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Ｒ５年度地域防災計画等修正（案）

区分
4 度版

ページ
現行（4 年度版） 変更後（5 年度版） 修正理由 課名

本編 16 ２．道路・公園・緑地・空地等の防災空間の確保

(1) 道路の整備（延焼遮断帯機能の確保）

道路は、市民の生活と産業の基盤施設として重要な社会資

本であるとともに、風水害時等の災害時において人員、物資

の緊急輸送、避難路等の役割を発揮するほか、特に火災に

際して、延焼遮断帯としての機能を発揮する。このため、道路

管理者は、災害に強い道路網の整備を計画的に推進し、避

難路、緊急輸送道路及び消防警備強化地域の解消に資す

る道路の整備を推進するとともに、都市内道路については、

多重性・代替性の確保が可能となるよう体系的な整備に努め

る。

２．道路・公園・緑地・空地等の防災空間の確保

(1) 道路の整備（延焼遮断帯機能の確保）

道路は、市民の生活と産業の基盤施設として重要な社会資

本であるとともに、風水害時等の災害時において人員、物資

の緊急輸送、避難路等の役割を発揮するほか、特に火災に

際して、延焼遮断帯としての機能を発揮する。このため、道路

管理者は、災害に強い道路網の整備を計画的に推進し、避

難路、緊急輸送道路の形成及び消防警備強化地域の解消

に資する道路の整備を推進するとともに、都市内道路につい

ては、多重性・代替性の確保が可能となるよう体系的な整備

に努める。

また、緊急輸送道路など防災上重要な経路を構成する道

路について、災害時の交通の確保を図るため、必要に応じ

て、区域を指定して道路の占用の禁止又は制限を行うととも

に、国が促進する一般送配電事業者、電気通信事業者にお

ける無電柱化の取組と連携しつつ、無電柱化の促進を図る。

県地域防災計

画の修正に伴

う修正

道路管理課

本編 34、

175

避難路、避難場所の安全性の確保

(2) 関係機関(他の道路管理者、警察等)と連携をとり、災害

時の避難路となる幹線道路における道路交通環境の点検

整備を行うなど、災害時の避難路の安全確保に努めるとと

もに、違法駐車排除のための指導取締りを実施する。

避難路、避難場所の安全性の確保

(2) 関係機関(他の道路管理者、警察等)と連携をとり、災害

時の避難路となる避難施設までの国道・県道・鹿児島市道

等における道路交通環境の点検整備を行うなど、災害時

の避難路の安全確保に努めるとともに、違法駐車排除のた

めの指導取締りを実施する。

避 難路 とな る

道路の追加

河川港湾課

本編 50 (2) 気象情報

気象の予報等について、特別警報・警報・注意報に先立っ

て注意を喚起する場合や、特別警報・警報・注意報が発表さ

れた後の経過や予想、防災上の注意を解説する場合等に発

(2) 気象情報

気象の予報等について、特別警報・警報・注意報に先立っ

て注意を喚起する場合や、特別警報・警報・注意報が発表さ

れた後の経過や予想、防災上の注意を解説する場合等に発

県地域防災計

画の修正に伴

う修正

危機管理課
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区分
4 度版

ページ
現行（4 年度版） 変更後（5 年度版） 修正理由 課名

表する。数年に一度の短時間の大雨（鹿児島県では１時間

120 ㎜以上）を観測又は解析（気象レーダーと地上の雨量計

を組み合わせた分析）し、かつ、大雨警報発表中に、キキク

ル（危険度分布）の「非常に危険」（うす紫）が出現している場

合に、直ちに「鹿児島県（奄美地方を除く）記録的短時間大

雨情報」を発表する。また、大雨による災害発生の危険度が

急激に高まっている中で、線状の降水帯により非常に激しい

雨が同じ場所で降り続いている状況となった場合に、「線状

降水帯」というキーワードを使って「顕著な大雨に関する鹿児

島県（奄美地方を除く）気象情報」を発表する。この情報は警

戒レベル相当情報を補足する情報で、警戒レベル４相当以

上の状況で発表する。雨を要因とする特別警報を発表したと

きには、その後速やかに、その内容を補完するため「記録的

な大雨に関する○○県気象情報」、「記録的な大雨に関する

□□地方気象情報」、「記録的な大雨に関する全般気象情

報」という表題の気象情報を発表する。

表する。数年に一度の短時間の大雨（鹿児島県では１時間

120 ㎜以上）を観測又は解析（気象レーダーと地上の雨量計

を組み合わせた分析）し、かつ、大雨警報発表中に、キキク

ル（危険度分布）の「非常に危険」（うす紫）が出現している場

合に、直ちに「鹿児島県（奄美地方を除く）記録的短時間大

雨情報」を発表する。また、大雨による災害発生の危険度が

急激に高まっている中で、線状の降水帯により非常に激しい

雨が同じ場所で降り続いている状況となった場合に、「線状

降水帯」というキーワードを使って「顕著な大雨に関する鹿児

島県（奄美地方を除く）気象情報」を発表する。この情報は警

戒レベル相当情報を補足する情報で、警戒レベル４相当以

上の状況で発表する。

「顕著な大雨に関する気象情報」の発表基準を満たすよう

な線状降水帯による大雨の可能性がある程度高いことが予

想された場合に、半日程度前から、気象情報において、「線

状降水帯」というキーワードを使って呼びかける。この呼びか

けは、警戒レベル相当情報を補足する解説情報として発表

する。

線状降水帯が発生すると、大雨災害発生の危険度が急激

に高まることがあるため、この情報は心構えを一段高めること

を目的とする。この呼びかけだけで避難行動をとるのではな

く、ほかの大雨に関する情報と合わせて活用し、大雨災害に

対する危機感を早めにもって、ハザードマップや避難所・避

難経路の確認等を行うことが考えられる。

雨を要因とする特別警報を発表したときには、その後速や

かに、その内容を補完するため「記録的な大雨に関する○○

県気象情報」、「記録的な大雨に関する□□地方気象情

報」、「記録的な大雨に関する全般気象情報」という表題の気

象情報を発表する。
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本編 51 ⑤ 土砂災害警戒情報の発表及び解除の基準

ア 発表基準

発表基準は、大雨警報または、大雨特別警報発表中にお

いて、気象庁が作成する降雨予測に基づいて土砂災害警戒

情報の監視基準に達したときとする。

なお、地震や火山噴火等での現状の基準を見直す必要が

あると考えられた場合には、鹿児島県土木部と鹿児島地方気

象台は基準の取り扱いについて協議するものとする。

イ 解除基準

解除基準は、土砂災害警戒情報の基準を下回り、かつ短

時間で再び発表基準を超過しないと予想される時とする。た

だし、大規模な土砂災害が発生した場合等には、鹿児島県

土木部と鹿児島地方気象台が協議のうえ基準を下回っても

解除しない場合もあり得るが、降雨の実況、土壌の水の含み

具合、および土砂災害の発生状況等に基づいて総合的な判

断を適切に行い、当該地域を対象とした土砂災害警戒情報

を解除することとする。

⑥ 土砂災害警戒情報の利用にあたっての留意点

ア 土砂災害警戒情報を避難指示等の発令の基本とし、更に

避難対象区域を絞り込む等が必要となる場合は、市のシステ

ム及び河川砂防情報システムによる危険度レベルや気象庁

ホームページの大雨警報（土砂災害）の危険度分布などを合

わせて判断すること。

⑤ 土砂災害警戒情報の発表及び解除の基準

ア 発表基準

発表基準は、大雨警報（土砂災害）発表中において、２時

間先の予測時間雨量が土砂災害発生危険基準線（以下、

「ＣＬ」という）を超過した場合（危険度レベル２）は、鹿児島地

方気象台と鹿児島県土木部で共同発表する。（危険度レベ

ル３、４においても発表する。）ただし、除外されたメッシュ（１ｋ

ｍ×１ｋｍ）では、大雨警報（土砂災害）及び土砂災害警戒情

報は発表されない。

なお、地震や火山噴火等での現状の基準を見直す必要が

あると考えられた場合には、鹿児島県土木部と鹿児島地方気

象台は基準の取り扱いについて協議するものとする。

イ 解除基準

解除基準は、６０分間積算雨量と土壌雨量指数がＣＬを下

回り、かつ短時間で再び発表基準を超過しないと予想される

ときとする。ただし、大規模な土砂災害が発生した場合等に

は、鹿児島県土木部と鹿児島地方気象台が協議のうえ基準

を下回っても解除しない場合もあり得るが、降雨の実況、土

壌の水の含み具合、および土砂災害の発生状況等に基づい

て総合的な判断を適切に行い、当該地域を対象とした土砂

災害警戒情報を解除することとする。

⑥ 土砂災害警戒情報の利用にあたっての留意点

ア 土砂災害警戒情報を避難指示等の発令の基本とし、更に

避難対象区域を絞り込む等が必要となる場合は、市のシステ

ム及び河川砂防情報システムによる危険度レベルや気象庁

ホームページの土砂キキクル（危険度分布）などを合わせて

判断すること。

県地域防災計

画の修正に伴

う修正

危機管理課
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本編 52 ３．予・警報情報等伝達系統図

鹿児島県（危機管理課）

３．予・警報情報等伝達系統図

鹿児島県（災害対策課）

県の所管変更

に伴う修正

県危機管理

課

本編 63 ５．避難指示等の基準

① 土砂災害

５．避難指示等の基準

① 土砂災害

避難情報に関

するガイドライ

ンの更新に伴

う修正

危機管理課

警戒

レベル

情報の

種類
現地確認状況等 危険度分布等

警戒

レベル

５

緊急

安全

確保

・土砂災害の発
生が確認され

た場合

・大雨特別警報（土
砂災害）（警戒レベ

ル５相当情報［土

砂災害］）が発表さ

れた場合

・土砂災害の危険度

分布で「災害切迫
（黒）」（警戒レベ

ル５相当情報［土

砂災害］）となった

場合

警戒

レベル

４

避難

指示

（略） （略）

・土砂災害の危険度

分布で「危険（紫）」

（警戒レベル４相
当 情 報 [土 砂 災

害]）となった場合

警戒

レベル

情報の

種類
現地確認状況等 危険度分布等

警戒

レベル

５

緊急

安全

確保

・土砂災害の発

生が確認され

た場合

・大雨特別警報（土

砂災害）（警戒レベ
ル５相当情報［土

砂災害］）が発表さ

れた場合

（新設）

警戒
レベル

４

避難
指示

（略） （略）

・土砂災害の危険度

分布で「非常に危
険（うす紫）」（警

戒レベル４相当情

報[土砂災害]）と

なった場合
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4 度版

ページ
現行（4 年度版） 変更後（5 年度版） 修正理由 課名

本編 64 ５．避難指示等の基準

② 洪水

ア 水位周知河川

５．避難指示等の基準

② 洪水

ア 水位周知河川

避難情報に関

するガイドライ

ンの更新に伴

う修正

危機管理課

警戒

レベル

情報の

種類
現地確認状況等 危険度分布等

警戒

レベル
５

緊急

安全
確保

・堤防に異常な
漏水・侵食の

進行や亀裂・

すべりの発生
等により決壊

のおそれが高

まった場合

（略）

（新設）

警戒
レベル

４

避難

指示

（略） （略）

②洪水警報の危険度

分布で「非常に危

険（うす紫）」」が
出現した場合（流

域雨量指数の予測

値が洪水警報基準
を大きく超過する

場合）

警戒

レベル

情報の

種類
現地確認状況等 危険度分布等

警戒

レベル
５

緊急

安全
確保

・堤防に異常な
漏水・侵食の

進行や亀裂・

すべりの発生
等により決壊

のおそれが高

まった場合

（略）

・洪水警報の危険度
分布で「災害切迫

（黒）」が出現した

場合（流域雨量指
数が実況で大雨特

別警報（浸水害）

の基準に到達した

場合）

警戒
レベル

４

避難
指示

（略） （略）

②洪水警報の危険度

分布で「危険（紫）」

が出現した場合
（流域雨量指数の

予測値が洪水警報

基準を大きく超過

する場合）
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区分
4 度版

ページ
現行（4 年度版） 変更後（5 年度版） 修正理由 課名

本編 66 ５．避難指示等の基準

② 洪水

イ その他河川等

５．避難指示等の基準

② 洪水

イ その他河川等

避難情報に関

するガイドライ

ンの更新に伴

う修正

危機管理課

本編 71 (3) 福祉避難所の設置・開設及び管理

高齢者、障害者、妊産婦、乳幼児、病弱者等避難所生活に

おいて何らかの特別な配慮を要する者（社会福祉施設等の

入所者は原則除く。）が日常生活上の支援が受けられるな

ど、安心して避難できる体制を整えるため、福祉避難所を設

置する。

(3) 福祉避難所の設置・開設及び管理

高齢者、障害者、妊産婦、乳幼児、医療的ケアを必要とす

る者等避難所生活において何らかの特別な配慮を要する者

（社会福祉施設等の入所者は原則除く。）が日常生活上の支

援が受けられるなど、安心して避難できる体制を整えるため、

福祉避難所を設置する。

文言修正 危機管理課

本編 72 (3) 避難所における情報の伝達、食糧・水等の配付、清掃等

について、避難者、地域住民、自主防災組織等の協力を

(3) 避難所における情報の伝達、食糧・水等の配付、清掃等

について、避難者、地域住民、自主防災組織等の協力を

県地域防災計

画の修正に伴

地域福祉課

警戒
レベル

情報の
種類

現地確認状況等 危険度分布等

警戒

レベル

５

緊急

安全

確保

・水位観測所の

水位が堤防高
に到達した場

合

（略）

・大雨特別警報（浸

水害）が発表され

た場合

・洪水警報の危険度

分布で「災害切迫
（黒）警戒レベル

５相当情報［洪

水］）」が出現した
場合（流域雨量指

数が実況で大雨特

別警報（浸水害）

の基準に到達した

場合）

警戒
レベル

４

避難

指示

（略） （略）

②洪水警報の危険度

分布で「危険（紫）」

が出現した場合

警戒

レベル

情報の

種類
現地確認状況等 危険度分布等

警戒

レベル

５

緊急

安全

確保

・水位観測所の
水位が堤防高

に到達した場

合

（略）

・大雨特別警報（浸
水害）が発表され

た場合

（新設）

警戒

レベル
４

避難

指示

（略） （略）

②洪水警報の危険度

分布で「非常に危

険（うす紫）」」が
出現した場合（警

戒レベル４相当情

報[洪水]）
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区分
4 度版

ページ
現行（4 年度版） 変更後（5 年度版） 修正理由 課名

得て、また必要に応じて防災関係機関やボランティアの協

力を得て、適切な運営管理に努める。

得て、また必要に応じて防災関係機関やＮＰＯ・ボランティ

ア等の外部支援者等の協力を得て、適切な運営管理に努

める。

う修正

本編 119、

245

(1) ボランティア活動に関する情報提供

被災者の様々なニーズの把握に努め、日本赤十字社、市・

県社会福祉協議会と連係し、ボランティア関係協力団体との

情報交換を行うとともに、報道機関を通じて、求められるボラ

ンティア活動の内容、必要人員、活動拠点等について情報

提供を行う。

(1) ボランティア活動に関する情報提供

被災者の様々なニーズの把握に努め、日本赤十字社鹿児

島県支部、市・県社会福祉協議会と連係し、ボランティア関

係協力団体との情報交換を行うとともに、報道機関を通じて、

求められるボランティア活動の内容、必要人員、活動拠点等

について情報提供を行う。

文言修正 日本赤十字

社鹿児島県

支部

本編 125 (2) 災害派遣部隊の活動内容

災害派遣部隊の活動内容は概ね次のとおりである。

(2) 災害派遣部隊の活動内容

災害派遣部隊の活動内容は概ね次のとおりであ

県地域防災計

画の修正に伴

う修正

危機管理課

本編 166 ③ 訓練の内容

情報収集・伝達、 避難、 救出及び救護等を重点とした総

合訓練を行う。また訓練実施の際は、避難の長期化・広域

化・複合災害発生時等の対応も考慮する。

③ 訓練の内容

情報収集・伝達、 避難、 救出及び救護等を重点とした総

合訓練を行う。また訓練実施の際は、避難の長期化・広域

化・複合災害（同時又は連続して２以上の災害が発生し、そ

れらの影響が複合化することにより、被害が深刻化し、災害

対応が困難になる事象）発生時等の対応も考慮する。

文言の追加 危機管理課

区分 活動内容

（略） （略）

炊飯及び給

水

要請があった場合又は指定部隊等の長が必要

と認める場合は、炊飯及び給水の支援を行う 。

（新設） （新設）

区分 活動内容

（略） （略）

給食及び給

水

要請があった場合又は指定部隊等の長が必要

と認める場合は、給食及び給水の支援を行う 。

入浴支援 要請があった場合又は指定部隊等の長が必要

と認める場合は、入浴の支援を行う
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本編 170 第１０節 自主防災組織の育成

４．自主防災組織に対する支援策

(1) 自主防災組織に必要な資機材整備の促進

(2) 防災活動の実施の促進

(3 ) 自主防災組織の指導者を育成するためのリーダー

研修会  の実施

(4) セーフコミュニティの取組みの拡大

  ① 避難用住民一覧表と避難用家族カードを活用した

避難者リストの作成及び避難済み状況の確認体

制の整備

  ② 町内会、民生委員、消防団等による避難支援体

制確立の促進

第１０節 自主防災組織の育成

４．自主防災組織に対する支援策

(1) 自主防災組織に必要な資機材整備の促進

(2) 防災活動の実施の促進

(3 ) 自主防災組織の指導者を育成するためのリーダー

研修会  の実施

(4) セーフコミュニティの取組みの拡大

  ① 避難用住民一覧表を活用した避難行動要支援者

等の避難状況の確認体制を整備

  ② 町内会長（公民館長）、民生委員、消防団による３

者調整会議を活用した避難支援体制の確立

文言修正 危機管理課

本編 175 2.予報、警報、避難の指示等の伝達

観測機関の噴火警報・予報等及び収集した災害情報並び

に避難指示等の防災情報は、同報系防災行政無線、 観光

事業者等による直接口頭又は拡声器、 サイレン、 鐘、 広

報車、インターネット、緊急情報連絡システム等により、 対象

地区の住民や観光客等に対し迅速かつ正確に行う。

2.予報、警報、避難の指示等の伝達

観測機関の噴火警報・予報等及び収集した災害情報並び

に避難指示等の防災情報は、同報系防災行政無線、 観光

事業者等による直接口頭又は拡声器、 サイレン、 鐘、 広

報車、緊急速報メール(特別警報のみ)、市ホームページ、市

公式SNS、緊急情報連絡システム等により、 対象地区の住

民や観光客等に対し迅速かつ正確に行う。

文言修正 広報課

本編 181 第１節 組織、動員計画

５．災害対策本部（災害警戒本部）の設置及び廃止

(1) 災害警戒本部

  ① 災害警戒本部の設置

   災害対策本部設置前の段階として、噴火警報・予

報等の他、気象情報等の収集、応急対策など必

要な措置を講ずるとき、 市長は災害警戒本部を

設置する。また、噴火警戒レベル３（入山規制）の

火口周辺警報（警戒範囲の拡大）において、大き

第１節 組織、動員計画

５．災害対策本部（災害警戒本部）の設置及び廃止

(1) 災害警戒本部

① 災害警戒本部の設置

   災害対策本部設置前の段階として、噴火警報・予

報等の他、気象情報等の収集、応急対策など必

要な措置を講ずるとき、 市長は災害警戒本部を

設置する。また、噴火警戒レベル３（入山規制）の

火口周辺警報（警戒範囲の拡大）において、大き

噴火警戒レベ

ル５引上げ 対

応 を踏 まえ た

修正

危機管理課
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な噴石を2㎞から2.4㎞以下に飛散させる爆発的な

噴火が発生した場合、火砕流の流下が火口から

1.5㎞を越え居住地域への接近が予想される場合

は、自動的に災害警戒本部を設置する。噴石が２

合目に飛散した場合の防災対応については、道

路管理者において市道の通行止め（火口から2.4

㎞付近）を行うものとする。

  ② 災害警戒本部の組織

  ③ 通知、公表

  ④ 災害警戒本部の廃止

(2) 災害対策本部の設置等

① 災害対策本部の設置

   災害対策本部は、大規模な災害の発生が予想さ

れ、その対策を要すると認められるときや、災害が

発生し、その規模及び範囲から判断し、本部を設

置して対策の実施を必要とするとき市長が設置す

る。また、噴火警戒レベル４（高齢者等避難）又は

噴火警戒レベル５（避難）が発表された場合は、自

動的に災害対策本部を設置する。

  ② 災害対策本部の組織

オ 本部長は、大規模な災害が発生し、現地にて

特別な対策を必要とするときは、現地災害対策

本部を設置することができるものとする。現地災

害対策本部に責任者を置き、責任者は本部長

が指名する。現地災害対策本部は、現地の応急

対策を終了したとき廃止する。

な噴石を2㎞から2.4㎞以下に飛散させる爆発的な

噴火が発生した場合、火砕流の流下が火口から

1.5㎞を越え居住地域への接近が予想される場合

は、自動的に災害警戒本部及び桜島地域に現地

災害警戒本部を設置する。噴石が２合目に飛散し

た場合の防災対応については、道路管理者にお

いて市道の通行止め（火口から2.4㎞付近）を行う

ものとする。

  ② 災害警戒本部の組織

  ③ 通知、公表

  ④ 災害警戒本部の廃止

(2) 災害対策本部の設置等

① 災害対策本部の設置

   災害対策本部は、大規模な災害の発生が予想さ

れ、その対策を要すると認められるときや、災害が

発生し、その規模及び範囲から判断し、本部を設

置して対策の実施を必要とするとき市長が設置す

る。また、噴火警戒レベル４（高齢者等避難）又は

噴火警戒レベル５（避難）が発表された場合は、自

動的に災害対策本部及び桜島地域に現地災害

対策本部を設置する。

  ② 災害対策本部の組織

オ 本部長は、大規模な災害が発生し、桜島地域

以外の現地にて特別な対策を必要とするとき

は、現地災害対策本部を設置することができるも

のとする。現地災害対策本部に責任者を置き、

責任者は本部長が指名する。現地災害対策本
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部は、現地の応急対策を終了したとき廃止する。

本編 184 ③ 通知、公表

本部を設置又は廃止したときは、県、関係機関、住民等に対

し、次により通知、公表するものとする。

(住民の「通知または好評の方法」)

テレビ、ラジオ、市ホームページ、広報車による広報、その他

迅速な方法

③ 通知、公表

本部を設置又は廃止したときは、県、関係機関、住民等に対

し、次により通知、公表するものとする。

(住民の「通知または好評の方法」)

テレビ、ラジオ、市ホームページ、市公式SNS、広報車による

広報、その他迅速な方法

文言修正 広報課

本編 186 ８．現地災害対策本部（現地災害警戒本部）の運営

(1) 現地災害警戒本部

災害警戒本部が設置された場合は、桜島支所（桜

島地区）に現地災害警戒本部を置くことを基本とする

が、警戒範囲が主に東桜島地区の居住地域の場合

は、東桜島合同庁舎（桜島支所（東桜島地区））に現

地災害警戒本部を置くことができる。ただし、噴火時

等に形成される火口の位置が両庁舎に影響を及ぼ

すことが予想された場合等は、現地災害警戒本部に

必要な広さに加え通信機器等の設備を予め確認し、

桜島港フェリーターミナル等への設置も影響度合い

に応じ段階的に検討する。他に、関係機関の協力が

得られる場合、現地災害対策本部を船上に設置する

ことも検討する。

８．現地災害対策本部（現地災害警戒本部）の運営

(1) 現地災害警戒本部

災害警戒本部が設置された場合は、桜島支所（桜

島地区）に現地災害警戒本部を置くことを基本とする

が、警戒範囲が主に東桜島地区の居住地域の場合

は、東桜島合同庁舎（桜島支所（東桜島地区））に現

地災害警戒本部を置くものとする。ただし、噴火時等

に形成される火口の位置が両庁舎に影響を及ぼすこ

とが予想された場合等は、現地災害警戒本部に必要

な広さに加え通信機器等の設備を予め確認し、桜島

港フェリーターミナル等への設置も影響度合いに応じ

段階的に検討する。他に、関係機関の協力が得られ

る場合、現地災害対策本部を船上に設置することも

検討する。

文言修正 危機管理課

本編 215 ８ 自主避難

(3) 住民等の避難先及び連絡

   縁故、知人等を頼って避難する者を除き、警戒範囲に

応じて、「９．島内避難」に示す避難所又は鹿児島市街

地に避難するものとする。

   なお、避難する場合は、当該町内の避難誘導責任者

８ 自主避難

(3) 住民等の避難先及び連絡

   縁故、知人等を頼って避難する者を除き、警戒範囲に

応じて、「９．島内避難」に示す避難所又は鹿児島市街

地に避難するものとする。

   避難する場合は、各戸の玄関等の防災関係機関が確認

文言修正 危機管理課
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に、避難用家族カードに次の事項を記載し提出する。提

出する暇が無い場合は、電話で同事項を連絡するもの

とする。

  ① 避難者の氏名

  ② 避難先の住所、連絡先 等

  ③ 携帯品の制限

  この段階において避難する場合は、暫時生活できる程

度の食糧、被服、日用品及び医薬品とする。

しやすい箇所に「避難完了板」を掲示し避難する。指定

避難所以外に避難する際は、「連絡先カード」に記載の

連絡先に電話で次の事項を連絡し、暫時生活できる程

度の食糧、被服、日用品及び医薬品を携行するものと

する。

  ① 避難者の氏名

  ② 避難先の住所、連絡先 等

  （削除）

本編 218 １０ 島外避難

(1) 避難指示段階の避難

  ⑥ 避難状況の把握及び報告

避難誘導責任者は、避難用住民一覧表と避難用家

族カードをつき合わせることにより、住民の避難状況を

把握し、次の要領により、支所長を経由して市長へ報告

するものとする。

   ア 報告時期

     避難指示が発せられてから２時間おき(特に必要ある

場合は随時)の毎正時とする。

   イ 報告内容

    (a) 避難者に関すること。

     ○避難時における当該地区住民の世帯数及び人員

数

     ○避難した世帯数及び人員数

     （市開設の避難所及び知人宅等への避難先を区分

する。）

１０ 島外避難

(1) 避難指示段階の避難

  ⑥ 避難状況の把握及び報告

避難誘導責任者は、戸別訪問時に各戸に掲示されて

いる「避難完了板」等で住民の避難状況を把握し、次の

要領により、現地災対本部を経由して災害対策本部（市

長）へ報告するものとする。

   ア 報告時期

     避難指示が発せられてから２時間おき(特に必要ある

場合は随時)の毎正時とする。

   イ 報告内容

    (a) 避難者に関すること。

     ○避難時における当該地区住民の残留状況

     （削除）

文言修正 危機管理課
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本編 221 第７節 避難計画

11．避難所の設置等

(3) 避難所班長の業務

  ② 避難所の管理に関すること。

イ 避難所避難者台帳の作成

第７節 避難計画

11．避難所の設置等

(3) 避難所班長の業務

  ② 避難所の管理に関すること。

イ 避難所避難者台帳の作成（住民一覧表を活用）

噴火警戒レベ

ル５引上げ 対

応 を踏 まえ た

修正

危機管理課

本編 224 第７節 避難計画

15．避難促進施設での避難措置

(3) 学校等の児童生徒等の集団避難

   （略）

② 児童等が学校にいる場合の避難措置

  ア 「避難の準備」

ⅰ 学校長は直ちに授業を中止し、児童等に対し避難

の準備をさせることとする。

   ⅱ 児童等の保護者への引き渡しについて

避難指示が切迫している場合、原則として保護者へ

の引き渡しは行わず、避難行動に備えるものとする。

なお、 緊急性が低く、 避難までに相当の時間的余

裕が見込まれる場合で、 保護者から児童等の引き渡

しの要請及び迎えがあった場合は、学校で直接、 保

護者又は保護者から委任を受けた者に児童等を引き

渡すこととする。この場合、 保護者等がいない家に児

童等が取り残されることのないよう、 引き渡しにあたっ

ては特に留意すること。

  イ 「避難の指示」

ⅰ 学校長は直ちに授業を中止し、別に定める（【資料

編桜島火山災害対策避難計画】）ところにより児童等

を誘導・避難させることとする。

   ⅱ 児童等の保護者への引き渡しについて

第７節 避難計画

15．避難促進施設での避難措置

(3) 学校等の児童生徒等の集団避難

  （略）

② 児童等が学校にいる場合の避難措置

  ア 児童等の避難について

学校長は直ちに授業を中止し、別に定めるところ（【資

料編桜島火山災害対策避難計画】）により児童等を誘

導・避難させることとする。

  イ 児童等の保護者への引き渡しについて

高齢者等避難又は避難指示が発せられた後は、保護

者への引き渡しは行わず学校単位で直ちに避難するも

のとし、避難完了後に所定の避難所で保護者に引き渡

すこととする。

文言修正 危機管理課
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避難指示が発せられた後は、 保護者への引き渡し

は行わず学校単位で直ちに避難するものとし、避難完

了後に所定の避難所で保護者に引き渡すこととする。

③ 児童等が家庭等にいる場合の避難措置

  （略）

③ 児童等が家庭等にいる場合の避難措置

  （略）

本編 242 第２１節 文教対策計画

本計画は、学校施設の被害及び児童生徒の被災に対

処して、応急教育の確保を図るためのものである。

１．実施責任者

  学校における災害時の応急教育の確保については、

教育対策部長が行う。教育総務班、教育施設班、学務

班、教育班、教育防災避難班及び各学校長は、連絡

担当者を定め、緊密な連携のもとに応急教育の確保を

図る。

第２１節 文教対策計画

本計画は、市立学校施設の被害及び児童生徒の被災

に対処して、応急教育の確保を図るためのものである。

１．実施責任者

  市立学校における災害時の応急教育の確保について

は、教育対策部長が行う。教育総務班、学務班、教育

施設班、教育班、教育防災避難班及び各学校長は、

連絡担当者を定め、緊密な連携のもとに応急教育の確

保を図る。

文言修正 施設課

本編 243 (1) 施設の応急復旧

学校の建物が被害を受け教育を行うことができないと

きは、施設班は公立学校施設災害復旧費国庫負担法

その他の方法による手続きをとるとともに、応急措置の

できる範囲の場合は、できるだけ速やかに修理を行い、

施設の確保に努める。

(1) 施設の応急復旧

市立学校の建物が被害を受け教育を行うことができ

ないときは、教育施設班は公立学校施設災害復旧費

国庫負担法その他の方法による手続きをとるとともに、

応急措置のできる範囲の場合は、できるだけ速やかに

修理を行い、施設の確保に努める。

文言修正 施設課

本編 288 (1) 道路施設の整備

①所管道路の防災補修工事

道路機能を確保するため、所管道路については、道路防

災総点検に基づき、対策が必要な道路について、法面の

補強等の防災対策工事を実施する。

(1) 道路施設の整備

①所管道路の防災補修工事

道路機能を確保するため、所管道路については、道路防

災総点検等に基づき、対策が必要な道路について、法面

の補強等の防災対策工事を実施する。

文言修正 道路建設課



- 14 -

区分
4 度版

ページ
現行（4 年度版） 変更後（5 年度版） 修正理由 課名

本編 291 第６節 地震防災緊急事業五箇年計画の推進

本市では、大規模な地震発生時は、消火栓が断減水し

て使用不能となることを考慮し、地震防災対策特別措置

法に基づき（中略）第５次〔平成28年～32年度〕）によ

り、耐震性を有する防火水槽の整備を進めている。

今後も、地震防災対策上特に緊急を要する以下の施設

等の整備を、重点的・計画的に推進していく。

第６節 地震防災緊急事業五箇年計画の推進

本市では、地震防災対策特別措置法に基づき（中略）

第５次〔平成28年～令和2年度〕・第６次〔令和3年～7年

度〕）により、地震防災対策上特に緊急を要する以下の

施設等の整備を、重点的・計画的に推進していく。

第６次地震防

災緊急事業五

箇年計画運用

開始に伴う文

言整理

警防課

本編 326 ２．県の対応

(1) 市から広域避難に関する協議要求があった場合、県(危

機管理防災局危機管理課)は、警察本部及び関係機関と

調整の上、「九州・山口９県災害時応援協定」等に基づき、

他の都道府県と協議を行う。

２．県の対応

(1) 市から広域避難に関する協議要求があった場合、県(危

機管理防災局災害対策課)は、警察本部及び関係機関と

調整の上、「九州・山口９県災害時応援協定」等に基づ

き、他の都道府県と協議を行う。

担当課の修正 県危機管理

課

本編 370 ４．津波情報等の伝達系統

鹿児島県（危機管理防災課）

４．津波情報等の伝達系統

鹿児島県（災害対策課）

担当課の修正 県危機管理

課

本編 371 １．避難指示の基本方針

(1) （略）

※ 遠地地震の場合の避難情報

「遠地地震に関する情報」の後に津波警報等が発表される

可能性があることを認識し、津波警報等の発表前であって

も、必要に応じて高齢者等避難の発令を検討するものとす

る。

１．避難指示の基本方針

(1) （略）

※ 遠地で発生した地震や火山噴火等に伴う津波の場合

の避難情報

「遠地地震に関する情報」の後に津波警報等が発表される

可能性があることを認識し、津波警報等の発表前であって

も、その内容により必要に応じて高齢者等避難の発令を検討

するものとする。

避難情報に関

するガイドライ

ンの更新に伴

う修正

危機管理課

本編 375 第２節 定義

（略）

(31)原子力防災・避難施設等調整システム

一時移転又は避難の防護措置が必要となったとき、ＵＰＺ

内の住民については、予定した避難所のある方向の空間放

第２節 定義

（略）

(31) 原子力災害時住民避難支援・円滑化システム

原子力災害時における住民避難をより円滑にするため、原

子力災害時に、防災業務関係者が必要とする様々な情報を

県地域防災計

画の修正に伴

う修正

危機管理課
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射線量率が高いなど、避難先として不適当である場合の代替

の避難所を、ＵＰＺ内の医療機関、社会福祉施設について

は、その避難先を迅速に調整するため、県が整備したシステ

ム（以下「避難施設等調整システム」という。）をいう｡

自動で集約し、管理・共有するためのシステムをいう。

なお、同システムのうち、住民が避難に際し利用するスマ

ートフォン向けアプリケーションを「原子力防災アプリ」という。

(32)原子力防災・避難施設等調整システム

一時移転又は避難の防護措置が必要となったとき、ＵＰＺ

内の住民については、予定した避難所のある方向の空間放

射線量率が高いなど、避難先として不適当である場合の代替

の避難所を、ＵＰＺ内の医療機関、社会福祉施設について

は、その避難先を迅速に調整するため、県が整備したシステ

ム（以下「避難施設等調整システム」という。）をいう｡

本編 376 第７節 原子力災害対策を重点的に実施すべき地域の範囲

防災資機材、モニタリング設備、非常用通信機器等の整

備、避難計画の策定等、原子力災害対策を重点的に実施す

べき地域（以下「原子力災害対策重点区域」）の範囲につい

ては、原子力規制委員会が策定する原子力災害対策指針に

おいて示されている目安を踏まえ、施設の特性、行政区画、

地勢等地域に固有の自然的、社会的周辺状況等を勘案し、

具体的な地域を定めるものとする。

第７節 原子力災害対策を重点的に実施すべき地域の範囲

防災資機材、モニタリング設備、非常用通信機器等の整

備、避難計画の策定等、原子力災害対策を重点的に実施す

べき地域（以下「原子力災害対策重点区域」という。）の範囲

については、原子力規制委員会が策定する原子力災害対策

指針において示されている目安を踏まえ、施設の特性、行政

区画、地勢等地域に固有の自然的、社会的周辺状況等を勘

案し、具体的な地域を定めるものとする。

県地域防災計

画の修正に伴

う修正

危機管理課

本編 382 ４．鹿児島県

事務又は業務

（略）

(15) 避難施設等調整システムを活用したＵＰＺ内の住民、医

療機関及び社会福祉施設の避難先の調整に関すること。

４．鹿児島県

事務又は業務

（略）

(15) 原子力災害時住民避難支援・円滑化システムの整備及

び運用に関すること。

(16) 避難施設等調整システムを活用したＵＰＺ内の住民、医

療機関及び社会福祉施設の避難先の調整に関すること。

県地域防災計

画の修正に伴

う修正

危機管理課
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本編 386 ９．指定公共機関

事務又は業務

日本赤十字社

（鹿児島県支部）

(1) 災害時における医療救護（医療、

助産及び一時保存を除く死体の処

理等）に関すること。

(2) こころのケアに関すること。

９．指定公共機関

事務又は業務

日本赤十字社

（鹿児島県支部）

(1) 災害時における医療救護（医

療、助産及び一時保存を除く死体

の処理等）に関すること。

(2) 災害時におけるこころのケアに

関すること。

県地域防災計

画の修正に伴

う修正

危機管理課

本編 408
６．住民等への的確な情報伝達体制の整備

市は、複合災害時において、住民等に対して正確な情報

を迅速に伝達するため、防災行政無線（屋外同報系によ

る。）、全国瞬時警報システム（Ｊ-ＡＬＥＲＴ）、テレビ、ラジオ

（コミュニティＦＭ放送含む。）を効果的に活用するとともに、

インターネット（ホームページ、ツイッター、ＬＩＮＥ等のソーシ

ャルメディア等）や緊急速報（エリアメール等）、ワンセグ放送

等の多様な媒体の活用体制の整備に努めるものとする。

６．住民等への的確な情報伝達体制の整備

市は、複合災害時において、住民等に対して正確な情報

を迅速に伝達するため、防災行政無線（屋外同報系によ

る。）、全国瞬時警報システム（Ｊ-ＡＬＥＲＴ）、原子力防災ア

プリ、テレビ、ラジオ（コミュニティＦＭ放送含む。）を効果的に

活用するとともに、インターネット（ホームページ、ツイッター、

ＬＩＮＥ等のソーシャルメディア等）や緊急速報（エリアメール

等）、地上デジタル放送等の多様な媒体の活用体制の整備

に努めるものとする。

県地域防災計

画の修正に伴

う修正

危機管理課

本編 409 ２．避難計画の作成

(1) ＰＡＺ内の避難計画（県原子力防災計画抜粋）

① 迅速な避難体制の構築

原子力災害対策指針に基づき、迅速な避難を行うための避

難計画をあらかじめ作成し、施設敷地緊急事態発生時には

施設敷地緊急事態要避難者の避難、原子力緊急事態宣言

発出時にはＰＡＺ圏内の住民等の避難が直ちに可能な体制

を構築するものとする。

２．避難計画の作成

(1) ＰＡＺ内の避難計画（県原子力防災計画抜粋）

① 迅速な避難体制の構築

原子力災害対策指針に基づき、迅速な避難を行うための避

難計画をあらかじめ作成し、施設敷地緊急事態発生時には

施設敷地緊急事態要避難者を対象とした避難等の予防的防

護措置、原子力緊急事態宣言発出時にはＰＡＺ圏内の住民

等を対象とした避難等の予防的防護措置が直ちに可能な体

制を構築するものとする。

県地域防災計

画の修正に伴

う修正

危機管理課
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本編 420 ６．防災業務関係者の安全確保のための資機材等の整備

(1) 資機材等の計画的な整備

市は、国及び県と協力し、応急対策を行う防災業務関係者

の安全確保のための資機材等を計画的に整備するものとす

る。

また、県は、配布した安定ヨウ素剤については、使用期限で

ある５年又は３年ごとに回収し、新しい安定ヨウ素剤を再配布

する。

(2) 関係機関との情報交換

市は、応急対策を行う防災業務関係者の安全確保のた

め、平常時より、国、県及び九州電力と相互に密接な情報交

換を行うものとする。

．防災業務関係者の安全確保のための資機材等の整備

(1) 資機材等の計画的な整備

市は、国及び県と協力し、被ばくの可能性がある環境下で

活動する防災業務関係者の安全確保のための資機材等を

計画的に整備するものとする。

また、県は、配布した安定ヨウ素剤については、使用期限で

ある５年ごとに回収し、新しい安定ヨウ素剤を再配布する。

(2) 関係機関との情報交換

市は、被ばくの可能性がある環境下で活動する防災業務

関係者の安全確保のため、平常時より、国、県及び九州電力

と相互に密接な情報交換を行うものとする。

県地域防災計

画の修正に伴

う修正

危機管理課

本編 422 (4) 多様なメディアの活用体制の整備

市は、放送事業者、電気通信事業者、新聞社等の報道機

関の協力の下、インターネット（ホームページ、ツイッター、ＬＩ

ＮＥ等のソーシャルメディア等）や緊急速報（エリアメール

等）、ワンセグ放送等の多様なメディアの活用体制の整備に

努めるものとする。

(4) 多様なメディアの活用体制の整備

市は、放送事業者、電気通信事業者、新聞社等の報道機

関の協力の下、インターネット（ホームページ、ツイッター、ＬＩ

ＮＥ等のソーシャルメディア、原子力防災アプリ等）や緊急速

報（エリアメール等）、地上デジタル放送等の多様なメディア

の活用体制の整備に努めるものとする。

県地域防災計

画の修正に伴

う修正

危機管理課

本編 423 １．住民等に対する原子力防災に関する知識の普及啓発

（略）

(10) 避難又は一時移転を指示された地域以外における自主

避難の抑制（屋内退避の有効性を含む）に関すること。

(11) その他原子力防災に関すること。

１．住民等に対する原子力防災に関する知識の普及啓発

（略）

(10) 避難又は一時移転を指示された地域以外における自主

避難の抑制（屋内退避の有効性を含む）に関すること。

(11) 原子力防災アプリに関すること。

(12) その他原子力防災に関すること。

県地域防災計

画の修正に伴

う修正

危機管理課
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本編 424 ９ 原子力災害医療（応急手当を含む）に関すること。

10 その他緊急時対応に関すること。

９ 原子力災害医療（応急手当を含む）に関すること。

10 被ばくの可能性がある環境下で活動する防災業務関係

者の安全確保に関すること。

11 その他緊急時対応に関すること。

県地域防災計

画の修正に伴

う修正

危機管理課

本編 432 国土交通省

安全・環境基準課

国土交通省

車両基準・国際課

担当課の修正 危機管理課

本編 437 (2) 防護対策

① 防護資機材の装着等の指示

災害対策本部長（又は現地災害対策本部長）は、オフサイ

トセンター放射線班と連携し、必要に応じその管轄する防災

業務関係者に対し、防護服、防護マスク、線量計等の防護資

機材の装着及び安定ヨウ素剤の配備等必要な措置を図るよ

う指示するものとする。

(2) 防護対策

① 防護資機材の装着等の指示

国は、関係地方公共団体等に対して、緊急事態応急対策

を行う防災業務関係者の安全確保のための資機材の携行・

装着、安定ヨウ素剤の服用等を行うよう指示するものとされて

いる。

指示を受けた、災害対策本部長（又は現地災害対策本部

長）は、オフサイトセンター放射線班と連携し、必要に応じそ

の管轄する防災業務関係者に対し、防護服、防護マスク、線

量計等の防護資機材の装着及び安定ヨウ素剤の配備等必

要な措置を図るよう指示するものとする。

県地域防災計

画の修正に伴

う修正

危機管理課

本編 437 (3) 防災業務関係者の放射線防護

① 放射線防護基準

防災業務関係者の放射線防護に係る指標は、原子力災

害対策指針に基づき放射線業務従事者に対する線量限度

を参考とするが、防災活動に係る被ばく線量をできるだけ少

なくするよう努めるものとする。

(3) 防災業務関係者の放射線防護

① 放射線防護基準

緊急事態応急対策に従事する、防災業務関係者の放射

線防護に係る指標は、原子力災害対策指針に基づき放射線

業務従事者に対する線量限度を参考とするが、防災活動に

係る被ばく線量をできるだけ少なくするよう努めるものとする。

また、被ばくの可能性がある環境下での活動を要請された

組織は、上述の指標を参考として、要請した組織と協議して

同指標を定めることができるるものとする。

県地域防災計

画の修正に伴

う修正

危機管理課
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区分
4 度版

ページ
現行（4 年度版） 変更後（5 年度版） 修正理由 課名

本編 438 (4) 安全対策

① 防護資機材の確保

市は、応急対策活動を行う市の防災業務関係者の安全確

保のための資機材を確保するものとする。

② 関係機関との情報交換

市は、応急対策を行う職員等の安全確保のため、オフサイ

トセンター等において、国、県、薩摩川内市、関係周辺市町

及び九州電力と相互に密接な情報交換を行うものとする。

(4) 安全対策

① 防護資機材の確保

市は、被ばくの可能性がある環境下で活動する市の防災

業務関係者の安全確保のための資機材を確保するものとす

る。

② 関係機関との情報交換

市は、被ばくの可能性がある環境下で活動する職員等の

安全確保のため、オフサイトセンター等において、国、県、薩

摩川内市、関係周辺市町及び九州電力と相互に密接な情報

交換を行うものとする。

県地域防災計

画の修正に伴

う修正

危機管理課

本編 439 (6) モニタリング結果の共有

緊急時モニタリングセンターはモニタリング結果の妥当性

を確認後、ＥＲＣチーム放射線班へ速やかに報告するととも

に、オフサイトセンター放射線班と共有する。また、ＥＲＣ放射

線班から緊急時モニタリングの評価結果等を受領した際は、

オフサイトセンター放射線班と共有する。オフサイトセンター

放射線班はＥＲＣが行った緊急時モニタリング評価結果等を

オフサイトセンター内で共有する。

(6) モニタリング結果の共有

緊急時モニタリングセンターはモニタリング結果の妥当性

を確認後、ＥＲＣチーム放射線班へ速やかに報告する。ま

た、緊急時モニタリングセンター及びオフサイトセンター放射

線班は、ＥＲＣ放射線班から緊急時モニタリングの評価結果

等を受領する。オフサイトセンター放射線班はＥＲＣが行った

緊急時モニタリング評価結果等をオフサイトセンター内で共

有する。

県地域防災計

画の修正に伴

う修正

危機管理課

本編 456 原子力災害医療協力機関

・川内市医師会立市民病院

・県内各保健所

避難退域時検査及び簡易除染対応

・県診療放射線技師会

原子力災害医療協力機関

・川内市医師会立市民病院

・鹿児島県診療放射線技師会

・県内各保健所

避難退域時検査及び簡易除染対応

・鹿児島県診療放射線技師会

県地域防災計

画の修正に伴

う修正

危機管理課
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ページ
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本編 458 (5)報道機関の協力やインターネット等の活用インターネット

（ホームページ、ツイッター、フェイスブック等のソーシャルメ

ディア

(5)報道機関の協力やインターネット等の活用インターネット

（ホームページ、ツイッター、ＬＩＮＥ等のソーシャルメディア、

原子力防災アプリ）

文言修正 危機管理課

広報課
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4 度版

ページ
現行（4 年度版） 変更後（5 年度版） 修正理由 課名

資料編 14
2.組織編成及び所掌事務 2.組織編成及び所掌事務

対 策 部 対策班

（対策班長）

所掌

事務
班員

（対策部長） （対策副部長）

総務対策部

(総務局長)

(総務部長)

（ ＤＸ 推進部

長）

渉外班

(総務課長)
（略） （略）

人事班

(人事課長)
（略） （略）

情報システム

班（ 情報シス

テム課長）

（略） （略）

Ｄ Ｘ推進 部 の

設置 に伴う 修

正

危機管理課

資料編 15
2.組織編成及び所掌事務 2.組織編成及び所掌事務

移住推進室、

アジア戦略室

の廃止及びふ

るさと納税推進

室の設置に伴

う組織 編成 の

修正

危機管理課

対 策 部 対策班
（対策班長）

所掌
事務

班員
（対策部長） （対策副部長）

総務対策部

(総務局長)
(総務部長) 渉外班

(総務課長) （略） （略）

人事班

(人事課長) （略） （略）

情報システ

ム班（情報シ
ステム課長）

（略） （略）

対 策 部
対策班

（対策班長）

所掌
事務

班員（対策

部長）

（対策

副部長）

企画財政対

策部

(企画財政局

長)

(企画部長) 受援班

（略）

政策企画課員

地方創生推進室

員

ふるさと納税推

進室員

政策推進課員

交通政策課員

対 策 部
対策班

（対策班長）

所掌

事務
班員（対策

部長）

（対策

副部長）

企画財政対

策部

(企画財政局

長)

(企画部長) 受援班

（略）

政策企画課員

地方創生推進室

員

移住推進室員

アジア戦略室員

政策推進課員

交通政策課員
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4 度版

ページ
現行（4 年度版） 変更後（5 年度版） 修正理由 課名

資料編 19
2.組織編成及び所掌事務 2.組織編成及び所掌事務

待機児童緊急

対策室の設置

に伴う修正

危機管理課

資料編 21 観光対策部の所掌事務２の文中

～県（ＰＲ・観光戦略対策部長）への報告に関すること。

観光対策部の所掌事務２の文中

～県（観光・文化スポーツ対策部長）への報告に関すること。

県の組織名変

更に伴う修正

観 光プロ モ

ーション課

資料編 50
【資料第 20】

特別警報・警報・注意報発表基準一覧表

⑴ 鹿児島地方気象台が鹿児島市に行う特別警報・警報・

注意報の種類及び発表基準

特別警報（発表にあたっては、降水量、積雪量、台風の中心

気圧、最大風速などについて過去の災害事例に照らして算

出した客観的な指標を設け、これらの実況および予想に基づ

いて判断する。）

【資料第 20】

特別警報・警報・注意報発表基準一覧表

⑴ 鹿児島地方気象台が鹿児島市に行う特別警報・警報・

注意報の種類及び発表基準

特別警報（発表にあたっては、指数（土壌雨量指数、表面雨

量指数、流域雨量指数）、積雪量、台風の中心気圧、最大

風速などについて過去の災害事例に照らして算出した客観

的な指標を設け、これらの実況および予想に基づいて判断

する。）

県地域防災計

画の修正に伴

う修正

危機管理課

資料編 57 【資料第28】

県民生活対策部  

生活・文化班（生活・文化課） 286-2514

ＰＲ・観光戦略対策部

かごしまＰＲ班（かごしまＰＲ課）

【資料第28】

男女共同参画対策部  

青少年男女共同参画班（青少年男女共同参画課） 286-2494

観光・文化スポーツ対策部

ＰＲ観光班（ＰＲ観光課）

県の組織名変

更に伴う修正

観 光プロ モ

ーション課

対 策 部 対策班

（対策班長）

所掌

事務
班員

（対策部長） （対策副部長）

こども未来

対策部

（こども未
来局長）

（こ ども未

来局次長）

救助班

（こども政

策課長）

（略） こども政

策課員

保育幼稚
園課員

（略）

対 策 部 対策班
（対策班長）

所掌
事務

班員
（対策部長） （対策副部長）

こども未来
対策部

（こども未

来局長）

（こ ども未
来局次長）

救助班
（こども政

策課長）

（略） こども政
策課員

保育幼稚

園課員
待機児童

緊急対策

室員
（略）
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資料編 108

鹿児島赤十

字病院

鹿児島市平川 町

2545

呼 吸 器 内

科 、 循 環 器

内科、リウマ

チ科、脳神経

外 科 、 整 形

外科、リハビ

リテーション

261-

2111

鹿児島赤十

字病院

鹿児島市平川町

2545

内 科 、 呼 吸

器 内 科 、 循

環器内科、リ

ウマチ科、脳

神 経 外 科 、

整形外科、リ

ハビリテーシ

261-

2111

診療科目追加 生活衛生課

資料編 110 【資料第43】

品 名 アルファ米  数量 ５６、５００食

    粉ミルク         ３７６箱

【資料第43】

品 名 保存用米製食品 数量 ５６、５００食

    乳幼児ミルク        ３７６ﾊﾟｯｸ

※粉ミルク 1 ﾊﾟｯｸ 130ｇ※液体ﾐﾙｸ 1 ﾊﾟｯｸ 6 缶

文言修正 地域福祉課

資料編 110 【資料第44】

アルファ化米 25、579食

【資料第44】

アルファ化米 23、993食

時点修正 県危機管理

課

資料編 115 【資料第57】

区分 2、000ℓ

未満

2、000

3、800ℓ

未満

3、800～

8、000ℓ

未満

8、000ℓ

計

環 境 サ

ー ビ ス

財団

4台 ４台 2台 0台 10台

許 可 業

者
9台 80台 12台 16台 117台

合 計 13台 84台 14台 16台 127台

【資料第57】

区分 2、000ℓ

未満

2、000

3、800ℓ

未満

3、800～

8、000ℓ

未満

8、000ℓ

計

環 境 サ

ー ビ ス

財団

4台 ４台 2台 0台 10台

許 可 業

者
9台 83台 14台 17台 123台

合 計 13台 87台 16台 17台 133台

時点修正 廃棄物指導

課
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資料編 117 市有車両現況

南部清掃工場 軽自動車５（１）、合計５（１）

市有車両現況

南部清掃工場 軽自動車４（１）、合計４（１）

時点修正 南部清掃工

場

資 料

編

284 (6)市床上浸水被災者支援補助金

水害により、度重なる床上浸水の被害を受けた世帯であっ

て、被災者生活再建支援法による支援金の支給が行われ

ず、自立して生活の再建をすることが困難なものに対し、床

上浸水被災者支援補助金を交付する。

①支給対象 次のア及びイにいずれも該当すること

ア 連続する２ヵ年度内に２回以上の床上浸水の被災世帯

イ 世帯全員の市民税が非課税であり、次のいずれかに該

当する世帯

ａ 世帯主が高齢者又は高齢者を扶養している世帯

ｂ 世帯主が障害者又は障害者を扶養している世帯

ｃ 母子世帯等及び寡婦である世帯

② 基 準

ア 補助額

ａ 畳を板張りにする世帯 限度額 100千円

ｂ 畳替えをする世帯 限度額 50千円

ｃ 補助率 １ ／２

イ 補助回数

ａ 板張りに要する費用は、１回限り

ｂ 畳替えに要する費用は、年度内に１回限り

(7)県単住家災害見舞金

(削除)

(6)県単住家災害見舞金

床上浸水被災

者支援事業の

廃止に合わせ

た修正

地域福祉課

資料編 292 農林漁業セーフティーネット資金

償還期間 １０

農林漁業セーフティーネット資金

償還期間 １５

国制度改正に

伴う修正

農政総務課

資料編 293 （新設） ・鹿児島みらい農業協同組合 金融機関の追

加

産業支援課
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資料編 343 津波情報の種類と発表内容

１ 津波観測に関する情報の発表内容について

・沿岸で観測された津波の第１波の到達時刻と押し引き、及

びその時点における最大波の観測時刻と高さを発表する。

２ 沖合の津波観測に関する情報の発表内容につい

て

・沖合で観測された津波の第１波の観測時刻と押し

引き、その時点における最大波の観測時刻と高さ

を観測点ごとに、及びこれら沖合の観測値から推

津波情報の種類と発表内容

１ 津波観測に関する情報の発表内容について

・沿岸で観測された津波の第１波の到達時刻と押し引き、及

びその時点までに観測された最大波の観測時刻と高さを

発表する。

２ 沖合の津波観測に関する情報の発表内容につい

て

・沖合で観測された津波の第１波の観測時刻と押し

引き、その時点までに観測された最大波の観測時

県地域防災計

画の修正に伴

う修正

危機管理課

情報の種類 発表内容

津
波
情
報

津波到達予想時

刻・予想される津波

の高さに関する情

報

各津波予報区の津波の到達予想時刻や

予想される津波の高さを５段階の数値（メ

ートル単位）または２種類の定性的表現

で発表

［発表される津波の高さの値は、資料編

資料第 105Ｐ328 参照］

各地の満潮時刻・

津波到達予想時刻

に関する情報

主な地点の満潮時刻や津波の到達予想

時刻を発表

津波観測に関する

情報

沿岸で観測した津波の時刻や高さを発表

（※１）

沖合の津波観測に

関する情報

沖合で観測した津波の時刻や高さ、及び

沖合の観測値から推定される沿岸での津

波の到達時刻や高さを津波予報区単位

で発表（※２）

津波に関するその

他の情報

津波に関するその他必要な事項を発表

情報の種類 発表内容

津
波
情
報

津波到達予想時

刻・予想される津波

の高さに関する情

報

各津波予報区の津波の到達予想時刻や

予想される津波の高さを５段階の数値（メ

ートル単位）または２種類の定性的表現

で発表

［発表される津波の高さの値は、資料編

資料第 105Ｐ328 参照］

各地の満潮時刻・

津波到達予想時刻

に関する情報

主な地点の満潮時刻や津波の到達予想

時刻を発表

津波観測に関する

情報

沿岸で観測した津波の時刻や高さを発表

（※１）

沖合の津波観測に

関する情報

沖合で観測した津波の時刻や高さ、及び

沖合の観測値から推定される沿岸での津

波の到達時刻や高さを津波予報区単位

で発表（※２）

（削除）
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定される沿岸での推定値（第１波の到達時刻、最

大波の到達時刻と高さ）を津波予報区単位で発表

する。

刻と高さを観測点ごとに、及びこれら沖合の観測値

から推定される沿岸での推定値（第１波の到達時

刻、最大波の到達時刻と高さ）を津波予報区単位

で発表する。

資料編 353 【資料第117】

（44）日本通運株式会社鹿児島支店長 浜町1-8

【資料第117】

（44）日本通運株式会社鹿児島支店長 小川町27-1

住所移転に伴

う修正

危機管理課

資料編 366 記載なし 協定名：災害時における廃棄物処理等の協力に関する協定

相手方：一般社団法人鹿児島県産業資源循環協会

協定締結に伴

う修正

資源政策課

資料編 417 （1）情報ルート

九州電力送配電鹿児島 配電事業所対策部（復旧班）

FAX:099-285-0183

TEL:099-285-0184

（1）情報ルート

九州電力送配電鹿児島 配電事業所対策部（復旧班）

TEL FAX）:099-285-8184

文言修正 九州電力送

配電㈱

資料編 419 2 連絡体制

広報班（営業計画グループ）

2 連絡体制

広報班（託送業務グループ）

グループ名変

更に伴う修正

九州電力送

配電㈱

資料編 587 （1）食糧の備蓄

粉ミルク１３０ｇ（1.5 年保存） ３７６箱

（1）食糧の備蓄

乳幼児ミルク（1.5 年保存） ３７６パック

文言修正 地域福祉課

資料編 590 (4)行政備蓄物資の調達・管理

①食糧の調達

行政備蓄物資の食糧は計画的に購入するものとし、原則5

年以上の保の保存期限を有するものを購入する。粉ミルクに

ついては、保存期限ができるだけ長いものを購入する。

(4)行政備蓄物資の調達・管理

①食糧の調達

行政備蓄物資の食糧は計画的に購入するものとし、原則

5年以上の保存期限を有するものを購入する。乳児用ミルク

については、保存期限ができるだけ長いものを購入する。ま

た、食物アレルギーに配慮した食糧の確保に努める。

国防災基本計

画の修正にあ

わせた文言追

加等

地域福祉課

資料編 599 （1）食糧

粉ミルク１３０ｇ（1.5 年保存） ３７６箱

（1）食糧

乳幼児ミルク（1.5 年保存） ３７６パック

文言修正 地域福祉課



- 27 -

区分
4 度版

ページ
現行（4 年度版） 変更後（5 年度版） 修正理由 課名

資料編 611 １ プランの構成

プランは、避難支援に関する「全体的な考え方」や避難

行動要支援者一人ひとりに対する「個別支援計画」の作

成、新たに取り組むこととされた避難行動要支援者名簿

の作成等に関する考え方を示すこととし、第１章の「総則」

から第８章の「地域防災計画や全体計画の整理」まで全８

章で構成する。

１ プランの構成

プランは、避難支援に関する「全体的な考え方」や避難

行動要支援者名簿の作成、避難行動要支援者一人ひと

りに対する「個別避難計画」の作成等に関する考え方を示

すこととし、第１章の「総則」から第８章の「その他」まで全８

章で構成する。

国の取組指針

改正 に伴う 修

正

危機管理課

資料編 612 ２ 定義

  プランにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該

各号に定めるところによる。

(1) 要配慮者 災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223

号。以下「法」という。）第 8 条第 2 項第 15 号に規定する

要配慮者をいう。

(2) 避難行動要支援者 法第 49 条の 10 第 1 項に規定す

る避難行動要支援者をいう。

(3) 避難支援等関係者 法第 49 条の 11 第 2 項に規定す

る避難支援等関係者をいう。

(4) 避難支援等 法第 49 条の 10 第 1 項に規定する避難

支援等をいう。

２ 定義

  プランにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該

各号に定めるところによる。

(1) 要配慮者 災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223

号。以下「法」という。）第 8 条第 2 項第 15 号に規定する

要配慮者をいう。

(2) 避難行動要支援者 法第 49 条の 10 第 1 項に規定す

る避難行動要支援者をいう。

(3) 避難支援等関係者 法第 49 条の 11 第 2 項に規定す

る避難支援等関係者をいう。

(4) 避難支援等実施者 法第 49 条の 14 第 3 項に規定す

る避難支援等実施者をいう。

(5) 避難支援等 法第 49 条の10 第 1 項に規定する避難

支援等をいう。

(6) 避難行動要支援者名簿 法第 49 条の 10 第 1 項に規

定する避難行動要支援者名簿をいう。

(7) 名簿情報 法第 49 条の 11 第 1 項に規定する名簿情

報をいう。

(8) 個別避難計画 法第 49 条の 14 第 1 項に規定する個

別避難計画をいう。

国の取組指針

改正 に伴う 修

正

危機管理課
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(9) 個別避難計画情報 法第 49 条の 15 第 1 項に規定す

る個別避難計画情報をいう。

資料編 613 第１ 市の役割

１ 要配慮者の把握

２ 避難行動要支援者の把握と避難行動要支援者名簿の

作成

３ 避難支援等関係者への平常時からの名簿情報の提供

（情報提供の同意を得た者）

４ 個別支援計画の作成、保管、避難支援等関係者への

提供

５ 高齢者等避難等の情報伝達体制の整備

６ 高齢者等避難の発令、伝達

７ 避難行動要支援者名簿の平常時からの情報提供に不

同意であった者への避難支援（避難支援等関係者への

名簿の提供等）

８ 避難行動要支援者名簿を活用した安否確認

第１ 市の役割

１ 要配慮者の把握

２ 避難行動要支援者の把握と避難行動要支援者名簿の

作成

３ 避難支援等関係者への平常時からの名簿情報の提供

（情報提供の同意を得た者）

４ 個別避難計画の作成、保管、避難支援等関係者への

平常時からの個別避難計画情報の提供（情報提供の同

意を得た者）

５ 高齢者等避難等の情報伝達体制の整備

６ 高齢者等避難の発令、伝達

７ 避難行動要支援者名簿情報、個別避難計画情報の平

常時からの情報提供に不同意であった者への避難支援

（災害時における避難支援等関係者への名簿情報、個

別避難計画情報の提供等）

８ 避難行動要支援者名簿、個別避難計画を活用した避

難支援、安否確認等

国の取組指針

改正 に伴う 修

正

危機管理課

資料編 614 第２ 民生委員の役割

   民生委員は、日頃の見守り活動を通じ以下の役割を担

う。

１ 市からの依頼による避難行動要支援者の把握のための

調査への協力

２ 避難支援等関係者へ平常時から名簿情報を提供する

ことへの同意について、避難行動要支援者への働きか

け

３ 個別支援計画作成のための避難行動要支援者への働

第２ 民生委員の役割

   民生委員は、日頃の見守り活動を通じ以下の役割を担

う。

１ 市からの依頼による避難行動要支援者の把握のための

調査への協力

２ 避難支援等関係者へ平常時から名簿情報を提供する

ことへの同意について、避難行動要支援者への働きか

け

３ 個別避難計画作成のための避難行動要支援者への働

国の取組指針

改正 に伴う 修

正

危機管理課
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きかけ

４ 個別支援計画の修正内容の市への提供

きかけ

４ 市からの依頼による個別避難計画作成への協力

５ 個別避難計画の修正内容の市への提供

資料編 613 第３ 自主防災組織・町内会等、地域で相互扶助活動を行う

組織（以下「地域支援機関」という。）の役割

    地域支援機関は、日頃の地域活動を通じて、以下の役

割を果たすよう努める。

  １ 避難支援等関係者へ平常時から名簿情報を提供する

ことへの同意について、避難行動要支援者への働きかけ

２ 個別支援計画作成のための避難行動要支援者への働

きかけ

３ 市の依頼による個別支援計画作成への協力

４ 個別支援計画の修正内容の市への提供

第３ 自主防災組織・町内会等、地域で相互扶助活動を行う

組織（以下「地域支援機関」という。）の役割

    地域支援機関は、日頃の地域活動を通じて、以下の役

割を果たすよう努める。

  １ 避難支援等関係者へ平常時から名簿情報を提供する

ことへの同意について、避難行動要支援者への働きかけ

２ 個別避難計画作成のための避難行動要支援者への働

きかけ

３ 市の依頼による個別避難計画作成への協力

４ 個別避難計画の修正内容の市への提供

国の取組指針

改正 に伴う 修

正

危機管理課

資料編 613 第４ 社会福祉協議会・社会福祉施設・医療機関等介護・医

療活動を行う組織（以下「専門支援機関」という。）の役割

   専門支援機関は、介護・医療活動を通じて、以下の役割

を担う。

１ 個別支援計画作成のための避難行動要支援者への働

きかけ

２ 市の依頼による個別支援計画作成への協力

３ 個別支援計画の修正内容の市への提供

４ 避難行動要支援者の避難支援と安否確認への協力

５ 要配慮者の収容への協力

第４ 社会福祉協議会・社会福祉施設・医療機関等介護・医

療活動を行う組織（以下「専門支援機関」という。）の役割

   専門支援機関は、介護・医療活動を通じて、以下の役割

を担う。

１ 個別避難計画作成のための避難行動要支援者への働

きかけ

２ 市の依頼による個別避難計画作成への協力

３ 個別避難計画の修正内容の市への提供

４ 避難行動要支援者の避難支援と安否確認への協力

５ 要配慮者の収容への協力

国の取組指針

改正 に伴う 修

正

危機管理課
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資料編 617 ２ 避難行動要支援者名簿の記載事項

避難行動要支援者名簿には、以下を記載する。

(1) 氏名

(2) 生年月日

(3) 性別

(4) 住所又は居所

(5) 電話番号その他の連絡先

(6) 避難支援等を必要とする事由

(7) 所属する町内会

(8) 避難所（避難先）

(9) 避難支援等関係者への平常時からの名簿情報提供の

可否

(10)個別支援計画の有無

(11)危険種別（危険地域の種別を記載）

(12)前各号に掲げるもののほか、避難支援等の実施に関し

市町村長が必要と認める事項

２ 避難行動要支援者名簿の記載事項

避難行動要支援者名簿には、以下を記載する。

(1) 氏名

(2) 生年月日

(3) 性別

(4) 住所又は居所

(5) 電話番号その他の連絡先

(6) 避難支援等を必要とする事由

(7) 所属する町内会

(8) 避難所（避難先）

(9) 避難支援等関係者への平常時からの名簿情報提供

の可否

(10)個別避難計画の有無

(11)危険種別（危険地域の種別を記載）

(12)前各号に掲げるもののほか、避難支援等の実施に関し

市長が必要と認める事項

国の取組指針

改正 に伴う 修

正

危機管理課

資料編 617 ４ 名簿情報の適正管理

避難行動要支援者のプライバシーを保護するため、市

においては、総務省の「地方公共団体における情報セキュ

リティポリシィに関するガイドライン」に基づき、避難行動要

支援者名簿についての情報を適正に管理する。

なお、法第 49 条の13 の規定により、名簿情報の提供を

受けた避難支援等関係者は、正当な理由なく、名簿に係

る情報を漏らしてはならないこととされているため、避難支

援等関係者へ、その旨、十分説明する。

４ 名簿情報の適正管理

避難行動要支援者の個人情報を保護するとともに、避

難行動要支援者名簿を活用した避難支援そのものに対す

る信頼性を担保するため、市においては、総務省の「地方

公共団体における情報セキュリティポリシィに関するガイド

ライン」に基づき、避難行動要支援者名簿についての情報

を適正に管理する。

なお、法第 49 条の13 の規定により、名簿情報の提供を

受けた避難支援等関係者等は、正当な理由なく、名簿情

報に係る避難行動要支援者に関して知り得た秘密を漏ら

してはならないこととされているため、避難支援等関係者等

へ、その旨、十分説明する。

文言修正 危機管理課
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資料編 618 第３ 避難行動要支援者名簿の使用

名簿は、市が以下の目的に使用する。

１ 避難行動要支援者の把握

２ 次に掲げる事項に活用するための避難支援等関係者

への平常時からの名簿の提供（情報提供について同意

を得た者）

(1) いざというときの円滑かつ迅速な避難支援等の実施

(2) 防災訓練や関係者への研修等

３ 災害時の避難行動支援及び安否情報の確認

第３ 避難行動要支援者名簿情報の利用

名簿情報は、市が以下の目的に使用する。

１ 避難行動要支援者の把握

２ 次に掲げる事項に活用するための避難支援等関係者

への平常時からの名簿の提供（情報提供について同意

を得た者）

(1) 発災時の円滑かつ迅速な避難支援等の実施

(2) 防災訓練や関係者への研修等

３ 災害時の避難行動支援及び安否情報の確認

文言修正 危機管理課

資料編 618 第４ 避難支援等関係者への平常時からの名簿情報の提供

避難行動要支援者名簿は平常時から避難支援等関係

者に提供され、共有されていることで、いざというときの円

滑かつ迅速な避難支援等の実施に結びつく。

このため、市は、情報の提供について同意を得た避難

行動要支援者名簿情報を、あらかじめ避難支援等の実施

に必要な限度で、消防機関、警察、民生委員、市社会福

祉協議会、自主防災組織その他の避難支援等の実施に

携わるものに提供する。

第４ 避難支援等関係者への平常時からの名簿情報の提供

避難行動要支援者名簿は平常時から避難支援等関係

者に提供され、共有されていることで、発災時の円滑かつ

迅速な避難支援等の実施に結びつく。

このため、市は、避難行動要支援者の名簿情報を提供

することについて本人の同意を得た場合、名簿情報を、あ

らかじめ避難支援等の実施に必要な限度で、消防機関、

警察、民生委員、市社会福祉協議会、自主防災組織その

他の避難支援等の実施に携わる者に提供する。

なお、法第49条の12 の規定により、避難行動要支援者

名簿の提供に際しては、避難支援等関係者が適正な情報

管理を図るよう、市において適切な措置を講ずるよう努め

る。

文言修正 危機管理課

資料編 618 第５ 災害時における名簿の活用

１ 避難のための情報伝達

避難行動要支援者の中には避難等に必要な情報を

入手できれば、自ら避難行動をとることが可能な者もい

る。

第５ 災害時における名簿の活用

１ 避難のための情報伝達

警戒レベル等は、避難行動要支援者の円滑かつ迅

速な避難に当たって重要な情報である。避難行動要支

援者の中には避難等に必要な情報を入手できれば、自

文言修正 危機管理課
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そのため、高齢者等避難や避難指示等が発令された

場合は、避難支援等関係者が避難行動要支援者名簿

を活用して、着実かつ早めの情報伝達に配慮することが

必要である。

情報の伝達に当たっては、高齢者や障害者等にも的

確に伝わるよう、分かりやすい言葉や表現、説明などに

配慮するとともに、防災行政無線や広報車、携帯端末な

ど、多様な情報伝達の手段を確保する。

２ 避難行動要支援者の避難支援

避難支援等関係者は、平常時から名簿情報を避難支

援等関係者に提供することに同意した避難行動要支援

者の避難支援について、名簿情報や事前に作成する個

別支援計画に基づいて避難支援を行う。

また、市は、避難支援等関係者等が、地域の実情や

災害の状況に応じて、可能な範囲で避難支援等を行え

るよう、避難支援等関係者名簿を整備し、平時から避難

支援に係る研修等を行ったり、災害時の安否確認や情

報の伝達に活用したりするなど、避難支援等関係者の

安全確保に十分に配慮する。

ら避難行動をとることが可能な者もいる。

そのため、高齢者等避難や避難指示等が発令された

場合は、避難支援等関係者が避難行動要支援者名簿

を活用して、着実な情報伝達及び早い段階での避難行

動を促進できるように配慮することが必要である。

情報の伝達に当たっては、高齢者や障害者等にも的

確に伝わるよう、分かりやすい言葉や表現、説明などに

配慮するとともに、防災行政無線や広報車、携帯端末な

ど、多様な情報伝達の手段を確保する。

２ 避難行動要支援者の避難支援

避難支援等関係者は、平常時から名簿情報を避難支

援等関係者に提供することに同意した避難行動要支援

者の避難支援について、名簿情報や事前に作成する個

別避難計画に基づいて避難支援を行う。

また、市は、避難支援等関係者等が、地域の実情や

災害の状況に応じて、可能な範囲で避難支援等を行え

るよう、避難の必要性や避難行動要支援者名簿の意

義、あり方を自主防災組織や町内会などの地域の関係

者に説明するとともに、避難行動要支援者に避難行動

要支援者名簿制度の活用や意義等について理解しても

らうことと合わせて、避難支援等関係者等は全力で助け

ようとするが、助けられない可能性もあることを理解しても

らうなど、避難支援等関係者等の安全確保に十分に配

慮する。

資料編 619 ３ 避難行動要支援者の平常時からの提供に不同意であっ

た者への避難支援

(1) 名簿情報の提供

市は、災害時又は災害が発生するおそれがある場合

３ 避難行動要支援者の平常時からの提供に不同意であっ

た者への避難支援

(1) 名簿情報の提供

市は、災害が発生し、又は災害が発生するおそれが

国の取組指針

改正 に伴う 修

正

危機管理課
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には、必要に応じて、その同意の有無に関わらず、避難

支援等関係者その他の者に対し、名簿情報を提供し、

可能な範囲で支援を行うよう協力を求めることができる。

ただし、情報の提供に当たっては、提供する情報の種

類、範囲等に十分配慮する。

(2) 避難行動要支援者名簿の提供先

災害時又は災害が発生するおそれがある場合におい

て、自衛隊の部隊や他の都道府県警察からの応援部隊

など他地域から避難支援等の支援が受けられるときは、

それらの者にも名簿情報を提供するものとする。

４ 避難行動要支援者の安否確認の実施等

安否確認の実施

避難場所等において安否確認を行う際には、避難行動

要支援者名簿を活用する。

また、安否未確認の避難行動要支援者がいる場合は、

名簿を活用して、在宅避難者等の安否確認を行う。

ある場合において、避難行動要支援者の生命又は身体

を保護するために特に必要があるときは、その同意の有

無に関わらず、避難支援等の実施に必要な限度で、避

難支援等関係者その他の者に対し、名簿情報を提供

し、可能な範囲で支援を行うよう協力を求めることができ

る。

ただし、情報の提供に当たっては、提供する情報の種

類、範囲等に十分配慮する。

(2) 避難行動要支援者名簿の提供先

災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場

合において、避難支援等関係者のほか、避難支援等の

実施に必要な限度で、自衛隊の部隊や他の都道府県

警察からの応援部隊、避難支援等への協力が得られる

企業や団体、さらには、避難行動要支援者の安否確認

を迅速に行うため、福祉事業者、障害者団体等に名簿

情報を提供するものとする。

４ 避難行動要支援者の安否確認の実施等

避難場所等において安否確認を行う際には、避難行動

要支援者名簿を活用する。

また、安否未確認の避難行動要支援者がいる場合は、

名簿を活用して、在宅避難者等の安否確認を行う。

資料編 620 第４章 個別支援計画の作成

  市は、避難行動要支援者のうち、平常時から避難支援等

関係者へ名簿情報を提供することに同意した者につい

て、避難支援に関する個別支援計画を作成するよう努め

るものとする。

第４章 個別避難計画の作成

  市は、避難行動要支援者のうち、個別避難計画を作成す

ることに同意した者について、避難支援に関する個別避

難計画を作成するよう努めるものとする。

国の取組指針

改正 に伴う 修

正
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資料編 620 第１ 個別支援計画の目的

市は、避難行動要支援者の避難誘導を迅速に行うた

めに、避難行動要支援者それぞれの状況に応じた個別

支援計画を作成するよう努めるものとする。

第２ 個別支援計画作成の基本方針

１ 個別支援計画作成の対象者

個別支援計画は、避難行動要支援者のうち、避難支

援等関係者に平常時から名簿情報を提供することに同

意した者について、作成する。

第１ 個別避難計画の目的

市は、避難行動要支援者について避難支援等を実

施するために、避難行動要支援者それぞれの状況に応

じた個別避難計画を作成するよう努めるものとする。

第２ 個別避難計画作成の基本方針

１ 個別避難計画作成の対象者

個別避難計画は、避難行動要支援者のうち、個別避

難計画を作成することに同意した者について、作成す

る。

２ 個別避難計画の作成に必要な情報の把握

市は、個別避難計画を作成するに当たり、避難行動

要支援者名簿に記載等されている情報に加え、市の関

係部局で把握している個別避難計画作成の対象者に関

する情報を集約するよう努める。この場合において、要

介護状態区分別、障害種別及び支援区分別に把握す

るものとする。

(1) 市内部での情報の集約

市の各部局において把握している情報を集約する

よう努める。

(2) 県等からの情報の取得

難病患者に係る情報等、市で把握していない情報

取得が個別避難計画の作成のため必要があると認め

られるときは、県やその他の者に対して、情報提供を

求めるものとする。

(3) 避難行動要支援者本人等からの情報の取得

避難支援等を実施する上で配慮すべき心身に関

する事項などについて、避難行動要支援者本人や家

国の取組指針

改正 に伴う 修

正

危機管理課
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２ 個別支援計画の作成主体

市は、避難行動要支援者のうち、平常時から避難支

援等関係者へ名簿情報を提供することに同意した者に

ついて、避難行動要支援者への聞き取りを基本としなが

ら、自ら又は民生委員、地域支援機関若しくは、専門支

援機関に協力を依頼して個別支援計画を作成するもの

とする。

族、関係者から、情報を把握する。

３ 個別避難計画の作成主体

市は、避難行動要支援者のうち、個別避難計画を作

成することに同意した者について、避難行動要支援者

への郵送による調査又は聞き取りを基本としながら、自ら

又は民生委員、地域支援機関若しくは、専門支援機関

に協力を依頼して個別避難計画を作成するものとする。

なお、できるだけ早期に避難行動要支援者に対し、

計画が作成されるよう、優先度が高い者から個別避難計

画を作成することが適当であるとされていることから、必

要に応じて次の作成の優先度を踏まえ、計画を作成す

るものとする。個別避難計画作成の優先度の高い避難

行動要支援者の個別避難計画の作成目標期間は、令

和３年度から起算してからおおむね５年間とする。

(1) 地域におけるハザードの状況（浸水想定区域（水防

法）、津波浸水想定（津波防災地域づくり法）、土砂災

害警戒区域・土砂災害特別警戒区域（土砂災害防止

法）、噴火に伴う火山現象による影響範囲（活動火山

対策特別措置法（基本指針）に基づく火山災害警戒

地域）等）

(2) 当事者本人の心身の状況、情報取得や判断への支

援が必要な程度

(3) 独居等の居住実態、社会的孤立の状況

資料編 621 ３ 個別支援計画の内容

個別支援計画には、情報伝達、避難誘導、避難先での

留意事項等の避難支援に必要な事項を記載することとす

る。具体的には、避難行動要支援者名簿に記載されてい

４ 個別避難計画の記載事項

個別避難計画には、避難行動要支援者名簿に記載され

ている事項に加え、以下の情報について記載等する。

なお、これまで「個別支援計画」として作成してきた計画

国の取組指針

改正 に伴う 修

正
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る事項に加え、必要に応じて、以下の内容を織り込む。

(1) 避難支援者

(2) 予定避難場所

(3) 情報伝達の流れ

(4) 情報伝達での留意事項

(5) 避難時に携行する医薬品等

(6) 避難誘導時の留意事項

(7) 避難先での留意事項

(8) 避難経路

(9) 本人が不在で連絡が取れない時の対応等

については、当該計画の内容が、改正災対法に基づき作

成される個別避難計画の内容に実質的に相当している場

合に限り、個別避難計画として取り扱うものとする。

(1) 避難支援等実施者の氏名又は名称、住所又は居所及

び電話番号その他の連絡先

(2)避難施設その他の避難場所及び避難路その他の避難

経路に関する事項

(3) 前各号に掲げるもののほか、避難支援等の実施に関し

市長が必要と認める事項

５ 個別避難計画が作成されていない者への配慮

災害時に、生命・身体を保護するという行政の役割に鑑

み、作成作業の途中である、作成の同意が得られない等

の事情によって個別避難計画が作成されていない避難行

動要支援者に対しても、逃げ遅れ等が発生しないよう、避

難支援等関係者に対する必要な情報の提供その他の必

要な配慮をするものとする。

６ 個別避難計画のバックアップ

災害規模等により市の機能が著しく低下する可能性を

考慮し、個別避難計画のバックアップに留意する。

また、災害による停電等を考慮し、電子媒体による管理

に加え、紙媒体でも最新の情報を保管する。

７ 個別避難計画の更新と情報の共有

(1) 個別避難計画の更新

避難行動要支援者の心身の状況は変化するため、市

は避難行動要支援者の把握に努め、本人又は支援者

から変更の届出があった場合や、ハザードマップの見直

し・更新、災害時の避難方法等に変更があった場合など

は、個別避難計画を更新し、個別避難計画を最新の状
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態に保つことに努めるものとする。

(2) 避難行動要支援者情報の共有

避難行動要支援者の避難支援等に必要となる事項に

変化が生じたときや転居や入院により名簿から削除され

たとき等は、その情報を市及び避難支援等関係者間で

共有する。

資料編 621 第４ 避難支援者の確保等

１ 避難支援者の確保

避難行動要支援者それぞれに避難支援者が確保さ

れるよう、市は、地域の実情を踏まえつつ、避難行動要

支援者名簿の提供を受けた避難支援等関係者のうち、

コーディネーターとなる者（民生委員等）と協力しなが

ら、避難支援者の確保に努める。

２ 避難行動要支援者及び避難支援者による個別支援計

画の確認

作成された個別支援計画については、避難行動要支

援者及び避難支援者による確認を行い、避難体制の確

立を図るものとする。

第３ 避難を支援する者の確保等

１ 避難支援等実施者の確保

避難行動要支援者それぞれに避難支援等実施者が

確保されるよう、市は、地域の実情を踏まえつつ、避難

行動要支援者名簿の提供を受けた避難支援等関係者

のうち、コーディネーターとなる者（民生委員等）と協力し

ながら、避難支援等実施者の確保に努める。

２ 避難行動要支援者及び避難支援等実施者による個別

避難計画の確認

作成された個別避難計画については、避難行動要支

援者及び避難支援等実施者による確認を行い、避難体

制の確立を図るものとする。

国の取組指針

改正 に伴う 修

正

危機管理課

資料編 621 第３ 個別支援計画の適正管理 第４ 個別避難計画の適正管理

１ 適正管理

避難行動要支援者の個人情報を保護するとともに、

個別避難計画を活用した避難支援そのものに対する信

頼性を担保するため、市においては、総務省の「地方公

共団体における情報セキュリティポリシィに関するガイド

ライン」に基づき、個別避難計画についての情報を適正

に管理する。

なお、法第49 の17 の規定により、個別避難計画情報

国の取組指針

改正 に伴う 修

正

危機管理課
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１ 保管

個別支援計画の原本は、市の防災部局が保管し、副

本は避難行動要支援者のほか、個別支援計画の作成

協力・実施の関係機関及び避難支援者が保管するもの

とする。

２ 使用

個別支援計画を保管する関係機関及び避難支援者

は、避難支援に関する目的以外に個別登録台帳及び

個別支援計画を使用してはならない。

の提供を受けた避難支援等関係者等は、正当な理由な

く、個別避難計画情報に係る避難行動要支援者等に関

して知り得た秘密を漏らしてはならないこととされている

ため、避難支援等関係者等へ、その旨、十分説明する。

２ 保管

個別避難計画の原本は、市の防災部局が保管し、副

本は避難行動要支援者のほか、個別避難計画の作成

協力・実施の関係機関及び避難支援等実施者が保管

するものとする。

３ 利用

個別避難計画を保管する関係機関及び避難支援等

実施者は、避難支援に関する目的以外に個別避難計

画を利用してはならない。

第５ 個別避難計画情報の利用

個別避難計画情報は、市が以下の目的に利用する。

１ 個別避難計画情報の外部提供に関する本人又は避難

支援等実施者の同意を得るための連絡

２ 次に掲げる事項に活用するための避難支援等関係者

への平常時からの個別避難計画情報の提供（情報提供

について同意を得た者）

(1) 発災時の円滑かつ迅速な避難支援等の実施

(2) 防災訓練や関係者への研修等

３ 災害時の安否確認・救助等

第６ 避難支援等関係者への平常時からの個別避難計画情

報の提供

個別避難計画情報は平常時から避難支援等関係者
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に提供され、共有されていることで、避難行動要支援者

の災害時における避難方法や避難支援の内容等を事

前に把握・検討し、個々の要支援者ごとに個別避難計

画の実効性を高める準備をしておくことを可能とする。

このため、市は、個別避難計画情報を提供することに

ついて避難行動要支援者及び避難支援等実施者の同

意を得た場合、個別避難計画情報を、あらかじめ避難支

援等の実施に必要な限度で、消防機関、警察、民生委

員、市社会福祉協議会、自主防災組織その他の避難支

援等の実施に携わるものに提供する。

なお、法第49条の16 の規定により、個別避難計画情

報の提供に際しては、避難支援等関係者が適正な情報

管理を図るよう、市において適切な措置を講ずるよう努

める。

第７ 災害時における個別避難計画の活用

１ 避難のための情報伝達

警戒レベル等は、避難行動要支援者の円滑かつ迅

速な避難に当たって重要な情報である。避難行動要支

援者の中には避難等に必要な情報を入手できれば、自

ら避難行動をとることが可能な者もいる。

そのため、高齢者等避難や避難指示等が発令された

場合は、避難支援等関係者が個別避難計画情報を活

用して、着実な情報伝達及び早い段階での避難行動を

促進できるように配慮することが必要である。

情報の伝達に当たっては、高齢者や障害者等にも的

確に伝わるよう、分かりやすい言葉や表現、説明などに



- 40 -

区分
4 度版

ページ
現行（4 年度版） 変更後（5 年度版） 修正理由 課名

配慮するとともに、防災行政無線や広報車、携帯端末な

ど、多様な情報伝達の手段を確保する。

２ 避難行動要支援者の避難支援

避難支援等関係者は、避難行動要支援者の避難支

援等については、個別避難計画に基づいて避難支援等

を行う。

また、市は、避難支援等関係者等が、地域の実情や

災害の状況に応じて、可能な範囲で避難支援等を行え

るよう、地域において、避難の必要性や個別避難計画の

意義、あり方を自主防災組織や町内会などの地域の関

係者に説明するとともに、避難行動要支援者に避難行

動要支援者名簿制度の活用や意義等について理解し

てもらうことと合わせて、避難支援等関係者等は全力で

助けようとするが、助けられない可能性もあることを理解

してもらうなど、避難支援等関係者等の安全確保に十分

に配慮する。

３ 避難行動要支援者の平常時からの提供に不同意であ

った者への避難支援

(1) 個別避難計画情報の提供

市は、災害が発生し、又は発生するおそれがある

場合において、避難行動要支援者の生命・身体を保

護するために特に必要があると認めるときは、避難行

動要支援者等の同意を得ることを要せずに、個別避

難計画情報を外部提供し、可能な範囲で支援を行う

よう協力を求めることができる。

ただし、情報の提供に当たっては、提供する情報の

種類、範囲等に十分配慮する。

(2) 個別避難計画情報の提供先
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「第５ ３(2) 避難行動要支援者名簿の提供先」に準じ

る。

資料編 622 第１ 高齢者等避難の制度化

市は、要配慮者が、避難行動を開始するための情報

及び避難支援者が避難行動要支援者への避難支援を

開始するための情報として、高齢者等避難を発令する。

第１ 高齢者等避難の発令

市は、要配慮者が、避難行動を開始するための情報

及び避難支援等実施者が避難行動要支援者への避難

支援を開始するための情報として、高齢者等避難を発

令する。

国の取組指針

改正 に伴う 修

正

危機管理課

資料編 622 第３ 情報伝達体制の整備

１ 地域における情報伝達体制

市は、発令された高齢者等避難等が要配慮者や避難

支援者を含めた高齢者等避難等対象地域の住民全員

に確実に届くよう防災行政無線、広報車等を活用して防

災情報を提供する。

第４ 多様な情報伝達手段の確保

避難指示等の情報伝達については、地域ぐるみの情

報伝達体制の整備を基本としつつ、市は、多様な情報

伝達手段の確保に努める。

(1) 放送事業者への情報提供等

(2) 防災行政無線の活用

(3) 通報システムの活用

(4) ファクシミリ、電子メール等の活用

(5) 消防車両による広報

(6) コミュニティＦＭへの情報提供

(7) 携帯端末等による緊急速報メール 等

第３ 情報伝達体制の整備

１ 地域における情報伝達体制

市は、発令された高齢者等避難等が要配慮者や避難

支援等実施者を含めた高齢者等避難等対象地域の住

民全員に確実に届くよう防災行政無線、広報車等を活

用して防災情報を提供する。

第４ 多様な情報伝達手段の確保

避難指示等の情報伝達については、地域ぐるみの情

報伝達体制の整備を基本としつつ、市は、多様な情報

伝達手段の確保に努める。

(1) 放送事業者への情報提供等

(2) 防災行政無線の活用

(3) 緊急速報メールの活用

(4) ファクシミリ、電子メール等の活用

(5) 消防車両による広報

(6) コミュニティＦＭへの情報提供

(7) 携帯端末等による緊急速報メール 等

国の取組指針

改正 に伴う 修

正

危機管理課
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資料編 634 第６章 避難指示の発令

１ 発令基準

第６章 避難指示の発令

１ 発令基準

避難情報に関

するガイドライ

ンの更新に伴

う修正

危機管理課

資料編 714 文言修正 広報課

資料編 714 文言修正 広報課

種別 基準

避 難

指 示

① （略）

② （略）
※ 遠地地震の場合の避難情報

  「遠地地震に関する情報」の後に津波警報等が

発表される可能性があることを認識し、津波警報
等の発表前であっても、必要に応じて高齢者等避

難の発令を検討するものとする。

種別 基準

避 難
指 示

① （略）

② （略）
※ 遠地で発生した地震や火山噴火等に 伴う 津波

の場合の避難情報

  「遠地地震に関する情報」の後に津波警報等が
発表される可能性があることを認識し、津波警報

等の発表前であっても、その内容により必必要に

応じて高齢者等避難の発令を検討するものとす
る。

(市ホームページ，市公式 SNS)

（同報系防災行政無線等）
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資料編 718   ●保育園、幼稚園への連絡   ●保育園、幼稚園等への連絡 避難促進施設

の指定追加等

に伴う修正

危機管理課

保育幼稚園課

216-1258

避難確保計画

に基づく

東桜島保育園

221-2220

校内放送、

携帯メール※等
児童等

保育幼稚園課

216-1258

避難確保計画

に基づく

桜島保育園

293-3115

校内放送、

携帯メール※等
児童等

こども家庭支援

センター

803-9533

避難確保計画

に基づく

桜島学園

221-2344
校内放送、

携帯メール※等

児童・生徒

等

保育幼稚園課

216-1258

避難確保計画

に基づく

桜峰幼稚園

293-2424

校内放送、

携帯メール※等
児童等

※携帯メールは保護者への伝達時

障害福祉課

216-1272
避難確保計画

に基づく

わくわくキッズ

倶楽部 桜島

295-3471

校内放送、

携帯メール※等

児童等

保育幼稚園課

216-1258
避難確保計画

に基づく

東桜島保育園

221-2220
校内放送、

携帯メール※等
児童等

保育幼稚園課

216-1258
避難確保計画

に基づく

桜島保育園

293-3115
校内放送、

携帯メール※等

児童等

こども家庭支援

センター

803-9533

避難確保計画

に基づく

桜島学園

221-2344
校内放送、

携帯メール
※
等

児童・生徒

等

保育幼稚園課

216-1258
避難確保計画

に基づく

桜峰幼稚園

293-2424
校内放送、

携帯メール※等

児童等

※携帯メールは保護者への伝達時
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資料編 722 避難促進施設

の指定追加等

に伴う修正

危機管理課
№ 施  設  名

所有者・管理者

等

施設位置

（情報伝達課）

常駐 名 称
火口と

の距離

住  所

17 東桜島保育園 昼のみ 鹿児島市 4.0
東桜島町 766-1

（211-2220）
保育幼稚園課

18 桜島保育園 昼のみ 民間 5.0
桜島武町 648

（293-3115）
（保育幼稚園課）

19 桜島学園 24h 民間 4.5
野尻町 18-1

（221-2344）

（こども家庭支援セ

ンター）

20
桜島苑（特養・短期

入所・通所介護）
24h 民間 5.5

桜島横山町 1722-45

（293-2800）
（長寿あんしん課）

21
高齢者福祉センター

桜島
昼のみ

鹿児島市

民間
6.0

桜島横山町 1722-17

（293-2951）
長寿支援課

22
高齢者福祉センター

東桜島
昼のみ

鹿児島市

民間
4.0

東桜島町 720

（221-2081）
長寿支援課

23
グループホーム

さくらじま
24h 民間 4.5

野尻町 49-1

（245-0818）
（長寿あんしん課）

24 桜峰幼稚園 昼のみ 鹿児島市 5.0
桜島松浦 355

（293-2424）
保育幼稚園課

25
桜洲小学校

桜洲児童クラブ

昼のみ 鹿児島市 5.0
桜島小池町 55

（293-2003）

保健体育課

こども政策課

26
桜峰小学校

桜峰児童クラブ
昼のみ 鹿児島市 5.0

桜島松浦 355

（293-2005）

保健体育課

こども政策課

27
東桜島小学校

東桜島児童クラブ
昼のみ 鹿児島市 4.0

東桜島町 17

（221-2051）

保健体育課

こども政策課

28 黒神小学校 昼のみ 鹿児島市 4.5
黒神町 2561

（293-2101）
保健体育課

29 桜島中学校 昼のみ 鹿児島市 5.0
桜島藤野町 1342

（293-2014）
保健体育課

30 東桜島中学校 昼のみ 鹿児島市 4.0
東桜島町 810

（221-2331）
保健体育課

31 黒神中学校 昼のみ 鹿児島市 4.0
黒神町 647

（293-2660）
保健体育課

32 桜島病院 24h 民間 4.5
野尻町 59

（221-2031）
（生活衛生課）

№ 施  設  名

所有者・管理者等 施設位置

（情報伝達課）

常駐 名 称
火口 との

距離(m)

住  所

17
わくわくキッズ

倶楽部桜島（通所支援）

昼のみ 民間 5.4
桜島小池町 1435

（295-3471）
（障害福祉課）

18 東桜島保育園 昼のみ 鹿児島市 4.0
東桜島町 766-1

（211-2220）
保育幼稚園課

19 桜島保育園 昼のみ 民間 5.0
桜島武町 648

（293-3115）
（保育幼稚園課）

20
桜島学園

（児童養護施設）
24h 民間 4.5

野尻町 18-1

（221-2344）

（こども家庭支援セ

ンター）

21
桜島苑（特養・短期

入所・通所介護）
24h 民間 5.5

桜島横山町 1722-45

（293-2800）
（長寿あんしん課）

22
高齢者福祉センター

桜島
昼のみ

鹿児島市

民間
6.0

桜島横山町 1722-17

（293-2951）
長寿支援課

23
高齢者福祉センター

東桜島
昼のみ

鹿児島市

民間
4.0

東桜島町 720

（221-2081）
長寿支援課

24
グループホーム

さくらじま
24h 民間 4.5

野尻町 49-1

（245-0818）
（長寿あんしん課）

25 桜峰幼稚園 昼のみ 鹿児島市 5.0
桜島松浦 355

（293-2424）
保育幼稚園課

26
桜洲小学校

桜洲児童クラブ
昼のみ 鹿児島市 5.0

桜島小池町 55

（293-2003）

保健体育課

こども政策課

27
桜峰小学校

桜峰児童クラブ
昼のみ 鹿児島市 5.0

桜島松浦 355

（293-2005）

保健体育課

こども政策課

28
東桜島小学校

東桜島児童クラブ
昼のみ 鹿児島市 4.0

東桜島町 17

（221-2051）

保健体育課

こども政策課

29 黒神小学校 昼のみ 鹿児島市 4.5
黒神町 2561

（293-2101）
保健体育課

30 桜島中学校 昼のみ 鹿児島市 5.0
桜島藤野町 1342

（293-2014）
保健体育課

31 東桜島中学校 昼のみ 鹿児島市 4.0
東桜島町 810

（221-2331）
保健体育課

32 黒神中学校 昼のみ 鹿児島市 4.0
黒神町 647

（293-2660）
保健体育課

33 桜島病院 24h 民間 4.5
野尻町 59

（221-2031）
（生活衛生課）
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資料編 738 海上避難方法（救難船舶による避難） 海上避難方法（救難船舶による避難） 救難船舶の減

船に伴う修正

危機管理課

資料編 740 ３ 避難状況の確認

(1) 現地災害対策本部・消防対策部

   自主防災組織と連携し、退避舎に集合した住民の世帯

構成や氏名等を確認するとともに、自家用車両で避難し

た住民等の確認に努めるものとする。

   避難対象地域の戸別訪問等により、避難の状況を確認

する。

(2) 健康福祉対策部

   避難所に受け入れた避難者の名簿を作成するとともに、

避難状況の把握に努める。

３ 避難状況の確認

(1) 消防対策部

   避難対象地域の戸別訪問を行い、残留者の状況確認

に努める。

(2) 健康福祉対策部

   避難所に受け入れた避難者の名簿を作成するとともに、

避難状況の把握に努める。（住民一覧表の活用）

(3) 現地災害対策本部

ア 消防対策部と連携し、残留者の状況確認に努める。

イ 健康福祉対策部と連携し、指定避難所への避難状況

文言修正 危機管理課
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を把握に努める。

ウ 災害対策本部と連携し、指定避難所以外への避難状

況を把握に努める。

資料編 740 ６ 避難誘導責任者の業務

(2) 避難指示等の発令時

   住民等に指示し、隣近所に声をかけ、お互い協力して

全員が安全に避難できるようにする。

   避難の集結者を把握するため、避難する住民から、避

難用家族カードを受け取り、避難用住民一覧表と突合さ

せる。その後、次の要領により、現地災害対策本部を経

由して災害対策本部（市長）へ報告するものとする。

  ① 報告時期

    避難指示が発せられてから毎正時とする。

  ② 報告内容

   ア 避難者に関すること。

    ○ 避難時における当該地区住民の世帯数及び人員

数

    ○ 避難した世帯数及び人員数

     （市開設の避難所及び知人宅等への避難先を区分

する。）

    ○ 避難者の死亡及び負傷の状況

    ○ その他避難者の状況について特に必要な事項

   イ 輸送車両及び船舶に関すること。

    ○ 配車船の状況

    ○ 輸送完了の見通し

    ○ 増配車船の必要性の有無

    ○ 避難港の状況

    ○ その他輸送に関し特に必要な事項

６ 避難誘導責任者の業務

(2) 避難指示等の発令時

   住民等に指示し、隣近所に声をかけ、お互い協力して

全員が安全に避難できるようにする。

   発令時の避難状況の把握及び報告は、【本編 火山

災害対策編 第３章 第７節避難計画 10 島外避難

(1) 避難指示段階の避難 ⑥避難状況の把握及び報

告】に基づき対応する。

文言修正 危機管理課
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区分
4 度版

ページ
現行（4 年度版） 変更後（5 年度版） 修正理由 課名

   ウ 避難路に関すること。

    ○ 避難路の状況（住民等からの通報等）

    ○ 国道、県道の状況（関係機関への確認事項）

   エ 残留者に関すること。

    ○ 残留者の氏名及び措置

資料編 741 【避難用家族カードと避難用住民一覧表による避難状況の確

認イメージ】

（削除） 避難用家族カ

ード の廃止 に

伴う削除

危機管理課

資料編 742 【避難状況把握の流れ】 【避難状況把握の流れ】 文言修正 危機管理課
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区分
4 度版

ページ
現行（4 年度版） 変更後（5 年度版） 修正理由 課名

資料編 742 ＜避難誘導責任者（消防団）＞

○ 事前の自主避難者情報とフェリー乗船者の家族カード

により住民一覧表の該当者をチェックする。

○ フェリー出港時に、分団員が一覧表を現地調整所に、

分団長が家族カードを避難所に届ける。

＜避難所（避難所班員）＞

○ 自家用車等で避難所に避難をしてきた自主避難者情

報を随時、現地災害対策本部にＦＡＸする。

○ フェリー避難者が避難所に着いたら、家族カードを一覧

表に記入し、避難所名簿として地域福祉課にＦＡＸす

る。

＜現地災害対策本部（支所職員）＞

○ 退避舎からの一覧表と避難所からの自主避難者情報を

併せて、避難状況を把握する。

○ 避難状況を本部に報告するとともに、残留者について

は現地調整所にて捜索を指示する。

＜避難誘導責任者（消防団）＞

○ 各地域内の戸別訪問により避難状況の把握を行い、現

地災害対策本部に報告する。

＜避難所（避難所班員）＞

○ 避難所に避難をしてきた避難者の名簿を作成し、地域

福祉課に報告する。（住民一覧表の活用）

＜現地災害対策本部（支所職員）＞

○ 避難所や避難誘導責任者からの情報と災害対策本部

からの自主避難者情報を併せて、避難状況を把握す

る。

○ 避難状況を災害対策本部に報告するとともに、残留者

については、現地活動調整所にて捜索を指示する。

文言修正 危機管理課
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4 度版

ページ
現行（4 年度版） 変更後（5 年度版） 修正理由 課名

資料編 746 第５章 島内の一部（居住区域付近）に影響を及ぼす火山活

動への対応

第２節 噴火警戒レベル３（警戒範囲２．４㎞への拡大）の対

応

３ 情報の伝達・広報

○噴石２～２．４㎞への飛散

  

第５章 島内の一部（居住区域付近）に影響を及ぼす火山活

動への対応

第２節 噴火警戒レベル３（警戒範囲２．４㎞への拡大）の対

応

３ 情報の伝達・広報

○噴石２～２．４㎞への飛散

  

噴火警戒レベ

ル５引上げ 対

応 を踏 まえ た

修正

危機管理課

資料編 748 第３節 噴火警戒レベル４（警戒範囲３㎞への拡大）の対応

３ 情報の伝達・広報

【防災行政無線の場合】（危機管理課）

〇高齢者等避難の発令

第３節 噴火警戒レベル４（警戒範囲３㎞への拡大）の対応

３ 情報の伝達・広報

【防災行政無線の場合】（危機管理課）

〇高齢者等避難の発令

噴火警戒レベ

ル５引上げ 対

応 を踏 まえ た

修正

危機管理課

こちらは、防災鹿児島市役所危機管理課です。

昭和火口で、本日○：○○に爆発が発生し、大きな

噴石が火口から２キロ付近まで達しました。

火口から２キロを超える範囲につきましても十分注

意を払い、立ち入らないようにしてください。

今後、桜島の噴火活動は活発化する恐れがありま

すので、火口から居住地域近くまでの範囲で、大きな

噴石及び火砕流に注意してください。

こちらは、防災鹿児島市役所です。

本日、南岳山頂火口で爆発が発生し、大きな噴石

が２ｋｍを超えて飛散したことから、噴火警戒レベルは３

のまま、警戒範囲が火口から２．４ｋｍに拡大されまし

た。

今後、桜島の噴火活動は活発化する恐れがありま

すので、火口から２．４ｋｍ付近の居住地域近くまでの

範囲で、大きな噴石及び火砕流に注意してください。
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4 度版

ページ
現行（4 年度版） 変更後（5 年度版） 修正理由 課名

  

〇警戒広報（火口から３km超）

  

  

〇警戒広報（火口から３km超）

  

緊急放送、緊急放送、こちらは防災鹿児島市役所

危機管理課です。

本日、○：○○に、大きな噴石及び火砕流のおそ

れから、噴火警戒レベルが４に引き上げられ、同時

刻に、火口から３ｋｍ以内の有村町、古里町の一部

及び黒神町塩屋ヶ元地区に高齢者等避難を発令し

ました。

対象地区の高齢者・観光客など避難に時間のか

かる方は、速やかに避難してください。

緊急放送、緊急放送、こちらは防災鹿児島市役所

です。

本日、桜島で爆発があり、大きな噴石が２ｋｍを超

えて複数飛散したため、噴火警戒レベル４に引き上

げられ、午前●●時●●分に火口から３ｋｍ以内の

有村町、古里町の一部に高齢者等避難を発令しまし

た。

避難対象地区の高齢者など避難に時間のかかる

住民等は、ただちに避難してください。

同地区のその他の住民は避難の準備をしてくださ

い。

なお、現在大規模噴火の兆候は見られません。

こちらは、防災鹿児島市役所危機管理課です。

本日、○：○○に、桜島の噴火警戒レベルが４に引

上げられました。

有村町及び古里町では大きな噴石及び火砕流の

おそれがありますので、今後の情報に十分にご注意く

ださい。

また、住民の皆さんは、今後のお知らせ、テレビ・ラ

ジオの報道に注意してください。

詳しい情報が入り次第、またお知らせします。

こちらは、防災鹿児島市役所です。

本日、○：○○に、桜島の噴火警戒レベルが４に引

上げられました。

有村町及び古里町では大きな噴石及び火砕流の

おそれがありますので、今後の情報に十分にご注意く

ださい。

また、住民の皆さんは、今後のお知らせ、テレビ・ラ

ジオの報道に注意してください。

詳しい情報が入り次第、またお知らせします。
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資料編 749 ３ 情報の伝達・広報

なお、情報の伝達・広報に係る広報の概要等は次のとおり

である。

３ 情報の伝達・広報

なお、情報の伝達・広報に係る広報の概要等は次のとおり

である。

噴火警戒レベ

ル５引上げ 対

応 を踏 まえ た

修正

危機管理課

資料編 751 ４ 防災対応

(1) 避難所の開設・運営

  【避難所班長の業務】

   ② 避難所の管理に関すること。

   イ 避難所避難者台帳の作成

４ 防災対応

(1) 避難所の開設・運営

  【避難所班長の業務】

   ② 避難所の管理に関すること。

   イ 避難所避難者台帳の作成（住民一覧表を活用）

噴火警戒レベ

ル５引上げ 対

応 を踏 まえ た

修正

危機管理課

資料編 752 ４ 防災対応

(2) 住民等の避難誘導

表 各地区のバス避難集合場所と移動手段（警戒範囲：火口

から３km）

４ 防災対応

(2) 住民等の避難誘導

表 各地区のバス避難集合場所と移動手段（警戒範囲：火口

から３km）

噴火警戒レベ

ル５引上げ 対

応 を踏 まえ た

修正

危機管理課

項 目 内 容

広報手段①

同報系防災行政無線

【危機管理課】

○高齢者等避難の発令（警戒範囲、避難所）４か国語

項 目 内 容

広報手段①

同報系防災行政無線

【危機管理課・桜島支所】

○噴火警報【危機管理課・自動起動】

○噴火警報をもとにした火山活動状況【桜島支所】

○高齢者等避難の発令（警戒範囲、避難所）４か国語【危機管理課】

対象地区

世帯数

人数

（要支援者）

避難所 バス避難集合場所 移動手段

有村町有村地区 33世帯

51人

（1人）

高齢者福祉

センター東桜島

旧改新分団舎前

有村Ａ

有村Ｂ

有村Ｃ

有村Ｄ

有村Ｅ

桜島シーサイドホテル前

旧古里観光ホテル前

川穴バス停

島内バス１台

（35名乗り）

古里町古里東地区の

一部

（火口から３㎞以内の

地域）

※古里東１班の一部、

２・３班

黒神町塩屋ヶ元地区 17世帯

29人

（1人）

さくらじま白浜

温泉センター

塩屋ヶ元地区集落内

（黒神町 690付近）

島内バス１台

（35名乗り）

※島内バスの現況（令和 3年度現在）：７台

※世帯数・人数は、令和 3年 7 月現在

対象地区

世帯数

人数

（要支援者）

避難所 バス避難集合場所 移動手段

有村町有村地区 31世帯

48人

（1 人）

高齢者福祉

センター東桜島

旧改新分団舎前

有村Ａ

有村Ｂ

有村Ｃ

有村Ｄ

（有村溶岩展望所 ※1

便目のみ）

有村Ｅ

桜島シーサイドホテル前

旧古里観光ホテル前

川穴バス停

小型バス１台

（19名乗り）

古里町古里東地区の

一部

（火口から３㎞以内の

地域）

※古里東１班の一部、

２・３班

黒神町塩屋ヶ元地区 17世帯

26人

（1 人）

さくらじま白浜

温泉センター

塩屋ヶ元地区集落内

（黒神町 690付近）

大型バス１台

（32名乗り）

※世帯数・人数は、令和4年7月現在
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資料編 753

図 避難所・バス避難時集合場所位置図（島内避難：警戒範

囲火口から３km）

図 避難所・バス避難時集合場所位置図（島内避難：警戒範

囲火口から３km）

噴火警戒レベ

ル５引上げ 対

応 を踏 まえ た

修正

危機管理課

資料編 754

図 有村町有村地区・古里町古里東地区の一部（火口から３

㎞以内の地域）のバス避難時集合場所位置図（島内避難：警

戒範囲火口から３km）

図 有村町有村地区・古里町古里東地区の一部（火口から３

㎞以内の地域）のバス避難時集合場所位置図（島内避難：警

戒範囲火口から３km）

噴火警戒レベ

ル５引上げ 対

応 を踏 まえ た

修正

危機管理課
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資料編 756 (4) 市関連観光施設へのバリケード・看板設置対応

① 設置場所・設置物

(4) 市関連観光施設へのバリケード・看板設置対応

① 設置場所・設置物

文言整理 危機管理課

資料編 757   ④ 設置方法

    事前に観光振興課が配布した資材を用いて、設置物

に応じて次のとおり設置する。

④ 設置方法

    事前に観光振興課が配布した資材を用いて、設置物

に応じて次のとおり設置する。

文言整理 危機管理課

資料編 758 第４節 噴火警戒レベル５（警戒範囲３㎞への拡大）の対応

３ 情報の伝達・広報

【防災行政無線の場合】（危機管理課）

〇避難指示の発令（島内・大きな噴石飛散に伴う発令）

第４節 噴火警戒レベル５（警戒範囲３㎞への拡大）の対応

３ 情報の伝達・広報

【防災行政無線の場合】（危機管理課）

〇避難指示の発令（島内・大きな噴石飛散に伴う発令）

噴火警戒レベ

ル５引上げ 対

応 を踏 まえ た

修正

危機管理課

設置場所 設置物

ａ有村溶 岩展望所 バリケー ド・看板Ⅰ・立入禁 止表示（外 国語）

ｂ黒神埋 没鳥居（駐 車場含む） バリケー ド・立入禁 止表示（外 国語）

ｃ湯之平 展望所 バリケー ド・看板Ⅱ・立入禁 止表示（外 国語）

ｄ桜洲小 学校～湯之 平展望所間 看板Ⅲ

ｅ赤水湯 之平口～湯 之平展望所 間 看板Ⅱ・ 看板Ⅲ

設置 場所 設置 物

ａ有 村溶岩展 望所 バリ ケード・看板Ⅰ・立入 禁止表示（外国 語）

ｂ黒 神埋没鳥 居（駐 車場含む ）

（火 砕流の危 険性が ある場合 のみ）

バリ ケード ・立入禁 止表示（ 外国語 ）

ｃ湯 之平展望 所 バリ ケード・看板Ⅱ・立入 禁止表示（外国 語）

ｄ桜 洲小学校 ～湯之 平展望所 間 看板 Ⅲ

ｅ赤 水湯之平 口～湯 之平展望 所間 看板 Ⅱ・看 板Ⅲ
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資料編 758 〇避難指示の発令（島内・火砕流のおそれに伴う発令） 〇避難指示の発令（島内・火砕流のおそれに伴う発令） 噴火警戒レベ

ル５引上げ 対

応 を踏 まえ た

修正

危機管理課

緊急放送、緊急放送、こちらは、防災鹿児島市役

所危機管理課です。

本日、○：○○に南岳山頂火口で爆発が発生し、

大きな噴石が 2.4km を超えて飛散したことから、噴

火警戒レベルが５に引き上げられ、同時刻に火口か

ら３km 以内の有村町、古里町の一部に避難指示を

発令しました。

対象の地区の住民は、ただちに避難してくださ

い。

緊急放送、緊急放送、こちらは、防災鹿児島市

役所です。

本日、桜島で爆発が発生し、大きな噴石が２．４ｋ

ｍを超えて飛散したことから、噴火警戒レベルが５

に引き上げられ、午前●●時●●分に火口から３ｋ

ｍ以内の有村町、古里町の一部に避難指示を発

令しました。

避難対象地区の住民等は、ただちに避難してく

ださい。

なお、現在のところ大規模噴火の兆候は見られ

ません。

緊急放送、緊急放送、こちらは防災鹿児島市役

所危機管理課です。

本日、○：○○に噴火警戒レベルが５に引き上げ

られ、火砕流が発生することも予想されるため、○：

○○に黒神町塩屋ヶ元地区に避難指示を発令しま

した。

対象地区の住民は、ただちに避難してください。

緊急放送、緊急放送、こちらは防災鹿児島市役

所です。

本日、午前●●時●●分に噴火警戒レベルが５

に引き上げられ、火砕流が発生することも予想され

るため、午前●●時●●分に黒神町塩屋ヶ元地区

に避難指示を発令しました。

避難対象地区の住民等は、ただちに避難してく

ださい。

なお、現在のところ大規模噴火の兆候は見られ

ません。
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区分
4 度版

ページ
現行（4 年度版） 変更後（5 年度版） 修正理由 課名

資料編 759 ４ 防災対応

(4) 道路交通規制

図 道路交通規制区間（国県道：警戒範囲火口から３km）

４ 防災対応

(4) 道路交通規制

図 道路交通規制区間（国県道：警戒範囲火口から３km）

噴火警戒レベ

ル５引上げ 対

応 を踏 まえ た

修正

危機管理課
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区分
4 度版

ページ
現行（4 年度版） 変更後（5 年度版） 修正理由 課名

図 道路交通規制イメージ①（国道：警戒範囲火口から３km・

古里町）

図 道路交通規制イメージ②（国道：警戒範囲火口から３km・

桜島口）

資料編 761 第５節 噴火警戒レベル５（警戒範囲火口から３．５㎞への拡

大）の対応

３ 情報の伝達・広報

【防災行政無線の場合】（危機管理課）

〇避難指示の発令（島内・大きな噴石飛散に伴う発令）

第５節 噴火警戒レベル５（警戒範囲火口から３．５㎞への拡

大）の対応

３ 情報の伝達・広報

【防災行政無線の場合】（危機管理課）

〇避難指示の発令（島内・大きな噴石飛散に伴う発令）

噴火警戒レベ

ル５引上げ 対

応 を踏 まえ た

修正

危機管理課
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区分
4 度版

ページ
現行（4 年度版） 変更後（5 年度版） 修正理由 課名

〇避難指示の発令（島内・火砕流のおそれに伴う発令） 〇避難指示の発令（島内・火砕流のおそれに伴う発令）

緊急放送、緊急放送、こちらは防災鹿児島市役所

危機管理課です。

本日、○○：○○に南岳山頂火口で爆発が発生

し、大きな噴石が３km を超えて飛散しました。

桜島の噴火警戒レベル５への引上げに伴い、○

○：○○に南岳山頂火口から３．５km 以内の有村

町、古里町及び東桜島町の一部に避難指示を発令

しました。

対象地区の住民は、ただちに避難してください。

緊急放送、緊急放送、こちらは防災鹿児島市役所

危機管理課です。

本日、○：○○に噴火警戒レベルが５に引上げら

れ、火砕流が発生することも予想されるため、○：

○○に黒神町塩屋ヶ元地区に避難指示を発令しまし

た。

対象地区の住民は、ただちに避難してください。

緊急放送、緊急放送、こちらは、防災鹿児島市役

所です。

本日、桜島で爆発が発生し、大きな噴石が３ｋｍを

超えて飛散したことから、噴火警戒レベルが５に引き

上げられ、午前●●時●●分に火口から３．５ｋｍ以

内の有村町、古里町、東桜島町の一部に避難指示

を発令しました。

避難対象地区の住民等は、ただちに避難してくだ

さい。

なお、現在のところ大規模噴火の兆候は見られま

せん。

緊急放送、緊急放送、こちらは防災鹿児島市役所

です。

本日、午前●●時●●分に噴火警戒レベルが５

に引き上げられ、火砕流が発生することも予想される

ため、午前●●時●●分に黒神町塩屋ヶ元地区に

避難指示を発令しました。

避難対象地区の住民等は、ただちに避難してくだ

さい。

なお、現在のところ大規模噴火の兆候は見られま

せん。
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区分
4 度版

ページ
現行（4 年度版） 変更後（5 年度版） 修正理由 課名

資料編 762 ４ 防災対応

(2) 住民等の避難誘導

表 各地区のバス避難集合場所と移動手段（警戒範囲火口

から３．５km）

４ 防災対応

(2) 住民等の避難誘導

表 各地区のバス避難集合場所と移動手段（警戒範囲火口

から３．５km）

噴火警戒レベ

ル５引上げ 対

応 を踏 まえ た

修正

危機管理課

対象地区

世帯数

人数

（要支援者）

避難所 バス避難集合場所 移動手段

有村町有村地区 39世帯

60人

（2人）

高齢者福祉

センター東桜島

旧改新分団舎前

有村Ａ

有村Ｂ

有村Ｃ

有村Ｄ

有村Ｅ

桜島シーサイドホテル前

旧古里観光ホテル前

川穴バス停

島内バス１台

（35名乗り）
古里町古里東地区

古里町古里西地区 32世帯

52人

（1人）
高齢者福祉セン

ター桜島

桜島公民館

改新校前バス停

島内バス１台

（35名乗り）

東桜島町の一部

（南岳山頂火口から

3.5km 以内の地域）

※坂下１～６班

宮元６班

38世帯

61人

（1人） 東桜島バス停

黒神町塩屋ヶ元地区 17世帯

29人

（1人）

さくらじま白浜

温泉センター

塩屋ヶ元地区集落内

（黒神町 690付近）

島内バス１台

（35名乗り）

※島内バスの現況（令和 3年度現在）：７台

※世帯数・人数は、令和3年7月現在

対象地区

世帯数

人数

（要支援者）

避難所 バス避難集合場所 移動手段

有村町有村地区 38 世帯

58 人

（1 人）

高齢者福祉

センター東桜島

旧改新分団舎前

有村Ａ

有村Ｂ

有村Ｃ

有村Ｄ

（有村溶岩展望所 ※1

便目のみ）

有村Ｅ

桜島シーサイドホテル前

旧古里観光ホテル前

川穴バス停

小型バス１台

（19名乗り）

古里町古里東地区

古里町古里西地区 29 世帯

49 人

（1 人）
高齢者福祉セン

ター桜島

桜島公民館

改新校前バス停

大型バス１台

（33 名乗り）

東桜島町の一部

（南岳山頂火口から

3.5km 以内の地域）

※坂下１～６班

宮元６班

38 世帯

60 人

（1 人） 東桜島バス停

黒神町塩屋ヶ元地区 17 世帯

26 人

（1 人）

さくらじま白浜

温泉センター

塩屋ヶ元地区集落内

（黒神町 690付近）

大型バス１台

（32名乗り）

※世帯数・人数は、令和4年7月現在
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区分
4 度版

ページ
現行（4 年度版） 変更後（5 年度版） 修正理由 課名

資料編 763

図 避難対象地域（島内避難：警戒範囲火口から３．５km） 図 避難対象地域（島内避難：警戒範囲火口から３．５km）

噴火警戒レベ

ル５引上げ 対

応 を踏 まえ た

修正

危機管理課

資料編 764

図 避難所・バス避難時集合場所位置図（島内避難：警戒範

囲火口から３．５km）

図 避難所・バス避難時集合場所位置図（島内避難：警戒範

囲火口から３．５km）

噴火警戒レベ

ル５引上げ 対

応 を踏 まえ た

修正

危機管理課
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区分
4 度版

ページ
現行（4 年度版） 変更後（5 年度版） 修正理由 課名

資料編 764

図 有村町有村地区・古里町古里東地区のバス避難時集合

場所位置図（島内避難：警戒範囲火口から３．５km）

図 有村町有村地区・古里町古里東地区のバス避難時集合

場所位置図（島内避難：警戒範囲火口から３．５km）

噴火警戒レベ

ル５引上げ 対

応 を踏 まえ た

修正

危機管理課

資料編 766 ４ 防災対応

(4) 道路交通規制

図 道路交通規制区間（国県道：警戒範囲火口から３．５km）

４ 防災対応

(4) 道路交通規制

図 道路交通規制区間（国県道：警戒範囲火口から３．５km）

噴火警戒レベ

ル５引上げ 対

応 を踏 まえ た

修正

危機管理課
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区分
4 度版

ページ
現行（4 年度版） 変更後（5 年度版） 修正理由 課名

資料編 767

図 道路交通規制イメージ②（国道：警戒範囲火口から３．５

km・桜島口）

図 道路交通規制イメージ②（国道：警戒範囲火口から３．５

km・桜島口）

噴火警戒レベ

ル５引上げ 対

応 を踏 まえ た

修正

危機管理課

資料編 772 第６章 島内全域に影響を及ぼす大規模噴火への対応

第１節 噴火警戒レベル４（警戒範囲全島への拡大）の対応

３ 情報の伝達・広報

(1) 全島拡大（レベル４ 高齢者等避難）

第６章 島内全域に影響を及ぼす大規模噴火への対応

第１節 噴火警戒レベル４（警戒範囲全島への拡大）の対応

３ 情報の伝達・広報

(1) 全島拡大（レベル４ 高齢者等避難）

文言修正 危機管理課
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区分
4 度版

ページ
現行（4 年度版） 変更後（5 年度版） 修正理由 課名

資料編 773 なお、情報の伝達・広報に係る広報の概要等については、

次のとおりである。

なお、情報の伝達・広報に係る広報の概要等については、次

のとおりである。

文言修正 危機管理課

資料編 776 ４ 防災対応

(2) 住民等の避難誘導

① 高齢者等避難発令時の対応

   要支援者の避難誘導は、消防が各戸を訪問し、避難所

まで輸送する避難支援を行うほか、地域ぐるみで安全確

保を図るため、自主防災組織、消防団、民生委員の協

力を得るなどして事前に確立した個別支援計画に基づ

４ 防災対応

(2) 住民等の避難誘導

① 高齢者等避難発令時の対応

   避難行動要支援者等の避難誘導は、３者調整会議によ

り調整した支援者によって避難所まで避難支援を行うほ

か、地域ぐるみで安全確保を図るため、自主防災組織、

消防団、民生委員の協力を得るなどして事前に確立し

文言修正 危機管理課

緊急放送、緊急放送、防災鹿児島市役所危機管

理課です。

本日、○：○○に、レベル４の対象地域が、桜島全

域に拡大されましたので、島内全域に高齢者等避難

を発令しました。

大規模な噴火が予想されますので、桜島の全住民

は、避難の準備をしてください。

避難に時間を要する方は、避難を開始してくださ

い。

住民の皆さんは、今後のお知らせ、テレビ・ラジオ

の報道に注意してください。

緊急放送、緊急放送、こちらは、防災鹿児島市役

所です。

現在、桜島で顕著な地殻変動が観測され、大規模

噴火の可能性が高まっていることから、噴火警戒レベ

ル４の対象地域が全島に拡大され、午前●●時●●

分に桜島の全域に高齢者等避難を発令しました。

桜島地域の高齢者など避難に時間のかかる住民等

は、ただちに避難してください。

その他の住民は避難の準備をしてください。

項 目 内 容

広報手段①

同報系防災行政無線

【危機管理課】

○高齢者等避難の発令（警戒すべき火山災害・範囲、避難所）４か国語

○避難指示の発令（警戒すべき火山災害・範囲、避難所、避難手段）４

か国語

項 目 内 容

広報手段①

同報系防災行政無線

【危機管理課・桜島支所】

○噴火警報【危機管理課・自動起動】

○噴火警報をもとにした火山活動状況【桜島支所】

○高齢者等避難の発令（警戒すべき火山災害・範囲、避難所）４か国語

【危機管理課】

○避難指示の発令（警戒すべき火山災害・範囲、避難所、避難手段）４

か国語【危機管理課】
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区分
4 度版

ページ
現行（4 年度版） 変更後（5 年度版） 修正理由 課名

く対応とする。

   避難所までの輸送にあたっては、市バスを用いるが、緊

急を要する場合は消防車両等を用いることとし、輸送経

路等は本避難計画「参考資料 島内避難」を参照するも

のとする。

   島内にある市バスのうちアイランドビューは、噴火警戒レ

ベル４で運行を中止する。交通対策部は災害対策本部

の要請に応じて現地災害対策本部にバスを運び、現地

災害対策本部の指示により避難対応にあたる。

   なお、そのほかの住民は、自主的な判断により速やかな

避難を心がける。また自主避難の際には、当該町内の

避難誘導責任者に、避難用家族カードを（避難者の氏

名、避難先の住所・連絡先等を記載し）提出する。提出

するいとまがない場合は、電話で同事項を連絡する。

   また、観光客等要配慮者については、桜島への渡航や

進入を制限し、積極的な広報を実施する。

た個別避難計画に基づく対応とする。

   避難所までの輸送にあたっては、市バスを用いるが、緊

急を要する場合は消防車両等を用いることとし、輸送経

路等は本避難計画「参考資料 島内避難」を参照するも

のとする。

   島内にある市バスのうちアイランドビューは、噴火警戒レ

ベル４で運行を中止する。交通対策部は災害対策本部

の要請に応じて現地災害対策本部にバスを運び、現地

災害対策本部の指示により避難対応にあたる。

   なお、そのほかの住民は、自主的な判断により速やかな

避難を心がける。また自主避難する際には、各戸の玄関

等の防災関係機関が確認しやすい箇所に「避難完了

板」を掲示し避難する。指定避難所以外に避難する際

は、「連絡先カード」に記載の連絡先に電話で避難先を

連絡する。

   また、観光客等要配慮者については、桜島への渡航や

進入を制限し、積極的な広報を実施する。

資料編 777 第６章 島内全域に影響を及ぼす大規模噴火への対応

第１節 噴火警戒レベル４（警戒範囲全島への拡大）の対応

４ 防災対応

(2) 住民等の避難誘導

② 避難指示発令時の対応

  イ海上避難方法（救難船舶による避難）

   救難船舶による避難では、避難港を次の６つのブロック

に分けて避難者救助にあたる。

   （略）

第６章 島内全域に影響を及ぼす大規模噴火への対応

第１節 噴火警戒レベル４（警戒範囲全島への拡大）の対応

４ 防災対応

(2) 住民等の避難誘導

② 避難指示発令時の対応

  イ海上避難方法（救難船舶による避難）

   救難船舶による避難では、避難港を次の５つのブロック

に分けて避難者救助にあたる。

   （略）

救難船舶の減

船に伴う修正

危機管理課
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区分
4 度版

ページ
現行（4 年度版） 変更後（5 年度版） 修正理由 課名

   表 各救難船舶が担当する避難港と順路

No. 名称 避難港と順路

１ 第十六櫻島丸
持木港→野尻港→赤水港→

桜島港

２ 桜島丸
有村港→宮下港→下村港→

湯之港

３ 第二桜島丸
浦之前港（新島港）→園山港

→高免港

４ 第十八櫻島丸
白浜港→二俣港→松浦港→

西道港

５ 第十五櫻島丸
藤野港→武港→赤生原港→

小池港

６ 鹿児島県水難救済会

鹿児島市救難所船舶

宇土港、塩屋ヶ元港

   表 各救難船舶が担当する避難港と順路

No. 名称 避難港と順路

１ 第十六櫻島丸
野尻港→赤水港→桜島港→

小池港

２ 桜島丸
有村港→宮下港→下村港→

湯之港→持木港

３ 第二桜島丸
浦之前港（新島港）→園山港

→高免港→白浜港→二俣港

４ 第十八櫻島丸
松浦港→西道港→藤野港→

武港→赤生原港

５ 鹿児島県水難救済会

鹿児島市救難所船舶

宇土港、塩屋ヶ元港

資料編 915 第５章 大量軽石火山灰降下時等の広報

３ 広報する情報

広報する情報と事項は次のとおりである。なお、広報の実

施要領等は、火山災害対策編「第３章第６節 災害広報計

画」に基づくものとする。

第５章 大量軽石火山灰降下時等の広報

３ 広報する情報

避難行動の統制を図る観点から、噴火警戒レベルが４また

は５（警戒範囲：全島）に引き上げられた段階で、東の風の場

合、市街地側住民も避難が必要となる可能性があることや、

スムーズな避難に向けた協力のお願いなど、住民・事業者等

に対し周知・広報を行う。

広報する情報と事項は次のとおりである。なお、広報の実

施要領等は、火山災害対策編「第３章第６節 災害広報計

画」に基づくものとする。

大量軽石火山

灰対策分科会

の協議 を踏 ま

えた修正

危機管理課
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資料編 916 第５章 大量軽石火山灰降下時等の広報

３ 広報する情報

被害状況

【目的】二次災害を避けるこ

と等のため。

【降下中】大量の軽石火山

灰の降下や小さな噴石等の

落下状況を広報するように

努める。

【降下後】軽石火山灰の自

重による木造家屋倒壊や火

事、道路被害、ライフライン

停止、河川氾濫・土砂災害

等を、随時広報するように

努める。

（略） （略）

その他

【目的】住民等の生命、身

体及び財産の保護のため。

【降下前・中・後】関係する

あらゆる情報を広報するよう

に努める。

第５章 大量軽石火山灰降下時等の広報

３ 広報する情報

被害状況

【目的】二次災害を避けるこ

と等のため。

【降下中】大量の軽石火山

灰の降下や小さな噴石等の

落下状況を広報するように

努める。

【降下後】軽石火山灰の自

重による木造家屋倒壊や火

事、道路被害、ライフライン

停止、河川氾濫・土砂災害

等を、随時広報するように

努める。

（略） （略）

その他

【目的】住民等の生命、身

体及び財産の保護のため。

【降下前・中・後】関係する

あらゆる情報を広報するよう

に努める。

※降下前：桜島の噴火警戒レベル４（警戒範囲：全島）引上

げ及び降灰予報により、市街地側へ注意喚起を行う段階

大量軽石火山

灰対策分科会

の協議 を踏 ま

えた修正

危機管理課
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資料編 916 第５章 大量軽石火山灰降下時等の広報

４ 広報手段

広報は内容に応じ、次の方法により行う。

広報手段 概要

同報系防災行政無線 ・各種情報を市内全域に放

送

・状況によっては、屋外子

局により個々の地域におい

て広報

・４か国語（日、英、中、韓）

で放送

報道機関によるテレビ、ラジ

オ、新聞等

・「災害時における放送要

請に関する協定」に基づき

各種情報の報道を報道機

関に依頼

安心ネットワーク１１９メー

ル、緊急速報メール

・各種情報をメールにより住

民等へ広報

ホームページ、ＳＮＳ及び広

報紙の配布

・関係課からの各種情報

を、広報担当課がホームペ

ージ等に掲載

大量軽石火山

灰対策分科会

の協議 を踏 ま

えた修正

危機管理課

資料編 941 表 車両通行制限に係る資機材の例（Ａ・Ｂゾーンへ入る一

般道の場合）

流入路線箇所数
通行止め必要資材

コーン コーンバー

4 ヵ所 12 本 6 本

※ 各流入路線の車線数に応じて必要資機材を算出

表 車両通行制限に係る資機材の例（Ａ・Ｂゾーンへ入る一

般道の場合）

流入路線箇所数
通行止め必要資材

コーン コーンバー

4 ヵ所 12 本 6 本

※ 各流入路線の車線数に応じて必要資機材を算出

大量軽石火山

灰対策分科会

の協議 を踏 ま

えた修正

危機管理課
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表 鹿児島市が締結している資機材に関する協定

協定名 内容 締結先

災害時における

テント等資機材の

供給等の協力に

関する協定

・災害時のテント

及びその他避難

生活支援に必要

な資機材の供

給、設営、使用、

及び撤収 など

㈱ニシムラ

㈱フタバ

平和リース㈱

災害時における

レンタル重機等

の提供に関する

協力協定

・災害時における

レンタル重機等

及びその他避難

生活支援に必要

な資機材等の供

給、使用及び撤

収 など

㈱アクティオ

太陽建機レンタ

ル㈱

㈱レンタルのニッ

ケン

㈱ショーワ

※コーン、コーンバー等の通行止めに必要な資材の確保に

あたっては、道路管理者等の保有分で不足する場合、協定

事業者への協力の要請を検討する。

表 車両通行制限時における関係機関の基本的役割分担

関係機関
車両通行制限における基

本的な役割

九州地方整備局

鹿児島国道事務所

管轄する国道における通行

制限に関すること。

鹿児島県
管轄する県道における通行

制限に関すること。

鹿児島市 管轄する市道における通行
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制限に関すること。

ＮＥＸＣＯ西日本

鹿児島高速道路事務所

管轄する道路における通行

制限に関すること。

鹿児島県道路公社
管轄する道路における通行

制限に関すること。

鹿児島県警察

状況に応じて、道路管理者

と連携し車両通行制限の支

援等

図 車両通行制限対応フロー
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図 有料道路における対応フロー

資料編 942 ② 避難用バスによる避難（避難支援）

住民は、自力でバス出発点まで移動して避難用バスに乗車

し、まずは鹿児島市内の一時避難場所へ避難する。その後、

指定された避難先市町の目標地点に移動し、そこで割り振ら

れる避難所へ更に移動する。

（略）

【避難用バスによる支援要領の一例】

ア 車両通行制限範囲内（中心市街地）

  ・ バス出発点は、鹿児島中央駅、みなと大通り公園、鴨

池陸上競技場、鹿児島大学郡元キャンパス等、複数

② 避難用バスによる避難（避難支援）

住民は、自力でバス出発点まで移動して避難用バスに乗

車し、まずは鹿児島市内の一時避難場所へ避難する。その

後、指定された避難先市町の目標地点に移動し、そこで割り

振られる避難所へ更に移動する。

避難用バスの準備にあたっては、市営バスの確保を行う。

また、県への確保の要請のほか、市内バス事業者等に対して

可能な範囲での協力の要請も検討することとし、市内のバス

が不足する場合は、市外、県外へ協力を要請する。

避難用バスは貸切バスの事前確保を検討するとともに、高

齢者等の利用も想定し、低床バスの確保に努める。

（略）

【避難用バスによる支援要領の一例】

ア 車両通行制限範囲内（中心市街地）

  ・ バス出発点は、鹿児島中央駅、みなと大通り公園、鴨

池陸上競技場、鹿児島大学郡元キャンパス等、複数

大量軽石火山

灰対策分科会

の協議 を踏 ま

えた修正

危機管理課
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のバスが操縦しやすい十分な広さのある場所とする。

  ・ 住民はバス出発点にて避難用バスに乗車し、避難経

路上のバス停留所を経由し、まず一時避難場所（吉

田文化体育センター、健康の森公園、ふれあいスポ

ーツランド、錦江湾公園等）に移動する。

  ・ 一時避難場所において避難先市町を指定し、当該市

町へ避難する。その後、避難先市町の目標地点に移

動し、そこで割り振られる避難所へ更に移動する。

のバスが操縦しやすい十分な広さのある場所を基本と

し、このほか、概ね中学校区ごと１ヶ所の出発点（バス

が操縦しやすい十分な広さのある学校等）の設定を検

討する。

  ・ 住民はバス出発点にて避難用バスに乗車し、まず一時

避難場所（吉田文化体育センター、健康の森公園、

ふれあいスポーツランド、錦江湾公園等）に移動す

る。

  ・ 一時避難場所において避難先市町を指定し、当該市

町へ避難する。その後、避難先市町の目標地点に移

動し、そこで割り振られる避難所へ更に移動する。

  ・ バス避難経路については、「⑵ 避難ゾーン毎の避難

先市町の設定」の「② 避難先市町毎の目標地点と主

な避難経路」に準じる。

資料編 943

図 バスによる避難支援要領（出発点、集合場所等）イメージ 図 バスによる避難支援要領（出発点、集合場所等）イメージ

大量軽石火山

灰対策分科会

の協議 を踏 ま

えた修正

危機管理課
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③ その他の避難手段（避難支援）

・ ＪＲ九州による避難支援

ＪＲ九州の車両を増便するなどして、住民の避難手段

として活用するよう、ＪＲ九州と調整する。

また、ＪＲの適切な利用はマイカー避難の台数の低減

に繋がることから、特に各駅の近隣に住む市民に対して

は、ＪＲを利用した避難を呼びかけることとする。

図 バス避難における対応フロー

③ その他の避難手段（避難支援）

・ ＪＲ九州による避難支援

ＪＲ九州の車両を増便するなどして、住民の避難手段

として活用するよう、ＪＲ九州と調整する。

また、ＪＲの適切な利用はマイカー避難の台数の低減

に繋がることから、特に各駅の近隣に住む市民に対して

は、ＪＲを利用した避難を呼びかけることとする。
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図 ＪＲ九州による避難支援対応フロー

資料編 944 ６ 広域避難にかかる鹿児島市・避難先市町・鹿児島県の役

割分担

  広域避難時における、鹿児島市・避難先市町・鹿児島県

の役割を下記に示す。

時間 鹿児島市 避難先市町 鹿児島県

噴火前

（略） （略） （略）

・災害救助法の

事前適用につ

いて国との協議

・広域避難に関

する調整支援、

水・食料等の供

給支援

（略）

６ 広域避難にかかる鹿児島市・避難先市町・鹿児島県の役

割分担

  広域避難時における、鹿児島市・避難先市町・鹿児島県

の役割を下記に示す。

時間 鹿児島市 避難先市町 鹿児島県

噴火前

（略） （略） （略）

・災害救助法の

事前適用につ

いて国との協議

・広域避難に関

する調整支援、

水・食料等の供

給支援、避難

者の輸送支援

（略）

大量軽石火山

灰対策分科会

の協議 を踏 ま

えた修正

危機管理課


