舎のネットワーク機器等の浸水や回線・機器等

が損傷した場合でも情報システムの使用に支障が

生じないようネットワーク機器の移設・更新等の

対策を進めている。 

③危機管理体制の維持・強化  

 （再掲）大規模災害時に適切に対処するためには、

あらゆる事態を想定した平素からの各種訓練の継

続、民間団体や関係機関との連携強化、災害用装

備資機材の充実など、危機管理体制の維持・強化

が必要である。 

 （再掲）当町の災害時の対処能力の向上を図るた

め、民間団体や関係機関等と連携した訓練も含め、

初動対応や防災・危機管理に関する訓練を継続的

に実施している。 

 

 （再掲）災害対応・復旧活動のための資機材を整

備するとともに、資機材使用訓練を始めとする各

種訓練を計画的に実施して、事案対処能力の向上

を図っている。 

 初動応急対応について、災害発生時に適切な対応

が行えるよう防災対処能力を点検し、各種マニュ

アル類の整備を行う必要がある。 

 「勤務時間外における災害発生時職員初動マニュ

アル」等、災害発生時に適切な対応が行えるよう

各種マニュアルの整備を行っている。 

 「業務継続計画（ＢＣＰ）」及び「計画に基づくマ

ニュアル」について、訓練等の実施により計画の

実効性を高め、内容の充実を図る必要がある。 

 

 非常電源は確保しているが、72 時間稼働の確実な

確保や揺れや浸水に備えた対策を実施する必要が

ある。 

 大規模地震時の業務継続計画（ＢＣＰ）を策定し、

非常時に優先的に実施する業務等を定めるととも

に、業務遂行に必要な庁舎の耐震化、執務環境の

確保等に取組んでいる。 

 災害対策本部が設置される庁舎の非常用電源の確

保を促進している。 

  

４：脆弱性の評価と今後の施策 
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今後の施策 
施策分野 

（横断的分野） 
関係 
部門 

①庁舎の耐震化   

 執務空間を確保するための室内耐震対策を引き続き進める。  行政機能/消防/防

災教育等 

 住宅・都市 

 保健医療・福祉 

(総) 

②執務環境、実施体制の維持確保   

 大規模災害発生時に執務体制を維持するための電力を確保するため、引

き続き非常用電源の定期点検と燃料確保を進める。 

 行政機能/消防/防

災教育等 

(総) 

(総危) 

 （再掲）公共施設の新設・改築の際には、防災機能の強化等を検討する。

また、民間施設の活用も視野に入れ、引き続き、避難施設の拡充を図る。 

 行政機能/消防/防

災教育等 

 産業構造 

(総危) 

(財) 

 

 庁舎のネットワーク機器等の浸水や回線・機器等が損傷した場合でも情

報システムの使用に支障が生じないよう、引き続き、ネットワーク機器

の移設・更新等を検討する。 

 行政機能/消防/防

災教育等 

(総) 

③危機管理体制の維持・強化   

 （再掲）当町の災害時の対処能力の向上を図るため、引き続き、民間団

体や関係機関等と連携した訓練を進めると共に、初動対応や防災・危機

管理に関する訓練を継続的に実施し、訓練結果を踏まえて各種マニュア

ル類の不断の見直しを実行する。 

 

 （再掲）災害対応・復旧活動のための資機材を整備するとともに、資機

材使用訓練を始めとする各種訓練を計画的に実施して、事案対処能力の

向上を図る。 

 行政機能/消防/防

災教育等 

（官民連携） 

(総危) 

(消) 

 各種マニュアルの整備を進めるとともに、実際の災害対応や訓練結果を

踏まえ各種マニュアルの類の不断の見直しを行う。 

 行政機能/消防/防

災教育等 

(総危) 

 「業務継続計画（ＢＣＰ）」の定期的な見直しを行うとともに、訓練等

を通じて検証を重ねより実効性の高い物へと昇華していく。 

 

 

 災害対策本部が設置される庁舎における非常用電源について、72 時間

稼働の確保と浸水・地震対策の整備を促進する。 

 行政機能/消防/防

災教育等 

(総危) 
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脆弱性の評価 

評価基準 府中町における現在の施策 

④広域応援体制の構築  

 （再掲）大規模災害発生時において行政間で迅速

かつ的確に応急措置等の広域支援を実施するため

の取組について、広島県、近隣市町などによる広

域支援に関する協定に定めた人的・物的支援に支障

が生じないよう平素から点検に努めるとともに、情

勢変化等に応じた協定内容の見直しを検討する必

要がある。 

 （再掲）大規模災害発生時の人的・物的支援につ

いて、広島県、近隣市町などによる広域支援に関

する協定を締結している。 

 被災者の状況把握や、市町間の円滑な連携を進め

るため、広島県からの派遣職員の受け入れ体制を

確保する必要がある。 

 市町間を越えた広域避難などの際に、被災者ニー

ズに応じた支援や市町の相互連携を円滑に進める

ため、広島県や他市町等との連絡調整や被災者の

状況把握などの仕組みを整備している。 

 更に、当町において人材が不足した場合に、広島

県からの、医療職、技術職等の職員の受け入れ体

制を整備している。 
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３：必要不可欠な行政機能は確保する 

今後の施策 
施策分野 

（横断的分野） 
関係 
部門 

④広域応援体制の構築   

 （再掲）大規模災害発生時の人的・物的支援について、広島県、近隣市

町などによる広域支援に関する協定を締結しており、引き続き、協力体

制を維持するとともに、支援・受援の内容に関する訓練を実施し、実効

性を強化していく。 

 行政機能/消防/防

災教育等 

(総危) 

 市町間を越えた広域避難などの際に、被災者ニーズに応じた支援や市町

の相互連携を円滑に進めるため、広島県や他市町等との連絡調整や被災

者の状況把握などの仕組みを整備する。 

 

 更に、当町において人材が不足した場合に、広島県からの、医療職、技

術職等の職員の受け入れ体制を整備する。 

 行政機能/消防/防

災教育等 

(総危) 

(総) 
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４：必要不可欠な情報通信機能・情報サービスは確保する 

4-1．防災・災害対応に必要な通信インフラの麻痺・機能停止 

 

脆弱性の評価 

評価基準 府中町における現在の施策 

①庁舎の非常用電源の確保  

 （再掲）大規模自然災害時に執務体制を維持する

ため、電力を確保する必要がある。 

 （再掲）大規模災害発生時に執務体制を維持する

ための電力を確保するため、非常用電源の定期点

検と燃料確保を進めている。 

 （再掲）大規模災害発生時に、避難所等の防災拠

点において、必要なエネルギーを確保するため、

災害に強い自立・分散型エネルギーシステムの導

入を推進する必要がある。 

 （再掲）公共施設の新設・改築の際には、防災機

能の強化等を検討している。また、民間施設の活

用も視野に入れ、避難施設の拡充を図る。 

②情報の迅速・的確な把握・伝達体制の整備  

 あらゆる災害時において、様々な情報を迅速・的

確に把握し、伝達する手段を確保する体制を整備

する必要がある。 

 広島県が管理している防災情報システム等を活用

し、迅速かつ的確な防災情報の収集・伝達手段を

確保している。 

 大規模災害により、NTT 等の公衆回線が途絶した

場合においても、広島県、地方機関、近隣市町等

との情報の伝達手段を確保するため、総合行政通

信網を適切に運営管理している。 

 

4-2．テレビ・ラジオ放送の中断等により災害情報が必要な者に伝達できない事態 

 

脆弱性の評価 

評価基準 府中町における現在の施策 

①災害情報伝達手段の多様化  

 町からの災害情報を、迅速に、分かりやすく、出

来るだけ多くの町民へ伝えるために多種多様な伝

達手段を検討する必要がある。 

 「防災・安全安心情報メールサービス」等、町内

放送のほかに防災情報や緊急情報を伝達するサー

ビスを実施している。 
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今後の施策 
施策分野 

（横断的分野） 
関係 
部門 

①庁舎の非常用電源の確保   

 （再掲）大規模災害発生時に執務体制を維持するための電力を確保する

ため、引き続き非常用電源の定期点検と燃料確保を進める。 

 行政機能/消防/防

災教育等 

(総) 

(総危) 

 （再掲）公共施設の新設・改築の際には、防災機能の強化等を検討する。

また、民間施設の活用も視野に入れ、引き続き、避難施設の拡充を図る。 

 行政機能/消防/防

災教育等 

 産業構造 

(総危) 

(財) 

 

②情報の迅速・的確な把握・伝達体制の整備   

 広島県が管理している防災情報システム等を活用し、引き続き迅速かつ

的確な防災情報の収集・伝達手段を確保する。 

 行政機能/消防/防

災教育等 

 情報通信 

(総危) 

 大規模災害により、NTT 等の公衆回線が途絶した場合においても、広島

県、地方機関、近隣市町等との情報の伝達手段を確保するため、引き続

き総合行政通信網を適切に運営管理する。 

 行政機能/消防/防

災教育等 

 情報通信 

(総危) 

(総) 

 

 

 

今後の施策 
施策分野 

（横断的分野） 
関係 
部門 

①災害情報伝達手段の多様化   

 引き続き、防災情報や緊急情報を伝達するサービスを実施するととも

に、新たな情報伝達手段を取り入れた防災情報の発信を検討する。 

 行政機能/消防/防

災教育等 

 情報通信 

(総危) 
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4-3．災害時に活用する情報サービスが機能停止し、情報の収集・伝達ができず、避難行動や救助・支援が 

 

脆弱性の評価 

評価基準 府中町における現在の施策 

①自助・共助の取組強化  

 災害から被害を軽減していくため、町民一人一人

の防災意識を高め、災害を「正しく恐れることが

大切であること」を認識し、災害から命を守るた

めに適切な行動をとることができるよう、実際の

避難行動に結び付くための、啓発や防災教育など

に取組む必要がある。 

 町民一人一人が災害から命を守るために適切な行

動をとることができるようにするため、防災教室

や防災訓練、防災リーダー等の養成や防災教育な

どが積極的に取組まれるよう、防災・減災に関す

る町民運動を支援・推進している。 

②防災教育の推進  

 防災教室・訓練参加の妨げとなっているコスト認

知を緩和していくため、自分のペースで参加しや

すい環境を整えていく必要がある。 

 これまでの防災教材は、知識習得のものが中心で

ある。 

 広島県防災Webを活用した防災学習の促進や防災

教室・訓練への参加促進を行っている。 

 

 地域で行われる防災教室等への町民の一層の参加

を促進するとともに、子育てサークルや高齢者サ

ロン等における防災教室の担い手育成などの取組

を通じて地域コミュニティにおける、防災教室等

への参加の呼び掛けを促している。 

③災害情報伝達手段の多様化  

 （再掲）町からの災害情報を、迅速に、分かりや

すく、出来るだけ多くの町民へ伝えるために多種

多様な伝達手段を検討する必要がある。 

 （再掲）「防災・安全安心情報メールサービス」等、

町内放送のほかに防災情報や緊急情報を伝達する

サービスを実施している。 

④情報の迅速・的確な把握・伝達体制の整備  

 （再掲）あらゆる災害時において、様々な情報を

迅速・的確に把握し、伝達する手段を確保する体

制を整備する必要がある。 

 （再掲）広島県が管理している防災情報システム

等を活用し、迅速かつ的確な防災情報の収集・伝

達手段を確保している。 

 （再掲）大規模災害により、NTT 等の公衆回線が

途絶した場合においても、広島県、地方機関、近

隣市町等との情報の伝達手段を確保するため、総

合行政通信網を適切に運営管理している。 

⑤災害対処能力の向上  

 （再掲）あらゆる災害時において、迅速な消火、

救急・救助活動、救援物資の搬送等及びそのため

に必要な情報収集・共有が必要である。 

 （再掲）あらゆる災害時において、迅速な消火、

救急・救助活動、救援物資の搬送等を実施するた

め、被災状況や道路等インフラ関係の情報など、

災害時の情報収集・共有が的確に行えるよう、広

島県や関係機関等と連携し、必要な体制整備を推

進している。 
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４：必要不可欠な情報通信機能・情報サービスは確保する 

遅れる事態 

 

今後の施策 
施策分野 

（横断的分野） 
関係 
部門 

①自助・共助の取組強化   

 「自助」「共助」の取組を一層推進する施策として、具体的な災害への

備えや避難行動をとることができるよう、広島県の「ひろしまマイ・タ

イムライン」（自らの防災行動計画）を活用しながら普及促進等に取組

んでいく。 

 行政機能/消防/防

災教育等 

（リスクコミュニケーション） 

(総危) 

②防災教育の推進   

 広島県防災 Web を活用した防災学習の促進、防災教室・訓練への参加

促進を引き続き行う。 

 

 地域で行われる防災教室等への町民の一層の参加を促進するとともに、

子育てサークルや高齢者サロン等における防災教室の担い手育成など

の取組を通じて県内の地域コミュニティにおける防災教室等への参加

の呼び掛けを引き続き促す。 

 行政機能/消防/防

災教育等 

（リスクコミュニケーション） 

(総危) 

③災害情報伝達手段の多様化   

 （再掲）引き続き、防災情報や緊急情報を伝達するサービスを実施する

とともに、新たな情報伝達手段を取り入れた防災情報の発信を検討す

る。 

 行政機能/消防/防

災教育等 

 情報通信 

(総危) 

④情報の迅速・的確な把握・伝達体制の整備   

 （再掲）広島県が管理している防災情報システム等を活用し、引き続き

迅速かつ的確な防災情報の収集・伝達手段を確保する。 

 行政機能/消防/防

災教育等 

 情報通信 

(総危) 

 （再掲）大規模災害により、NTT 等の公衆回線が途絶した場合において

も、広島県、地方機関、近隣市町等との情報の伝達手段を確保するため、

引き続き総合行政通信網を適切に運営管理する。 

 行政機能/消防/防

災教育等 

 情報通信 

(総危) 

(総) 

⑤災害対処能力の向上   

 （再掲）あらゆる災害時において、関係者が常に情報を共有し、迅速か

つ適切な意思決定を行い、避難情報の発令や消火、救急・救助活動、救

援物資の搬送等が実施できるよう、広島県や関係機関等と連携し、危機

に関する情報を即時に共有する ICT 技術を活用した仕組みを構築する。 

 行政機能/消防/防

災教育等 

(総危) 

(消) 
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脆弱性の評価 

評価基準 府中町における現在の施策 

⑥要配慮者に対する支援  

 （再掲）近年の災害では、要配慮者が犠牲になる

ケースが目立つため、要配慮者に対する避難支援

体制の整備等を行う必要がある。 

 （再掲）要配慮者に対する避難支援体制の整備等

のため、避難行動要支援者名簿及び個別計画の策

定を進めている。 

 （再掲）社会福祉施設等の要配慮者の避難先の確

保等のため、関係団体との連携を促進している。 

 （再掲）高齢者や障害者等の避難生活に配慮した

福祉避難所が災害時に不足することがないよう、

福祉避難所の確保を図っていく必要がある。 

 （再掲）高齢者や障害者等の災害時要配慮者の避

難所における福祉ニーズを的確に把握し、支援体

制を構築する必要がある。 

 （再掲）当町では福祉避難所を 5 箇所指定してお

り、今後の防災体制に併せて施設を増やすことも

検討している。 

 （再掲）保健師等から構成される公衆衛生チーム

の派遣により、避難所等における災害時要配慮者

の支援を行っている。 

 災害時において要配慮者や観光客など特に配慮が

必要な者が円滑に避難できるよう、案内板設置や

外国語の付記等環境づくりの取組を促進する必要

がある。 

 水防法等に基づき避難確保計画の作成が義務化さ

れている要配慮者利用施設において、避難確保計

画を策定する必要がある。 

 災害時において要配慮者や観光客など特に配慮が

必要な者が円滑に避難できるよう、案内板設置や

外国語の付記等環境づくりの取組を促進してい

る。 

 水防法等の改正に伴い要配慮者利用施設の避難体

制の強化について、対象施設の管理者等に対し、

避難確保計画の作成と訓練の実施について働きか

けを実施している。 

⑦自主防災組織の充実・強化  

 （再掲）大規模災害時には、警察・消防等による

「公助」の不足が過去の例からも想定されること

から、地域防災力の充実強化に向けた、自主防災

組織の設立促進と活動の活発化に取組む必要があ

る。 

 （再掲）地域住民の関心や協力を引き出し、地域

防災の推進役となる新たなリーダーの発掘・養成

に取組む必要がある。 

 （再掲）自主防災組織が大雨災害時等に組織的に

活動を行うためには、平素から非常時の役割分担

や活動を開始するタイミング等を定めた体制作り

が必要である。 

 （再掲）自主防災組織については、広島県が発行

している「自主防災組織活性化マニュアル」や「広

島県自主防災アドバイザー」の活用促進、当町が

実施する「防災出前講座」などで活動を促進して

いる。 

 （再掲）また、自主防災組織の設立促進と活動の

活性化を実施している。 
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４：必要不可欠な情報通信機能・情報サービスは確保する 

今後の施策 
施策分野 

（横断的分野） 
関係 
部門 

⑥要配慮者に対する支援   

 （再掲）要配慮者に対する避難支援体制の整備等のため、避難行動要支

援者名簿及び個別計画の策定を促進する。 

 

 （再掲）社会福祉施設等の要配慮者の避難先の確保等のため、引き続き

関係団体の連携を促進する。 

 保健医療・福祉 (福) 

 （再掲）既存 5 箇所の福祉避難所に加え、今後の防災体制に併せて施設

を増やすことも検討する。 

 

 （再掲）避難所における高齢者や障害者等の災害時要配慮者の福祉ニー

ズを把握し、更なる支援体制の構築に努める。 

 保健医療・福祉 

（官民連携） 

(福) 

 災害時において要配慮者や観光客など特に配慮が必要な者が円滑に避

難できるよう、案内板設置や外国語の付記等環境づくりの取組を引き続

き促進する。 

 

 水防法等に基づく避難確保計画が未作成の施設において、計画が作成さ

れるよう、対象施設の管理者等に継続的な働きかけを実施する。 

 行政機能/消防/防

災教育等 

(総危) 

⑦自主防災組織の充実・強化   

 （再掲）引き続き、広島県の自主防災組織に対する活用制度、当町の

「防災出前講座」等の実施により、組織活動を支援する。また、広島県

と連携し防災リーダーの育成、自主防災組織の活性化や設立に取組む。 

 

 

 （再掲）広島県と連携し、非常時に自主防災組織が組織的に避難の呼び

かけを行えるよう、自主防災組織の活動を支援する。 

 行政機能/消防/防

災教育等 

（リスクコミュニケーション） 

（人材育成） 

(総危) 
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５：経済活動を機能不全に陥らせない 

5-1．サプライチェーンの寸断やエネルギー供給の停止等による社会経済活動の低下 

 

脆弱性の評価 

評価基準 府中町における現在の施策 

①事業継続の取組の推進  

 災害が発生したとしても、企業が災害時に果たす

役割を認識し、各企業において重要業務を整理し、

BCP を策定する必要がある。 

 町内企業に対し、災害時の企業の役割や企業 BCP

の必要性について、普及・啓発を進めている。 

②陸上交通網の確保  

 大規模自然災害発生後において、物資等の輸送の

滞りにより経済活動の支障となる懸念がある。 

 災害に強い道路ネットワークの構築のため、広島

県と連携し、緊急輸送道路ネットワークの機能強

化や災害対応能力向上に資する多重型道路ネット

ワークの形成などを推進している。 

 陸上輸送が機能しない場合の検討が必要である。  関係機関が連携してヘリコプターによる応急対策

活動が実施できるよう、体制整備に努めている。 

 

5-2．幹線が分断するなど、基幹的交通ネットワークの機能停止による物流・人流への甚大な影響 

 

脆弱性の評価 

評価基準 府中町における現在の施策 

①災害に強いインフラ整備  

 （再掲）風水害・土砂災害の頻発化、激甚化や、南

海トラフ巨大地震等により緊急輸送道路において

も通行止めが発生するなど、災害時の復旧活動に

支障を来す懸念がある。 

 （再掲）災害に強い道路ネットワークの構築のた

め、広島県と連携し、緊急輸送道路ネットワーク

の機能強化や災害対応能力向上に資する多重型道

路ネットワークの形成などを推進している。 

 （再掲）大規模災害発生時においては、緊急輸送

道路ネットワークの確保等、各道路管理者と連携

しながら対応を行っている。 

 （再掲）町内の幹線道路について、都市計画道路

の整備や歩道改良など、災害時に町内外への人・

物資の移動が円滑に行える道路ネットワークの構

築を進めている。 

 （再掲）大規模災害（地震、竜巻、台風等）が起き

た際に、電柱等が倒壊することにより、道路が寸

断し、災害時の救援活動の妨げになる可能性があ

る。 

 （再掲）緊急輸送道路の確保など、災害の防止に

資する道路において、地域の実情に応じた多様な

手法も活用した無電柱化等の対策を検討してい

る。 
  

４：脆弱性の評価と今後の施策 
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今後の施策 
施策分野 

（横断的分野） 
関係 
部門 

①事業継続の取組の推進   

 地震等による業務中断の影響の事例なども踏まえながら、町内企業に対

し、災害時の企業の役割や企業 BCP の必要性について、普及・啓発を

進めていく。 

 産業構造 (総危) 

(町) 

②陸上交通網の確保   

 災害に強い道路ネットワークの構築のため、広島県と連携し、緊急輸送

道路ネットワークの機能強化や災害対応能力向上に資する多重型道路

ネットワークの形成などを引き続き推進する。 

 住宅・都市 

 産業構造 

 交通・物流 

 土地保全 

（老朽化対策） 

(建) 

 陸上輸送が機能しない場合には、防災関係機関が所有するヘリコプター

を有効に活用するために、関係機関が連携してヘリコプターによる応急

対策活動が実施できるよう、引き続き体制整備に努める。 

 交通・物流 (総危) 

 

 

 

今後の施策 
施策分野 

（横断的分野） 
関係 
部門 

①災害に強いインフラ整備   

 （再掲）災害に強い道路ネットワークの構築のため、広島県と連携し、

緊急輸送道路ネットワークの機能強化や災害対応能力向上に資する多

重型道路ネットワークの形成などを引き続き推進する。 

 

 （再掲）大規模災害発生時には、各道路管理者と連携しながら速やかに

緊急輸送道路ネットワーク等を確保する。 

 

 （再掲）幹線道路等を整備することで、緊急輸送道路等の災害時に活用

する道路を確保する。県道の整備については、広島県に対し、継続して

要望していく。 

 住宅・都市 

 交通・物流 

(建) 

 （再掲）緊急輸送道路の確保など、災害の防止に資する道路において、

地域の実情に応じた多様な手法も活用しながら無電柱化等の対策を推

進する。 

 交通・物流 (建) 
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脆弱性の評価 

評価基準 府中町における現在の施策 

①災害に強いインフラ整備  

 （再掲）当町は多数の土砂災害警戒区域を抱えて

おり、ハード対策には多大の費用と時間を要する

ことから、優先度を明確にした上で整備を進めて

いく必要がある。 

 （再掲）「ひろしま砂防アクションプラン 2016」

に基づき、広島県と連携を図りながら、防災拠点

や住宅密集地等の保全などを効果的・効率的に推

進している。 

 （再掲）大規模な洪水や台風などの高潮時による

浸水対策などとして、河川整備を推進しているも

のの、家屋等が浸水する恐れがある。 

 （再掲）大規模な洪水や台風などの高潮時による

浸水対策などとして、優先度や緊急性の高い箇所

を明確にした上で、広島県に対し河川改修等の早

期実施を要望している。 

 （再掲）当町では台風などの高潮や津波は河川遡

上により発生することから、河川に対する対策が

必要である。 

 

 

 （再掲）南海トラフ巨大地震による被害想定にお

いて、津波による死者数が 86 名予測されている

ことから、河川護岸の耐震対策が必要である。 

 （再掲）当町では河川遡上による津波・高潮浸水

が予測されることから、県との連携を図りながら

河川護岸整備を推進している。また、「総合防災マ

ップ」を作成し、浸水想定区域内の住民への危険

を周知している。 

 （再掲）決壊・越水が想定される河川堤防におい

て、南海トラフ巨大地震など大規模地震による津

波への減災対策として、広島県に対し河川改修等

の早期実施を要望している。 

 

5-3．食料等の安定供給の停滞 

 

脆弱性の評価 

評価基準 府中町における現在の施策 

①民間事業者等との応援協定の締結  

 （再掲）災害発生時においては、建物の損壊、交

通機関の途絶等により生活関連商品等の確保が困

難となることが予想されるため、必要に応じて、

協力を得られた民間業者等と物資の調達に関する

協定を締結し、生活関連商品等の安定確保を図る

必要がある。 

 （再掲）災害時には、交通機関の途絶等により生

活関連商品等の確保が困難になることが予想され

るため、関係団体等と締結している物資の調達等

に関する協定に基づき、生活関連商品等を安定確

保している。 

 

 （再掲）災害発生に備え、災害時応援協定を締結

する民間団体等と災害時の連絡先の確認を定期的

に行うとともに、協定締結先の企業等に対し災害

時の物資供給体制の確保等について働きかけを行

っている。   

４：脆弱性の評価と今後の施策 

71 

 

５：経済活動を機能不全に陥らせない 

今後の施策 
施策分野 

（横断的分野） 
関係 
部門 

①災害に強いインフラ整備   

 （再掲）「ひろしま砂防アクションプラン 2021（仮）」に基づき、広島

県との更なる連携強化を図りながら、平成 30 年 7 月豪雨災害の被災地

域の再度災害防止対策を 優先に進めるとともに、防災拠点や住宅密集

地、インフラ・ライフライン等の重要施設の保全など、重点対策に沿っ

た事前防災を切れ目なく着実に推進する。 

 （再掲）土石流対策については、広島県に対し、砂防施設の整備等を継

続して要望していく。 

 土地保全 (建) 

 （再掲）大規模な洪水や台風などの高潮時による浸水対策などとして、

優先度や緊急性の高い箇所を明確にした上で、広島県に対し河川改修等

の早期実施を継続して要望していく。 

 住宅・都市 

 土地保全 

(建) 

(町) 

 （再掲）当町では河川遡上による津波・高潮浸水が予測されることから、

県との連携を図りながら河川護岸整備を推進していく。また、浸水想定

区域内の住民への危険周知を継続して実施していく。 

 

 

 （再掲）決壊・越水が想定される河川堤防において、南海トラフ巨大地

震など大規模地震による津波への減災対策として、広島県に対し河川改

修等の早期実施を継続して要望していく。 

 土地保全 

（リスクコミュニケーション） 

(建) 

(町) 

(総危) 

 

 

 

今後の施策 
施策分野 

（横断的分野） 
関係 
部門 

①民間事業者等との応援協定の締結   

 （再掲）災害時には、交通機関の途絶等により生活関連商品等の確保が

困難になることが予想されるため、関係団体等と締結している物資の調

達等に関する協定に基づき、生活関連商品等を安定確保する。 

 

 

 

 （再掲）災害発生に備え、災害時応援協定を締結する民間団体等と災害

時の連絡先の確認を定期的に行うとともに、協定締結先の企業等に対し

災害時の物資供給体制の確保等について引き続き働きかけを行う。 

 行政機能/消防/防

災教育等 

 交通・物流 

（官民連携） 

(総危) 

(町) 

(福) 
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６：ライフライン、燃料供給関連施設、交通ネットワーク等の被害を最小限に 

6-1．電力供給ネットワーク（発変電所、送配電設備）や都市ガス供給、石油・LP ガスサプライチェーン等 

 

脆弱性の評価 

評価基準 府中町における現在の施策 

①再生可能エネルギーの導入促進  

 （再掲）大規模災害発生時に、避難所等の防災拠

点において、必要なエネルギーを確保するため、

災害に強い自立・分散型エネルギーシステムの導

入を推進する必要がある。 

 （再掲）公共施設の新設・改築の際には、防災機

能の強化等を検討している。また、民間施設の活

用も視野に入れ、避難施設の拡充を図る。 

 

6-2．上水道等の長期間にわたる供給停止 

 

脆弱性の評価 

評価基準 府中町における現在の施策 

①水道管の耐震化等供給体制の強化  

 （再掲）災害に強い水道を構築するために、水道

施設の耐震化とともに、危機管理体制の強化が必

要である。 

 （再掲）当町の上水道は広島市が管理しているた

め、広島市に対して適切な維持管理を要望してい

る。 

 （再掲）公共施設の貯水設備を適切に維持管理す

るとともに、民間の井戸の活用など、災害時にお

ける生活用水の確保を図る。 

 

6-3．汚水処理施設等の長期間にわたる機能停止 

 

脆弱性の評価 

評価基準 府中町における現在の施策 

①下水道施設の防災・減災対策  

 （再掲）下水道施設の機能停止時にも早期の復旧

を図るための体制整備を進める必要がある。 

 （再掲）下水道施設の機能停止時にも早期に機能

復旧が図れるよう下水道 BCP を策定している。 

②浄化槽対策  

 （再掲）災害発生時に支障を来した浄化槽の復旧

が速やかに行われるよう体制を整備する必要があ

る。 

 （再掲）浄化槽台帳の整理、災害からの復旧時に

おける災害廃棄物処理や施設の復旧対策などを行

っている。 
  

４：脆弱性の評価と今後の施策 
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留めるとともに、早期に復旧させる 

の長期間にわたる機能の停止 

 

今後の施策 
施策分野 

（横断的分野） 
関係 
部門 

①再生可能エネルギーの導入促進   

 （再掲）公共施設の新設・改築の際には、防災機能の強化等を検討する。

また、民間施設の活用も視野に入れ、引き続き、避難施設の拡充を図る。 

 行政機能/消防/防

災教育等 

 産業構造 

(総危) 

(財) 

 

 

 

 

今後の施策 
施策分野 

（横断的分野） 
関係 
部門 

①水道管の耐震化等供給体制の強化   

 （再掲）当町の上水道は広島市が管理しているため、広島市に対して、

引き続き、適切な維持管理を要望する。 

 

 （再掲）公共施設の貯水設備を適切に維持管理するとともに、民間の井

戸の活用など、引き続き、災害時における生活用水の確保を図る。 

 住宅・都市 (町) 

 

 

 

今後の施策 
施策分野 

（横断的分野） 
関係 
部門 

①下水道施設の防災・減災対策   

 （再掲）引き続き下水道施設の機能停止時にも早期に機能復旧が図れる

よう必要に応じて下水道 BCP の見直しを実施する。 

 住宅・都市 (町) 

②浄化槽対策   

 （再掲）浄化槽台帳の整理、災害からの復旧時における災害廃棄物処理

や施設の復旧対策などを引き続き行う。 

 環境 (町) 
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脆弱性の評価 

評価基準 府中町における現在の施策 

③災害廃棄物処理計画に基づく対応  

 （再掲）災害発生時に迅速かつ適正な災害廃棄物

の処理が速やかに行えるよう、広島県と連携する

必要がある。 

 （再掲）平成 30 年 3 月に策定した「府中町災害

廃棄物処理計画」の実行性を高めるため、広島県

や関係団体等との災害時における連携体制を強化

する必要がある。 

 （再掲）広島県や関係団体等が開催する研修・図

上訓練を通じて、災害時における連携体制の強化

を図っている。 

 （再掲）「府中町災害廃棄物処理計画」を策定し、

災害時に発生する廃棄物の対策における基本的な

考え方及び手順を取りまとめるとともに、広島県

や関係団体との連携体制の構築を推進している。 

 

6-4．基幹的交通から地域交通網まで、交通インフラの長期間にわたる機能停止 

 

脆弱性の評価 

評価基準 府中町における現在の施策 

①災害に強いインフラ整備  

 （再掲）風水害・土砂災害の頻発化、激甚化や、南

海トラフ巨大地震等により緊急輸送道路において

も通行止めが発生するなど、災害時の復旧活動に

支障を来す懸念がある。 

 （再掲）災害に強い道路ネットワークの構築のた

め、広島県と連携し、緊急輸送道路ネットワーク

の機能強化や災害対応能力向上に資する多重型道

路ネットワークの形成などを推進している。 

 （再掲）大規模災害発生時においては、緊急輸送

道路ネットワークの確保等、各道路管理者と連携

しながら対応を行っている。 

 （再掲）町内の幹線道路について、都市計画道路

の整備や歩道改良など、災害時に町内外への人・

物資の移動が円滑に行える道路ネットワークの構

築を進めている。 

 （再掲）大規模災害（地震、竜巻、台風等）が起き

た際に、電柱等が倒壊することにより、道路が寸

断し、災害時の救援活動の妨げになる可能性があ

る。 

 （再掲）緊急輸送道路の確保など、災害の防止に

資する道路において、地域の実情に応じた多様な

手法も活用した無電柱化等の対策を検討してい

る。 

 （再掲）当町は多数の土砂災害警戒区域を抱えて

おり、ハード対策には多大の費用と時間を要する

ことから、優先度を明確にした上で整備を進めて

いく必要がある。 

 （再掲）「ひろしま砂防アクションプラン 2016」

に基づき、広島県と連携を図りながら、防災拠点

や住宅密集地等の保全などを効果的・効率的に推

進している。 

  

４：脆弱性の評価と今後の施策 
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６：ライフライン、燃料供給関連施設、交通ネットワーク等の被害を最小限に留めるとともに、早期に復旧させる 

今後の施策 
施策分野 

（横断的分野） 
関係 
部門 

③災害廃棄物処理計画に基づく対応   

 （再掲）引き続き、広島県や関係団体等が開催する研修・図上訓練に積

極的に参加し、災害時における連携体制の強化を図る。 

 

 （再掲）「府中町災害廃棄物処理計画」の実行性を高めるため、引き続

き広島県や関係団体との連携体制の構築を推進する。 

 （再掲）「府中町災害廃棄物処理初動マニュアル」の策定等、災害発生

時に迅速かつ適正な処理が行える体制の整備を図る。 

 環境 (町) 

 

 

 

今後の施策 
施策分野 

（横断的分野） 
関係 
部門 

①災害に強いインフラ整備   

 （再掲）災害に強い道路ネットワークの構築のため、広島県と連携し、

緊急輸送道路ネットワークの機能強化や災害対応能力向上に資する多

重型道路ネットワークの形成などを引き続き推進する。 

 

 （再掲）大規模災害発生時には、各道路管理者と連携しながら速やかに

緊急輸送道路ネットワーク等を確保する。 

 

 （再掲）幹線道路等を整備することで、緊急輸送道路等の災害時に活用

する道路を確保する。県道の整備については、広島県に対し、継続して

要望していく。 

 住宅・都市 

 交通・物流 

(建) 

 （再掲）緊急輸送道路の確保など、災害の防止に資する道路において、

地域の実情に応じた多様な手法も活用しながら無電柱化等の対策を推

進する。 

 交通・物流 (建) 

 （再掲）「ひろしま砂防アクションプラン 2021（仮）」に基づき、広島

県との更なる連携強化を図りながら、平成 30 年 7 月豪雨災害の被災地

域の再度災害防止対策を 優先に進めるとともに、防災拠点や住宅密集

地、インフラ・ライフライン等の重要施設の保全など、重点対策に沿っ

た事前防災を切れ目なく着実に推進する。 

 （再掲）土石流対策については、広島県に対し、砂防施設の整備等を継

続して要望していく。 

 土地保全 (建) 
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脆弱性の評価 

評価基準 府中町における現在の施策 

①災害に強いインフラ整備  

 （再掲）大規模な洪水や台風などの高潮時による

浸水対策などとして、河川整備を推進しているも

のの、家屋等が浸水する恐れがある。 

 （再掲）大規模な洪水や台風などの高潮時による

浸水対策などとして、優先度や緊急性の高い箇所

を明確にした上で、広島県に対し河川改修等の早

期実施を要望している。 

 （再掲）当町では台風などの高潮や津波は河川遡

上により発生することから、河川に対する対策が

必要である。 

 

 

 （再掲）南海トラフ巨大地震による被害想定にお

いて、津波による死者数が 86 名予測されている

ことから、河川護岸の耐震対策が必要である。 

 （再掲）当町では河川遡上による津波・高潮浸水

が予測されることから、県との連携を図りながら

河川護岸整備を推進している。また、「総合防災マ

ップ」を作成し、浸水想定区域内の住民への危険

を周知している。 

 （再掲）決壊・越水が想定される河川堤防におい

て、南海トラフ巨大地震など大規模地震による津

波への減災対策として、広島県に対し河川改修等

の早期実施を要望している。 

②緊急輸送体制の整備  

 災害時に、緊急に人員の輸送が生じた場合、迅速に

対応できる体制を整備する必要がある。 

 町職員による災害時の人員の輸送体制を整備して

いる。 

 広域かつ影響が長期にわたる災害においては、被

災者及び災害対策要員の輸送のみならず、町民の

日常生活や経済活動の復旧に伴い、通勤・通学等

の移動手段を確保する必要がある。 

 広域かつ影響が長期にわたる災害において、町民

が日常生活や経済活動を行うための移動手段を確

保できるよう、広島県や近隣市町と連携した移動

手段の確保を進めている。 

  

４：脆弱性の評価と今後の施策 
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６：ライフライン、燃料供給関連施設、交通ネットワーク等の被害を最小限に留めるとともに、早期に復旧させる 

今後の施策 
施策分野 

（横断的分野） 
関係 
部門 

①災害に強いインフラ整備   

 （再掲）大規模な洪水や台風などの高潮時による浸水対策などとして、

優先度や緊急性の高い箇所を明確にした上で、広島県に対し河川改修等

の早期実施を継続して要望していく。 

 住宅・都市 

 土地保全 

(建) 

(町) 

 （再掲）当町では河川遡上による津波・高潮浸水が予測されることから、

県との連携を図りながら河川護岸整備を推進していく。また、浸水想定

区域内の住民への危険周知を継続して実施していく。 

 

 

 （再掲）決壊・越水が想定される河川堤防において、南海トラフ巨大地

震など大規模地震による津波への減災対策として、広島県に対し河川改

修等の早期実施を継続して要望していく。 

 土地保全 (建) 

②緊急輸送体制の整備   

 交通事業者との提携等により、災害時の人員の輸送体制の更なる充実を

図る。 

 交通・物流 (総危) 

(総) 

 広域かつ影響が長期にわたる災害において、町民が日常生活や経済活動

を行うための移動手段を確保できるよう、広島県や近隣市町と連携した

移動手段の確保を図る。 

 交通・物流 (総危) 

(総) 
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6-5．防災インフラの長期間にわたる機能不全 

 

脆弱性の評価 

評価基準 府中町における現在の施策 

①津波・浸水、高潮対策施設の整備  

 （再掲）当町では台風などの高潮や津波は河川遡

上により発生することから、河川に対する対策が

必要である。 

 

 

 （再掲）南海トラフ巨大地震による被害想定にお

いて、津波による死者数が 86 名予測されている

ことから、河川護岸の耐震対策が必要である。 

 （再掲）当町では河川遡上による津波・高潮浸水

が予測されることから、県との連携を図りながら

河川護岸整備を推進している。また、「総合防災マ

ップ」を作成し、浸水想定区域内の住民への危険

を周知している。 

 （再掲）決壊・越水が想定される河川堤防におい

て、南海トラフ巨大地震など大規模地震による津

波への減災対策として、広島県に対し河川改修等

の早期実施を要望している。 

②公共土木施設等の老朽化対策  

 （再掲）老朽化した公共土木施設等の割合が増大

していく中、今後、重大な事故や致命的な損傷等

が発生するリスクが飛躍的に高まるなど、社会イ

ンフラの安全性や機能の低下が懸念されている。 

 （再掲）老朽化した公共土木施設の割合が増大し、

今後、集中的に更新時期を迎える中、維持更新費

の増大や担い手不足が懸念されている。 

 

 

 

 （再掲）大規模災害の多発や技術者の不足が顕在

化する中で、施設の機能を適切に維持するために

は、AI/IoT などのデジタル技術の活用や管理者の

枠を超えた連携が必要である。 

 （再掲）老朽化した公共土木施設等の割合が増大

していく中、個々の施設を適切に修繕するため、

個別施設計画を作成し、優先度に基づく計画的な

修繕を実施している。 

 （再掲）また、施設の長寿命化によるライフサイ

クルコストの縮減や事業費の平準化を図り、公共

土木施設の計画的な維持管理に向けた取組を実施

している。 

 

  

４：脆弱性の評価と今後の施策 
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６：ライフライン、燃料供給関連施設、交通ネットワーク等の被害を最小限に留めるとともに、早期に復旧させる 

 

 

今後の施策 
施策分野 

（横断的分野） 
関係 
部門 

①津波・浸水、高潮対策施設の整備   

 （再掲）当町では河川遡上による津波・高潮浸水が予測されることから、

県との連携を図りながら河川護岸整備を推進していく。また、浸水想定

区域内の住民への危険周知を継続して実施していく。 

 

 

 （再掲）決壊・越水が想定される河川堤防において、南海トラフ巨大地

震など大規模地震による津波への減災対策として、広島県に対し河川改

修等の早期実施を継続して要望していく。 

 土地保全 

（リスクコミュニケーション） 

(建) 

(町) 

(総危) 

②公共土木施設等の老朽化対策   

 （再掲）老朽化した公共土木施設等の割合が増大していく中、個々の施

設を適切に修繕するため、個別施設計画を作成し、優先度に基づく計画

的な修繕を引き続き実施する。 

 

 （再掲）また、施設の長寿命化によるライフサイクルコストの縮減や事

業費の平準化を図り、公共土木施設の計画的な維持管理に向けた取組を

引き続き実施する。 

 

 （再掲）長寿命化や維持管理の一層の効率化・省人化を図るため、広島

県長寿命化技術活用制度や新技術の積極的な活用を推進する。 

 （再掲）AI/IoT などのデジタル技術の活用や、県・市町の管理者の枠を

超えた連携などによる維持管理の効率化・省力化など、新たなインフラ

マネジメントに取組む。 

 老朽化対策 

（人材育成） 

(建) 
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７：制御不能な複合災害・二次災害を発生させない 

7-1．地震に伴う市街地の大規模火災の発生による多数の死傷者の発生 

 

脆弱性の評価 

評価基準 府中町における現在の施策 

①装備資機材の強化及び関係機関の連携体制の整備  

 （再掲）消防本部及び消防署（常備消防）の装備

資機材の強化及び消防職員の知識・技能の向上を

図るとともに、地域の消防力を超える規模の災害

に対応するため、広域的な応援の受入れ体制を整

備する必要がある。 

 （再掲）消防本部及び消防署（常備消防）につい

ては、装備資機材の強化促進、消防職員の知識・

技能の向上を図るとともに、地域の消防力を超え

る大規模災害に備え、緊急消防援助隊等の広域的

な応援の受入れ体制の強化を行っている。 

 （再掲）大規模災害時に適切に対処するためには、

あらゆる事態を想定した平素からの各種訓練の継

続、民間団体や関係機関との連携強化、災害用装

備資機材の充実など、危機管理体制の維持・強化

が必要である。 

 （再掲）当町の災害時の対処能力の向上を図るた

め、民間団体や関係機関等と連携した訓練も含め、

初動対応や防災・危機管理に関する訓練を継続的

に実施している。 

 

 （再掲）災害対応・復旧活動のための資機材を整

備するとともに、資機材使用訓練を始めとする各

種訓練を計画的に実施して、事案対処能力の向上

を図っている。 

②消防団・自主防災組織の充実・強化  

 （再掲）地域の重要な防災力である消防団（非常

備消防）の団員が減少している。また、自主防災

組織等との連携も少ないことから、消防団の充実

強化及び地域の防災機関・団体との連携強化を図

ることが必要である。 

 （再掲）消防団については、団員を確保するため、

積極的に入団促進を実施している。また、消防学

校における教育訓練や消防署との連携訓練等によ

り災害対応能力の向上を図っている。 

 （再掲）大規模災害時には、警察・消防等による

「公助」の不足が過去の例からも想定されること

から、地域防災力の充実強化に向けた、自主防災

組織の設立促進と活動の活発化に取組む必要があ

る。 

 （再掲）地域住民の関心や協力を引き出し、地域

防災の推進役となる新たなリーダーの発掘・養成

に取組む必要がある。 

 （再掲）自主防災組織が大雨災害時等に組織的に

活動を行うためには、平素から非常時の役割分担

や活動を開始するタイミング等を定めた体制作り

が必要である。 

 （再掲）自主防災組織については、広島県が発行

している「自主防災組織活性化マニュアル」や「広

島県自主防災アドバイザー」の活用促進、当町が

実施する「防災出前講座」などで活動を促進して

いる。 

 （再掲）また、自主防災組織の設立促進と活動の

活性化を実施している。 

  

４：脆弱性の評価と今後の施策 
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今後の施策 
施策分野 

（横断的分野） 
関係 
部門 

①装備資機材の強化及び関係機関の連携体制の整備   

 （再掲）消防本部及び消防署（常備消防）については、装備資機材の強

化促進、消防職員の知識・技能の向上を図るとともに、地域の消防力を

超える大規模災害に備え、引き続き緊急消防援助隊等の広域的な応援の

受入れ体制の強化を行う。 

 行政機能/消防/防

災教育等 

(消) 

 （再掲）当町の災害時の対処能力の向上を図るため、引き続き、民間団

体や関係機関等と連携した訓練を進めると共に、初動対応や防災・危機

管理に関する訓練を継続的に実施し、訓練結果を踏まえて各種マニュア

ル類の不断の見直しを実行する。 

 

 （再掲）災害対応・復旧活動のための資機材を整備するとともに、資機

材使用訓練を始めとする各種訓練を計画的に実施して、事案対処能力の

向上を図る。 

 行政機能/消防/防

災教育等 

（官民連携） 

(総危) 

(消) 

②消防団・自主防災組織の充実・強化   

 （再掲）消防団については、団員を確保するため、多様な入団促進の取

組を実施するとともに、訓練等活動内容の充実や長く続けられる体制づ

くりの整備等を推進する。また、自主防災組織等と連携した活動を推進

する。 

 行政機能/消防/防

災教育等 

（人材育成） 

(消) 

 （再掲）引き続き、広島県の自主防災組織に対する活用制度、当町の「防

災出前講座」等の実施により、組織活動を支援する。また、広島県と連

携し防災リーダーの育成、自主防災組織の活性化や設立に取組む。 

 

 

 （再掲）広島県と連携し、非常時に自主防災組織が組織的に避難の呼び

かけを行えるよう、自主防災組織の活動を支援する。 

 行政機能/消防/防

災教育等 

（リスクコミュニケーション） 

（人材育成） 

(総危) 
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脆弱性の評価 

評価基準 府中町における現在の施策 

③市街地での防災機能の確保等  

 （再掲）雨水の流出抑制や市街地における自然環

境の保全の観点から、公園や緑地を適切に配置す

る必要がある。 

 

 （再掲）地震・火災などの災害時に、防災拠点や

避難地となる公園・広場などの適正な配置及び整

備を行う必要がある。 

 （再掲）当町における公園・緑地・広場の整備は

市街地に適地がないことから、河川空間の有効活

用や、市街地の再整備による公園・広場の整備を

推進している。 

 

7-2．沿線・沿道の建物倒壊に伴う閉塞による交通麻痺 

 

脆弱性の評価 

評価基準 府中町における現在の施策 

①住宅・建築物等の耐震化  

 （再掲）南海トラフ巨大地震等の被害想定では、

当町においても、震度 5 強～6 強の地震が発生す

る可能性があることから、耐震化を進める必要が

ある。 

 （再掲）大規模地震発生時において倒壊により多

数の死傷者が発生するおそれがある大規模建築物

や、早期の救助・復旧活動に関係する広域緊急輸

送道路沿道建築物及び防災拠点建築物について、

耐震化を促進している。 

 （再掲）また、土地区画整理事業等を実施するこ

とで、脆弱な都市基盤の解消及び老朽化した建築

物の更新を促進している。 

②既存建築物の総合的な安全対策  

 （再掲）住宅・建築物の耐震化のほか、既存建築

物の総合的な安全対策を講じる必要がある。 

 （再掲）既存建築物の総合的な安全対策として、

ブロック塀等の安全対策、屋外広告物等の落下防

止対策、大規模空間を持つ建築物の天井の崩落対

策、エレベーターの閉じ込め防止対策及び家具の

転倒防止等の取組を広島県と連携を図りながら推

進している。 

  

４：脆弱性の評価と今後の施策 
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７：制御不能な複合災害・二次災害を発生させない 

今後の施策 
施策分野 

（横断的分野） 
関係 
部門 

③市街地での防災機能の確保等   

 （再掲）市街地における自然環境の保全の観点から、河川空間の有効活

用や、市街地の再整備による公園・広場の整備を推進する。 

 

 

 （再掲）地震・火災などの災害時に、広域的な防災拠点となる基幹公園

や一時避難地となる公園などの再整備を推進する。 

 住宅・都市 (建) 

 

 

 

今後の施策 
施策分野 

（横断的分野） 
関係 
部門 

①住宅・建築物等の耐震化   

 （再掲）大規模地震発生時において倒壊により多数の死傷者が発生する

おそれがある大規模建築物や、早期の救助・復旧活動に関係する広域緊

急輸送道路沿道建築物及び防災拠点建築物について、耐震化を促進す

る。 

 

 （再掲）また、土地区画整理事業等を引き続き実施することで、脆弱な

都市基盤の解消及び老朽化した建築物の更新を促進し、安心安全で良好

な市街地環境を創造する。 

 住宅・都市 (建) 

②既存建築物の総合的な安全対策   

 （再掲）既存建築物の総合的な安全対策として、ブロック塀等の安全対

策、屋外広告物等の落下防止対策、大規模空間を持つ建築物の天井の崩

落対策、エレベーターの閉じ込め防止対策及び家具の転倒防止等の取組

を広島県と連携を図りながら引き続き推進する。 

 住宅・都市 (建) 
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7-3．ため池、防災インフラ、天然ダム等の損壊・機能不全や堆積した土砂等の流出による多数の死傷者 

 

脆弱性の評価 

評価基準 府中町における現在の施策 

①治山施設の整備  

 （再掲）当町は多数の土砂災害警戒区域を抱えて

おり、ハード対策には多大の費用と時間を要する

ことから、優先度を明確にした上で整備を進めて

いく必要がある。 

 （再掲）「ひろしま砂防アクションプラン 2016」

に基づき、広島県と連携を図りながら、防災拠点

や住宅密集地等の保全などを効果的・効率的に推

進している。 

 （再掲）当町は多くの山地災害危険地区を抱えて

おり、治山施設の整備等の対策に取組んでいく必

要がある。 

 （再掲）人的被害の発生を防ぐため、広島県に対

して治山施設の効果的な配置や既存施設の点検・

修繕の実施を要望している。 

②農業用ため池の老朽化対策  

 ため池の決壊は、周辺地域への洪水、土石流など

の二次被害の要因となることから、被害を未然に

防止し、又は軽減する必要がある。 

 決壊した場合に人への被害が想定されるため池に

ついては、防災重点ため池に選定したうえで、広

島県が作成した浸水想定区域図を基にハザードマ

ップを作成し、周知を行っている。 

 ため池の防災対策や埋立てなど、危険度の高いた

め池から順次整備等を進めるとともに、水位を常

時監視する遠隔監視装置を設置するなど巡回・点

検に努めている。 

 

7-4．有害物質の大規模拡散・流出による土地の荒廃 

 

脆弱性の評価 

評価基準 府中町における現在の施策 

①有害物質流出対策  

 災害時において、化学物質等が流出し、健康被害

の発生や土壌・水質・大気汚染等の二次被害が発

生した際には、速やかに流出した化学物質の種類・

性状等を把握の上、関係機関と連携しながら、的

確な対応を取る必要がある。 

 汚染事故の発生に際しては、広島県危機対策運営

要領（水質汚染事故、大気汚染事故）により、速や

かに関係機関で情報を共有する体制を構築してい

る。 

 災害時に有害な化学物質等が流出した場合は、広

島県・関係機関・近隣市町と連携して、速やかに

大気、土壌、公共用水域等のサンプリング・検査

を行い、環境影響の有無についての把握を行って

いる。   

４：脆弱性の評価と今後の施策 
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７：制御不能な複合災害・二次災害を発生させない 

の発生 

 

今後の施策 
施策分野 

（横断的分野） 
関係 
部門 

①治山施設の整備   

 （再掲）「ひろしま砂防アクションプラン 2021（仮）」に基づき、広島

県との更なる連携強化を図りながら、平成 30 年 7 月豪雨災害の被災地

域の再度災害防止対策を 優先に進めるとともに、防災拠点や住宅密集

地、インフラ・ライフライン等の重要施設の保全など、重点対策に沿っ

た事前防災を切れ目なく着実に推進する。 

 （再掲）土石流対策については、広島県に対し、砂防施設の整備等を継

続して要望していく。 

 土地保全 (建) 

 （再掲）人的被害の発生を防ぐため、広島県に対して治山施設の効果的

な配置や既存施設の点検・修繕の実施を引き続き要望していく。 

 土地保全 (町) 

②農業用ため池の老朽化対策   

 決壊した場合に人への被害が想定されるため池については、引き続きハ

ザードマップにより周知を行う。 

 

 

 ため池の防災対策や埋立てなど、危険度の高いため池から順次整備等を

進めるとともに、水位を常時監視する遠隔監視装置を設置するなど引き

続き巡回・点検に努める。 

 土地保全 

（老朽化対策） 

(町) 

 

 

 

今後の施策 
施策分野 

（横断的分野） 
関係 
部門 

①有害物質流出対策   

 汚染事故の発生に際しては、広島県危機対策運営要領（水質汚染事故、

大気汚染事故）により、速やかに関係機関で情報を共有する体制を引き

続き構築する。 

 

 災害時に有害な化学物質等が流出した場合は、広島県・関係機関・近隣

市町と連携して、速やかに大気、土壌、公共用水域等のサンプリング・

検査を行い、環境影響の有無についての把握を行う。 

 環境 (町) 
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7-5．農地・森林等の被害による土地の荒廃 

 

脆弱性の評価 

評価基準 府中町における現在の施策 

①森林等の保全の取組  

 管理が不十分なことなどにより、森林の有する公

益的機能の低下が懸念されるため、多様な主体が

参加する保全活動を拡大させていく取組が必要で

ある。 

 公益的機能の低下が懸念される山林の整備など、

地域住民等による主体的・継続的な森林保全活動

を支援している。 

 

  

４：脆弱性の評価と今後の施策 
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７：制御不能な複合災害・二次災害を発生させない 

 

 

今後の施策 
施策分野 

（横断的分野） 
関係 
部門 

①森林等の保全の取組   

 公益的機能の低下が懸念される山林の整備など、地域住民等による主体

的・継続的な森林保全活動を引き続き支援する。 

 土地保全 

 環境 

 土地利用 

(町) 
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８：地域社会・経済が迅速かつ従前より強靱な姿で復興できる条件を整備する 

8-1．大量に発生する災害廃棄物の処理の停滞により復興が大幅に遅れる事態 

 

脆弱性の評価 

評価基準 府中町における現在の施策 

①災害廃棄物処理計画に基づく対応  

 （再掲）災害発生時に迅速かつ適正な災害廃棄物

の処理が速やかに行えるよう、広島県と連携する

必要がある。 

 （再掲）平成 30 年 3 月に策定した「府中町災害

廃棄物処理計画」の実行性を高めるため、広島県

や関係団体等との災害時における連携体制を強化

する必要がある。 

 （再掲）広島県や関係団体等が開催する研修・図

上訓練を通じて、災害時における連携体制の強化

を図っている。 

 （再掲）「府中町災害廃棄物処理計画」を策定し、

災害時に発生する廃棄物の対策における基本的な

考え方及び手順を取りまとめるとともに、広島県

や関係団体との連携体制の構築を推進している。 

 

8-2．復興を支える人材等の不足や基幹インフラの損壊、より良い復興に向けたビジョンの欠如等により 

 

脆弱性の評価 

評価基準 府中町における現在の施策 

①建設業の担い手確保  

 建設産業は、災害等発生時の被災地での緊急対応

や遮断された交通網の復旧など、地域の安全・安

心を担っているが、町内の建設業就業者数は年々

減少し、年齢構成では若年層の割合が低く、高齢

化が進行している。今後も地域の持続的な発展と

安全・安心の確保を図っていくためには、建設産

業の担い手の中・長期的な育成・確保に取組む必

要がある。 

 建設産業は災害等発生時の被災地での緊急対応や

遮断された交通網の復旧などを担っていることか

ら、地域の持続的な発展と安全・安心の確保を図

るため、広島県と連携して、経営改善に向けた支

援や労働環境の改善に向けた取組等を実施するこ

とにより、建設産業の担い手の中・長期的な育成・

確保を推進している。 

②デジタル技術を活用した生産性の向上  

 大規模災害の多発や技術者の不足が顕在化する中

で、持続可能な建設産業を実現するためには、

AI/IoT などのデジタル技術の活用やデータ連携な

どによる、新たなインフラマネジメントの仕組み

づくりが必要である。 

 建設現場における生産性を向上するための仕組み

づくりについて、広島県を通じて情報収集を行っ

ている。 

③建築物への迅速な震災対応を可能とする体制整備  

 迅速な震災対応を可能とする体制整備を図るた

め、震災時における連絡体制の整備や被災建築物

の危険度を判定する技術者を広島県へ速やかに要

請する必要がある。 

 広島県と連携し、迅速な応急危険度判定士の派遣

体制の整備や、広島県が認定する被災建築物応急

危険度判定士の技術等の向上のための講習会への

積極的参加を推進している。 
  

４：脆弱性の評価と今後の施策 
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今後の施策 
施策分野 

（横断的分野） 
関係 
部門 

①災害廃棄物処理計画に基づく対応   

 （再掲）引き続き、広島県や関係団体等が開催する研修・図上訓練に積

極的に参加し、災害時における連携体制の強化を図る。 

 

 （再掲）「府中町災害廃棄物処理計画」の実行性を高めるため、引き続

き広島県や関係団体との連携体制の構築を推進する。 

 再掲）「府中町災害廃棄物処理初動マニュアル」の策定等、災害発生時

に迅速かつ適正な処理が行える体制の整備を図る。 

 環境 (町) 

 

復興できなくなる事態 

 

今後の施策 
施策分野 

（横断的分野） 
関係 
部門 

①建設業の担い手確保   

 建設産業は災害等発生時の被災地での緊急対応や遮断された交通網の

復旧などを担っていることから、地域の持続的な発展と安全・安心の確

保を図るため、広島県と連携して、経営改善に向けた支援や労働環境の

改善に向けた取組等を実施することにより、建設産業の担い手の中・長

期的な育成・確保を引き続き推進する。 

 産業構造 

（人材育成） 

（官民連携） 

(建) 

(町) 

②デジタル技術を活用した生産性の向上   

 広島県が試行的に実施している ICT 活用工事や BIM/CIM の事例を参考

に、建設分野の更なる生産性の向上を検討する。 

 産業構造 (建) 

③建築物への迅速な震災対応を可能とする体制整備   

 広島県と連携し、迅速な応急危険度判定士の派遣体制の整備や、広島県

が認定する被災建築物応急危険度判定士の技術等の向上のための講習

会への積極的参加を引き続き推進する。 

 住宅・都市 

（人材育成） 

(建) 
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脆弱性の評価 

評価基準 府中町における現在の施策 

③建築物への迅速な震災対応を可能とする体制整備  

 余震による倒壊など人命にかかる二次被害を防止

する観点から、被災建築物・宅地の応急危険度判

定体制を整備する必要がある。 

 余震による倒壊など人命にかかる二次被害を防止

する観点から、被災建築物・宅地の応急危険度判

定を行う被災建築物応急危険度判定士及び被災宅

地危険度判定士の登録を推進している。 

④地籍調査の推進  

 災害後の復旧・復興を円滑に進めるためには土地

境界を明確にしておくことが重要となることか

ら、町内の地籍調査を行う必要がある。 

 災害後の復旧・復興を円滑に進めるために土地境

界を明確にしておくことが重要なため、官民境界

等先行調査を進めている。 

⑤その他  

 当町において、復興まちづくりに向けた平時にお

ける執行体制づくりが必要である。 

 「府中町地域防災計画」に復興まちづくりを位置

づけ、執行体制の構築を推進している。 

 

8-3．広域地盤沈下等による広域・長期にわたる浸水被害の発生により復興が大幅に遅れる事態 

 

脆弱性の評価 

評価基準 府中町における現在の施策 

①洪水、高潮対策施設の整備  

 （再掲）大規模な洪水や台風などの高潮時による

浸水対策などとして、河川整備を推進しているも

のの、家屋等が浸水する恐れがある。 

 （再掲）大規模な洪水や台風などの高潮時による

浸水対策などとして、優先度や緊急性の高い箇所

を明確にした上で、広島県に対し河川改修等の早

期実施を要望している。 

 （再掲）当町では台風などの高潮や津波は河川遡

上により発生することから、河川に対する対策が

必要である。 

 

 

 （再掲）南海トラフ巨大地震による被害想定にお

いて、津波による死者数が 86 名予測されている

ことから、河川護岸の耐震対策が必要である。 

 （再掲）当町では河川遡上による津波・高潮浸水

が予測されることから、県との連携を図りながら

河川護岸整備を推進している。また、「総合防災マ

ップ」を作成し、浸水想定区域内の住民への危険

を周知している。 

 （再掲）決壊・越水が想定される河川堤防におい

て、南海トラフ巨大地震など大規模地震による津

波への減災対策として、広島県に対し河川改修等

の早期実施を要望している。 

②浄化槽対策  

 （再掲）災害発生時に支障を来した浄化槽の復旧

が速やかに行われるよう体制を整備する必要があ

る。 

 （再掲）浄化槽台帳の整理、災害からの復旧時に

おける災害廃棄物処理や施設の復旧対策などを行

っている。 
  

４：脆弱性の評価と今後の施策 
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８：地域社会・経済が迅速かつ従前より強靱な姿で復興できる条件を整備する 

今後の施策 
施策分野 

（横断的分野） 
関係 
部門 

③建築物への迅速な震災対応を可能とする体制整備   

 余震による倒壊など人命にかかる二次被害を防止する観点から、被災建

築物・宅地の応急危険度判定を行う被災建築物応急危険度判定士及び被

災宅地危険度判定士の登録を引き続き推進する。 

 住宅・都市 

（人材育成） 

(建) 

④地籍調査の推進   

 災害後の復旧・復興を円滑に進めるために土地境界を明確にしておくこ

とが重要なため、引き続き官民境界等先行調査を実施する。 

 土地利用 (財) 

⑤その他   

 「広島県災害復興都市計画マニュアル（平成 27 年 3 月）」などを活用

し、復興まちづくりに向けた平時における執行体制の構築を引き続き推

進する。 

 住宅・都市 (建) 

 

 

 

今後の施策 
施策分野 

（横断的分野） 
関係 
部門 

①洪水、高潮対策施設の整備   

 （再掲）大規模な洪水や台風などの高潮時による浸水対策などとして、

優先度や緊急性の高い箇所を明確にした上で、広島県に対し河川改修等

の早期実施を継続して要望していく。 

 住宅・都市 

 土地保全 

(建) 

(町) 

 （再掲）当町では河川遡上による津波・高潮浸水が予測されることから、

県との連携を図りながら河川護岸整備を推進していく。また、浸水想定

区域内の住民への危険周知を継続して実施していく。 

 

 

 （再掲）決壊・越水が想定される河川堤防において、南海トラフ巨大地

震など大規模地震による津波への減災対策として、広島県に対し河川改

修等の早期実施を継続して要望していく。 

 土地保全 

（リスクコミュニケーション） 

(建) 

(町) 

(総危) 

②浄化槽対策   

 （再掲）浄化槽台帳の整理、災害からの復旧時における災害廃棄物処理

や施設の復旧対策などを引き続き行う。 

 環境 (町) 
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脆弱性の評価 

評価基準 府中町における現在の施策 

③下水道施設の防災・減災対策  

 （再掲）市街地の浸水災害による被害を軽減する

ため、下水道による浸水対策を進めるとともに、

災害時の下水処理の機能停止による被害を軽減す

るため、下水道施設の防災対策を進める必要があ

る。 

 （再掲）下水道施設の機能停止時にも早期の復旧

を図るための体制整備を進める必要がある。 

 （再掲）町が管理する下水道施設において、都市

浸水対策達成率は 100%であり、災害時において

も、現在の機能を維持するため、施設の長寿命化

や耐震化を進めている。 

 

 （再掲）下水道施設の機能停止時にも早期に機能

復旧が図れるよう下水道 BCP を策定している。 

 流域下水道施設について、耐震化・耐水化対策を

進め被害の軽減を図る必要がある 

 流域下水道施設については、広島県が管理してい

るため、広島県に対して、施設の耐震化など適切

な防災対策を要望している。 

 

8-4．貴重な文化財や環境的資産の喪失、地域コミュニティの崩壊等により復興が大幅に遅れる事態 

 

脆弱性の評価 

評価基準 府中町における現在の施策 

①自主防災組織の充実・強化  

 （再掲）大規模災害時には、警察・消防等による

「公助」の不足が過去の例からも想定されること

から、地域防災力の充実強化に向けた、自主防災

組織の設立促進と活動の活発化に取組む必要があ

る。 

 （再掲）地域住民の関心や協力を引き出し、地域

防災の推進役となる新たなリーダーの発掘・養成

に取組む必要がある。 

 （再掲）自主防災組織が大雨災害時等に組織的に

活動を行うためには、平素から非常時の役割分担

や活動を開始するタイミング等を定めた体制作り

が必要である。 

 （再掲）自主防災組織については、広島県が発行

している「自主防災組織活性化マニュアル」や「広

島県自主防災アドバイザー」の活用促進、当町が

実施する「防災出前講座」などで活動を促進して

いる。 

 （再掲）また、「防災リーダー養成講座」を実施す

るなど、自主防災組織の設立促進と活動の活性化

を実施している。 

②自助・共助の取組強化  

 （再掲）災害から被害を軽減していくため、町民

一人一人の防災意識を高め、災害を「正しく恐れ

ることが大切であること」を認識し、災害から命

を守るために適切な行動をとることができるよ

う、実際の避難行動に結び付くための、啓発や防

災教育などに取組む必要がある。 

 （再掲）町民一人一人が災害から命を守るために

適切な行動をとることができるようにするため、

防災教室や防災訓練、防災リーダー等の養成や防

災教育などが積極的に取組まれるよう、防災・減

災に関する町民運動を支援・推進している。 

  

４：脆弱性の評価と今後の施策 
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８：地域社会・経済が迅速かつ従前より強靱な姿で復興できる条件を整備する 

今後の施策 
施策分野 

（横断的分野） 
関係 
部門 

③下水道施設の防災・減災対策   

 （再掲）雨水排水施設の改築を計画的に推進することで、施設の長寿命

化と耐震化を図る。 

 

 

 

 （再掲）引き続き下水道施設の機能停止時にも早期に機能復旧が図れる

よう必要に応じて下水道 BCP の見直しを実施する。 

 住宅・都市 (町) 

 流域下水道施設については広島県が管理しているため、広島県に対し、

施設の耐震化など適切な防災対策を引き続き要望する。 

 環境 (町) 

 

 

 

今後の施策 
施策分野 

（横断的分野） 
関係 
部門 

①自主防災組織の充実・強化   

 （再掲）引き続き、広島県の自主防災組織に対する活用制度、当町の「防

災出前講座」等の実施により、組織活動を支援する。また、広島県と連

携し防災リーダーの育成、自主防災組織の活性化や設立に取組む。 

 

 

 （再掲）広島県と連携し、非常時に自主防災組織が組織的に避難の呼び

かけを行えるよう、自主防災組織の活動を支援する。 

 行政機能/消防/防

災教育等 

（リスクコミュニケーション） 

（人材育成） 

(総危) 

②自助・共助の取組強化   

 （再掲）「自助」「共助」の取組を一層推進する施策として、具体的な

災害への備えや避難行動をとることができるよう、広島県の「ひろしま

マイ・タイムライン」（自らの防災行動計画）を活用しながら普及促進

等に取組んでいく。 

 行政機能/消防/防

災教育等 

（リスクコミュニケーション） 

(総危) 
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脆弱性の評価 

評価基準 府中町における現在の施策 

③平時からの連携体制構築  

 （再掲）災害時において、被災された高齢者の支

援を円滑に行うためには、平時から関係者の連携

体制を強化させる必要があるため、災害時も機能

する地域包括ケアシステムの構築が求められる。 

 （再掲）行政、専門職や地域住民等が連携し、地

域の資源を 大限活用し、医療・介護・予防・住ま

い・生活支援などのサービスを高齢者本人の状態

に応じて、適切な組合せで提供できるよう、地域

包括ケアシステムの質の向上に取組んでいる。 

④市街地での防災機能の確保等  

 （再掲）雨水の流出抑制や市街地における自然環

境の保全の観点から、公園や緑地を適切に配置す

る必要がある。 

 

 （再掲）地震・火災などの災害時に、防災拠点や

避難地となる公園・広場などの適正な配置及び整

備を行う必要がある。 

 （再掲）当町における公園・緑地・広場の整備は

市街地に適地がないことから、河川空間の有効活

用や、市街地の再整備による公園・広場の整備を

推進している。 

⑤被災者の住宅確保  

 大規模災害時などに、建物倒壊等により住居を失

った被災者が大勢いた場合、その居住場所の早期

確保に課題がある。 

 仮設住宅の建設時に必要な公有地の把握や、速や

かな建設・受け入れが可能となるよう、広島県と

の連携強化を図っている。 

⑥森林等の保全の取組  

 （再掲）管理が不十分なことなどにより、森林の

有する公益的機能の低下が懸念されるため、多様

な主体が参加する保全活動を拡大させていく取組

が必要である。 

 （再掲）公益的機能の低下が懸念される山林の整

備など、地域住民等による主体的・継続的な森林

保全活動を支援している。 

⑦文化財の保護  

 文化財について、災害時の避難や救出体制の想定

や、耐震診断・耐震補強等の実施を促進する必要

がある。 

 災害が発生した場合でも文化財が保護されるよ

う、文化財の把握を進めている。 

  

４：脆弱性の評価と今後の施策 
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８：地域社会・経済が迅速かつ従前より強靱な姿で復興できる条件を整備する 

今後の施策 
施策分野 

（横断的分野） 
関係 
部門 

③平時からの連携体制構築   

 （再掲）在宅医療・介護連携や生活支援など、災害時においても関係者

が必要な連携を円滑に図れるよう、災害時支援の連携体制の構築を推進

する。 

 保健医療・福祉 

（リスクコミュニケーション） 

(福) 

④市街地での防災機能の確保等   

 （再掲）市街地における自然環境の保全の観点から、河川空間の有効活

用や、市街地の再整備による公園・広場の整備を推進する。 

 

 

 （再掲）地震・火災などの災害時に、広域的な防災拠点となる基幹公園

や一時避難地となる公園などの再整備を推進する。 

 住宅・都市 (建) 

⑤被災者の住宅確保   

 仮設住宅の建設時に必要な公有地の把握や、速やかな建設・受け入れが

可能となるよう、広島県との更なる連携強化を図る。 

 住宅・都市 (総危) 

(建) 

⑥森林等の保全の取組   

 （再掲）公益的機能の低下が懸念される山林の整備など、地域住民等に

よる主体的・継続的な森林保全活動を引き続き支援する。 

 土地保全 

 環境 

 土地利用 

(町) 

⑦文化財の保護   

 災害が発生した場合でも文化財が保護されるよう、文化財の把握だけで

なく、災害時の避難や救出体制の想定などを検討する。 

 住宅・都市 (教) 
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8-5．事業用地の確保、仮設住宅・仮店舗・仮事業所等の整備が進まず復興が大幅に遅れる事態 

 

脆弱性の評価 

評価基準 府中町における現在の施策 

①事業用地の確保  

 所有者不明土地や多数共有地（相続人多数）が存

在する場合、土地所有者の特定、取得に時間を要

する。 

 事業箇所が決まり次第、速やかに現地調査、法務

局調査、権利者調査を行い、迅速な用地取得が可

能となるよう事務を進めている。 

②被災者の住宅確保  

 （再掲）大規模災害時などに、建物倒壊等により

住居を失った被災者が大勢いた場合、その居住場

所の早期確保に課題がある。 

 （再掲）仮設住宅の建設時に必要な公有地の把握

や、速やかな建設・受け入れが可能となるよう、

広島県との連携強化を図っている。 

 

8-6．風評被害や信用不安、生産力の回復遅れ、大量の失業・倒産等による町内経済等への甚大な影響 

 

脆弱性の評価 

評価基準 府中町における現在の施策 

①正確な情報提供  

 災害発生時において、風評被害を防ぐため、正確

な被害情報等を収集するとともに、正しい情報を

迅速かつ的確に提供する必要がある。 

 災害発生時において、風評被害を防ぐため、正確

な被害情報等を収集するとともに、広島県と連携

し、正しい情報を迅速かつ的確に提供する体制づ

くりを進めている。 

②事業継続の取組の推進  

 （再掲）災害が発生したとしても、企業が災害時

に果たす役割を認識し、各企業において重要業務

を整理し、BCP を策定する必要がある。 

 （再掲）町内企業に対し、災害時の企業の役割や

企業 BCP の必要性について、普及・啓発を進めて

いる。 

 

 

  

４：脆弱性の評価と今後の施策 
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８：地域社会・経済が迅速かつ従前より強靱な姿で復興できる条件を整備する 

 

 

今後の施策 
施策分野 

（横断的分野） 
関係 
部門 

①事業用地の確保   

 事業箇所が決まり次第、速やかに現地調査、法務局調査、権利者調査を

行い、迅速な用地取得が可能となるよう事務を進める。 

 

 所有者不明土地等においては、財産管理制度や所有者不明土地法の活用

などを検討するとともに現在、国において手続が進められている民法及

び不動産登記法等の改正について、広島県を通じてその動向を注視し、

利用可能な制度の活用を図る。 

 住宅・都市 (建) 

②被災者の住宅確保   

 （再掲）仮設住宅の建設時に必要な公有地の把握や、速やかな建設・受

け入れが可能となるよう、広島県との更なる連携強化を図る。 

 住宅・都市 (総危) 

(建) 

 

 

 

今後の施策 
施策分野 

（横断的分野） 
関係 
部門 

①正確な情報提供   

 災害発生時において、風評被害を防ぐため、正確な被害情報等を収集す

るとともに、広島県と連携し、正しい情報を迅速かつ的確に提供する体

制を引き続き整備する。 

（リスクコミュニケーション） (総危) 

(総) 

②事業継続の取組の推進   

 （再掲）地震等による業務中断の影響の事例なども踏まえながら、町内

企業に対し、災害時の企業の役割や企業 BCP の必要性について、普及・

啓発を進めていく。 

 産業構造 (総危) 

(町) 
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（２）施策に対する指標 

前項で定めた施策に対する取組を推進し、進捗管理を行うための事業指標を設定した。 

１：直接死を最大限防ぐ 

1-1 住宅・建物・交通施設等の複合的・大規模倒壊や密集市街地における大規模火災による多数の死

傷者の発生 

施策項目 指標 現状値 目標値 

②建築物等の老朽化対策 公共施設の改修実施施設数 ― 15 施設 

③公共土木施設等の老朽化対策 
修繕実施橋梁数 ― 12 橋 

修繕実施道路延長 ― 4,000ｍ 

④地震防災対策 応急手当講習の参加者延べ数 8,716 人 11,000 人 

⑤消防団・自主防災組織の充実・強化 
消防団訓練活動回数 16 回 18 回 

自主防災組織の組織率 95.5％ 100％ 

⑥災害に強い道路ネットワークの 

構築 
都市計画道路の整備率 68.5％ 72.1％ 

⑦市街地での防災機能の確保等 
公園の面積 83.8ha 84.0ha 

幅員 4ｍ未満の町道延長割合 32.5％ 31.9％ 

⑧既存建築物等の総合的な安全対策 住環境改善事業年間補助件数 7 件 9 件 

 

1-2 広域にわたる大規模津波等による多数の死傷者の発生 

施策項目 指標 現状値 目標値 

②津波避難体制の整備 自主防災組織の組織率 95.5％ 100％ 

 

1-3 突発的又は広域かつ長期的な市街地等の浸水による多数の死傷者の発生 

施策項目 指標 現状値 目標値 

②下水道施設の防災・減災対策 浸水被害対象家屋数 0 戸 0 戸 

 

1-4 大規模な土砂災害等による多数の死傷者の発生 

施策項目 指標 現状値 目標値 

①土砂災害や山地災害の対策施設の

整備 
急傾斜地崩壊対策事業進捗率 － 100％ 

 

２：救助・救急、医療活動が迅速に行われるとともに、被災者等の健康・避難生活環境を確実に確保する  

2-1 被災地での食料・飲料水・電力・燃料等、生命に関わる物資・エネルギー供給の停止 

施策項目 指標 現状値 目標値 

②非常用物資の備蓄の推進 避難所敷地内備蓄倉庫整備数 － 10 箇所 

④緊急輸送網の確保 都市計画道路の整備率 68.5％ 72.1％ 
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2-2 多数かつ長期にわたる孤立地域等の同時発生 

施策項目 指標 現状値 目標値 

①非常用物資の備蓄の推進 避難所敷地内備蓄倉庫整備数 － 10 箇所 

 

2-3 自衛隊、警察、消防、海保等の被災等による救助・救急活動等の絶対的不足 

施策項目 指標 現状値 目標値 

①装備資機材の強化及び関係機関の

連携体制の整備 

年間救急救命士養成人数 1 人 1 人 

応急手当講習の参加者延べ数 8,716 人 11,000 人 

②消防団・自主防災組織の充実・強化 
消防団訓練活動回数 16 回 18 回 

自主防災組織の組織率 95.5％ 100％ 

 

2-4 想定を超える大量の帰宅困難者の発生、混乱 

施策項目 指標 現状値 目標値 

②非常用物資の備蓄の推進 避難所敷地内備蓄倉庫整備数 － 10 箇所 

 

2-5 医療・福祉施設及び関係者の絶対的不足・被災、支援ルートの途絶、エネルギー供給の途絶に

よる医療・福祉機能の麻痺 

施策項目 指標 現状値 目標値 

④緊急輸送網の確保 都市計画道路の整備率 68.5％ 72.1％ 

 

2-7 劣悪な避難生活環境、不十分な健康管理による多数の被災者の健康状態の悪化・死者の発生 

施策項目 指標 現状値 目標値 

③非常用物資の備蓄の推進 避難所敷地内備蓄倉庫整備数 － 10 箇所 

 

３：必要不可欠な行政機能は確保する 

3-1 町職員・施設等の被災及び各種情報の滅失等による機能の大幅な低下 

施策項目 指標 現状値 目標値 

③危機管理体制の維持・強化 応急手当講習の参加者延べ数 8,716 人 11,000 人 

 

４：必要不可欠な情報通信機能・情報サービスは確保する 

4-3 災害時に活用する情報サービスが機能停止し、情報の収集・伝達ができず、避難行動や救助・

支援が遅れる事態 

施策項目 指標 現状値 目標値 

⑦消防団・自主防災組織の充実・強化 自主防災組織の組織率 95.5％ 100％ 
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５：経済活動を機能不全に陥らせない 

5-2 幹線が分断するなど、基幹的交通ネットワークの機能停止による物流・人流への甚大な影響 

施策項目 指標 現状値 目標値 

①災害に強いインフラ整備 
都市計画道路の整備率 68.5％ 72.1％ 

急傾斜地崩壊対策事業進捗率 － 100％ 

 

６：ライフライン、燃料供給関連施設、交通ネットワーク等の被害を最小限に留めるととも
に、早期に復旧させる 

6-4 基幹的交通から地域交通網まで、交通インフラの長期間にわたる機能停止 

施策項目 指標 現状値 目標値 

①災害に強いインフラ整備 
都市計画道路の整備率 68.5％ 72.1％ 

急傾斜地崩壊対策事業進捗率 － 100％ 

 

6-5 防災インフラの長期間にわたる機能不全 

施策項目 指標 現状値 目標値 

②公共土木施設等の老朽化対策 
修繕実施橋梁数 ― 12 橋 

修繕実施道路延長 ― 4,000ｍ 

 

７：制御不能な複合災害・二次災害を発生させない 

7-1 地震に伴う市街地の大規模火災の発生による多数の死傷者の発生 

施策項目 指標 現状値 目標値 

①装備資機材の強化及び関係機関の

連携体制の整備 

年間救急救命士養成人数 1 人 1 人 

応急手当講習の参加者延べ数 8,716 人 11,000 人 

②消防団・自主防災組織の充実・強化 
消防団訓練活動回数 16 回 18 回 

自主防災組織の組織率 95.5％ 100％ 

③市街地での防災機能の確保等 公園の面積 83.8ha 84.0ha 

 

7-2 沿線・沿道の建物倒壊に伴う閉塞による交通麻痺 

施策項目 指標 現状値 目標値 

②既存建築物の総合的な安全対策 住環境改善事業年間補助件数 7 件 9 件 

 

7-3 ため池、防災インフラ、天然ダム等の損壊・機能不全や堆積した土砂等の流出による多数の死

傷者の発生 

施策項目 指標 現状値 目標値 

①治山施設の整備 急傾斜地崩壊対策事業進捗率 － 100％ 
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7-5 農地・森林等の被害による土地の荒廃 

施策項目 指標 現状値 目標値 

①森林等の保全の取組 森林ボランティアの人数 220 人 270 人 

 

８：地域社会・経済が迅速かつ従前より強靱な姿で復興できる条件を整備する 

8-3 広域地盤沈下等による広域・長期にわたる浸水被害の発生により復興が大幅に遅れる事態 

施策項目 指標 現状値 目標値 

③下水道施設の防災・減災対策 浸水被害対象家屋数 0 戸 0 戸 

 

8-4 貴重な文化財や環境的資産の喪失、地域コミュニティの崩壊等により復興が大幅に遅れる事態

施策項目 指標 現状値 目標値 

①自主防災組織の充実・強化 自主防災組織の組織率 95.5％ 100％ 

④市街地での防災機能の確保等 公園の面積 83.8ha 84.0ha 

⑥森林等の保全の取組 森林ボランティアの人数 220 人 270 人 
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4-2.重点化する施策 

（１）重点化の考え方 

大規模自然災害の発生に備えた防災・減災に係る施策を、限られた資源で効率的・効果的に

推進していくためには、「起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）」が回避されなか

った場合の影響の大きさや重要性等を考慮したうえで、施策の重点化を図ることが必要である。

国土強靱化地域計画の策定に関する国の指針においては、「地域特性を踏まえつつ重点化を行

うことが重要」とされている。 

当町では、南海トラフ巨大地震（マグニチュード9.0、当町での最大震度6弱）または、府中

町直下地震（マグニチュード6.9、最大震度6強）が発生した場合、これまでに経験したことな

いような広範囲にわたる甚大な被害が想定されている（P.13参照）。また、当町には土砂災害

警戒区域等が多数あり、地震による揺れや豪雨時において広範囲な被害の発生も予測される。 

以上のことから、本計画では、国の基本計画や広島県強靱化地域計画を踏まえ、回避を優先

する事態を「人命保護に直接関わる事態」とし、これに関する施策を重点化の対象とする。 

 

 

（２）重点化施策 

重点化に対する考え方を踏まえ、リスクシナリオの内、表-4.1に示す項目を重点化の対象と

し、重点化したリスクシナリオを回避するために必要な施策を推進していく。 

表-4.1 人命保護に直接関わる事態 

１：直接死を 大限防ぐ 

 
1-1 

住宅・建物・交通施設等の複合的・大規模倒壊や密集市街地における大規模火災によ
る多数の死傷者の発生 

1-3 突発的又は広域かつ長期的な市街地等の浸水による多数の死傷者の発生 

 
1-4 大規模な土砂災害等による多数の死傷者の発生 

２：救助・救急、医療活動が迅速に行われるとともに、被災者等の健康・避難生活環境を確実に
確保する 

 
2-1 被災地での食料・飲料水・電力・燃料等、生命に関わる物資・エネルギー供給の停止

 
2-3 自衛隊、警察、消防、海保等の被災等による救助・救急活動等の絶対的不足 

 
2-7 

劣悪な避難生活環境、不十分な健康管理による多数の被災者の健康状態の悪化・死者
の発生 

７：制御不能な複合災害・二次災害を発生させない 

 
7-1 地震に伴う市街地の大規模火災の発生による多数の死傷者の発生 
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第５章 計画の推進 

5-1.計画の推進体制 

本計画の推進にあたっては、第4章で施策ごとに整理した関係部門を中心に、全庁横断的な体

制の下で推進していく。加えて、広島県や関係機関とも相互調整を図り推進していくものとす

る。 

 

 

 

5-2.計画の推進と進捗管理 

本計画の推進及び進捗管理にあたっては、施策ごとの進捗状況や指標の達成率、社会状況の

変化を踏まえ、施策の実施計画の立案（計画：Plan）、計画の実施（実行：Do）、進捗状況把

握及び効果の評価（評価：Check）、評価結果による計画の見直し（改善：Act）に基づき、着

実に推進していくことが重要である。 

したがって、毎年度、施策ごとの取組内容及び指標の現状を把握し、今後の効果的な推進に

つなげるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-5.1 PDCA サイクルに基づく計画の運用 

 

 

5-3.計画の見直し 

本計画は、今後の社会情勢の変化、災害の発生状況、国及び広島県の強靭化施策の取組状況、

当町の総合計画の見直しなどを考慮し、必要に応じて見直しを行う。 

また、本計画は、各種部門計画における強靭化に関する施策を総合的かつ計画的に推進する

ための指針として位置付けていることから、地域防災計画をはじめとする、各種部門計画の見

直し時には、本計画との整合性を図るものとする。



◆用語解説 

 
※用語のページ数は該当用語が最初に記載されるページです 

か⾏ 
◎ 河川護岸（P30） 

河川の流れによって発生する浸食から、

河岸を保護するために設ける構造物。 

 

◎ 官民境界先行調査（P90） 

地籍調査の一つとして行われる調査で、

一筆ごとの土地ではなく、民有地と道路・

水路等の公共用地との境界を調査・測量す

ること。 

 

◎ 緊急輸送道路（P22） 

阪神・淡路大震災を教訓とし、地震直後

から発生する緊急輸送を円滑かつ確実に

実施することを目的として、各都道府県に

おいて策定された『緊急輸送道路ネットワ

ーク計画』のなかで設定された路線で、役

割に応じ、１次から３次までが設定されて

いる。 

 

◎ 減災（P1） 

災害時、被害を皆無にすることは不可能

という前提に立ち、起こりうる被害を 低

限にとどめ短期化しようとする防災の取

組。 

 

◎ 広域火葬（P56） 

大規模災害により、被災市町村が平常時

に使用している火葬場の火葬能力だけで

は、市町村内の遺体の火葬を行うことが不

可能となった場合に、被災地の周辺の火葬

場を活用して広域的に火葬を行うこと。 

 

◎ 公益的機能（森林の多面的機能）（P86） 

生物多様性の保全、土砂災害の防止、水

源のかん養、保健休養の場の提供など、

人々の暮らしに有益な影響を及ぼす森林

の機能。 

 

◎ 国土強靱化（P1） 

「国土強靱化基本計画」における国土強

靱化とは、事前防災及び減災その他迅速な

復旧復興並びに国際競争力の向上に資す

る国民生活及び国民経済に甚大な影響を

及ぼすおそれがある大規模自然災害等に

備えた国土の全域にわたる強靭な国づく

りのこと。 

 

◎ 個別計画（P32） 

避難行動要支援者ごとに、災害発生時に

避難支援をする者、避難方法、避難経路、

避難場所、避難支援を行う上での留意点等

を事前に定めたもの。 

 

 

さ⾏ 
◎ サプライチェーン（P20） 

原材料の調達から生産・販売・物流を経

て 終需要者に至る製品・サービス提供の

ために行われるビジネス諸活動の一連の

流れ。 

 

◎ 山地災害危険地区（P36） 

山地に起因する土砂災害（山腹の崩壊、

地すべり、崩壊土砂の流出）により、公共

施設又は人家等に直接被害を与えるおそ

れのある地区。 

 

◎ 広島県自主防災アドバイザー（P26） 

広島県が養成した「ひろしま防災リーダ

ー」をはじめ、自主防災組織の結成及び活

動に関して、知識や技能を有する者。 

 

◎ 自主防災組織（P24） 

地域住民が自主的に連携して、平常時に

は防災訓練や広報活動、災害時には初期消

火、救出救護、避難誘導、避難所への給水

給食活動などの防災活動を行う組織。 

 

◎ 消防団（P24） 

消防署と共に火災や災害への対応、予防

啓発活動等を行う、消防組織法に基づいた

消防組織。 



◆用語解説 

 
※用語のページ数は該当用語が最初に記載されるページです 

◎ 浸水時緊急退避協力施設（P32） 

洪水などの際に、町が開設する避難場所

などへの避難の途中で浸水危険にさらさ

れた場合に、町民等が緊急一時的に退避す

るための施設。浸水が予想される地域を中

心に、所有者などの協力が得られた施設を

指定している。 

 

◎ 総合行政通信網（P62） 

県庁と地方機関庁舎とを地上系多重回

線で結ぶとともに、県庁と市町・消防庁舎

とを衛星系回線で結ぶ通信網。行政の各分

野で多角的に活用できる総合ネットワー

クとして整備されている。 

 

 

 

た⾏ 
◎ 大規模盛土造成地（P38） 

谷や沢を埋めた盛土造成地のうち、盛土

の面積が 3,000 ㎡以上のもの又は傾斜地

盤上に盛土した造成地のうち、盛土する前

の地盤面の水平面に対する角度が 20 度以

上、かつ盛土の高さが５ｍ以上のもの。 

 

◎ 耐震化率（P22） 

すべての建築物のうち、大地震に対し新

耐震基準（昭和 56 年 6 月 1 日以降の耐震

基準）と同程度の耐震性能を持つ建築物の

割合。 

 

◎ 多重型道路ネットワーク（P26） 

大規模災害等により道路が寸断された

場合でも社会・経済活動への影響を 小限

にとどめるよう代替経路の確保を目的と

した道路ネットワーク。 

 

◎ 地域包括ケアシステム（P54） 

高齢者が可能な限り、住み慣れた地域で

その有する能力に応じ自立した日常生活

を営むことができるよう、医療、介護、予

防、住まい、生活支援などのサービスを包

括的に提供するという考え方に基づく地

域での体制のこと。 

 

◎ 地籍調査（P90） 

主に市町村が主体となって、一筆ごとの

土地の所有者、地番、地目を調査し、境界

の位置と面積を測量する調査。 

 

◎ ＤＭＡＴ（災害派遣医療チーム）（P49） 

医師、看護師、業務調整員で構成される

機動性を持った専門的な訓練を受けた自

己完結型の医療チームであり、大規模災害

が発生した現場等において、災害急性期

（おおむね 48 時間以内）の活動を行う。 

 

◎ 土砂災害警戒区域（P8） 

土砂災害防止法に基づき、都道府県が土

砂災害により被害を受けるおそれのある

場所の地形や地質、土地の利用状況などを

調査（基礎調査）して、都道府県知事が市

町村長の意見を聞いたうえで指定する、土

砂災害のおそれがある区域。指定されると、

市町村は地域防災計画において、警戒区域

ごとに警戒避難体制に関する事項を定め

ることとされている 

 

 

 

は⾏ 
◎ ハザードマップ（P30） 

地域や都市の状況に合わせ、危険情報を

公開・掲載した被害予測図。土砂災害や浸

水の危険区域、地震時の避難場所、避難経

路などを記載する。 

 

◎ ＢＣＰ（P34） 

ＢＣＰ（Business Continuity Plan）は、企

業においては事業継続計画、行政組織にお

いては業務継続計画と呼ばれる。これは、

組織が自然災害などの緊急事態の発生に

より、組織自らも被災し、利用できる資源
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に制約がある状況下であっても、中核とな

る事業の継続あるいは重要業務の早期着

手・復旧を可能とするため、優先的に実施

すべき業務を特定するとともに、業務の執

行体制や対応手順、継続に必要な資源の確

保等をあらかじめ定める計画のこと。 

 

◎ ＢＩＭ／ＣＩＭ（P89） 

ＢＩＭ／ＣＩＭ（Building/Construction 

Information Modeling、 Management）は、建

築物や公共土木施設の調査設計段階で作

成した３次元モデルをその後の施工や維

持管理で活用する取組のこと。 

 

◎ 被災建築物応急危険度判定士（P88） 

地震発生直後の応急対策の一環として、

被災建築物に対して応急危険度の判定を

行う者。県知事が実施する講習会を修了し、

認定されることで、判定士として登録され

る。 

 

◎ 被災宅地危険度判定士（P90） 

被災した市町村又は都道府県の要請に

より、宅地の 2 次災害の危険度を判定する

土木、建築等の技術者。県知事が実施する

講習会を修了し、認定されることで、判定

士として登録される。 

 

◎ 広島県災害時公衆衛生チーム（P52） 

県内外の災害発生時に、被災者に対して、

迅速かつ適切な公衆衛生の支援を行うた

めのチーム。現地ニーズ調査等を行う「調

査班」、必要な医療を提供する「医療班」、

心のケアや衛生管理等を担う「保健衛生班」

から成り、被災者の多様で長期にわたる医

療・健康ニーズに幅広く対応する。 

 

◎ 避難行動要支援者（P18） 

高齢者、障害者、乳幼児等の防災施策に

おいて特に配慮を要する者（要配慮者）の

うち、災害が発生し、又は災害が発生する

おそれがある場合に自ら避難することが

困難な者で、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。 

 

◎ 防災拠点（P22） 

地震等による大規模な災害が発生した

場合に、被災地において、救援、救護等の

災害応急復旧活動の拠点となる施設。 

 

◎ 防災情報システム（P4） 

気象情報や災害発生時の被害情報を防

災関係機関と共有化し、応急対策に活用す

るためのシステムで、県民にも被害防止や

軽減のための情報をホームページで提供

している。 

 

◎ 防災・安全安心情報メールサービス（P62） 

防災情報や緊急情報など防災無線放送

（町内放送）の内容や、防災気象情報、防

犯情報などを携帯電話やパソコンなどに

メールで配信するサービス。 

 

 

 

や⾏ 
◎ 要配慮者（P32） 

高齢者、障害者、乳幼児等の防災施策に

おいて特に配慮を要する者。 

 

 

 

ら⾏ 
◎ ライフサイクルコスト（P24） 

公共土木施設において、調査、計画から

設計、建設、運用、維持管理、更新、廃棄

までの一連の過程を生涯と捉えてライフ

サイクルと呼び、この期間で必要なすべて

の費用をライフサイクルコスト（LCC）と

いう。一般には、LCC＝初期建設費用（イ

ニシャルコスト）＋維持管理・更新（廃棄）

費用（ランニングコスト）で表される。 
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◎ リスクコミュニケーション（P21） 

あるリスクについて、関係する当事者全

員が情報を共有し、意見や情報の交換を通

じて意思の疎通と相互理解を図ること。 

 

◎ 流域下水道施設（P92） 

複数の市町村にまたがる汚水を処理す

るため、都道府県が設置する下水道施設。 

 

◎ 老朽空き家（P28） 

不適正管理空き家のうち、そのまま放置

すれば倒壊等著しく保安上危険又は衛生

上有害となるおそれのある空き家。 




