
と き 令和２年８月21日（金）
ところ 嬉野保健センター

松阪市防災対策課

避難確保計画の作成について
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資料３



コロナ禍における避難の考え方
新型コロナウイルス感染症が収束しない中でも、災害時には危険な場所にい
る人は避難することが原則です。
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水防法・土砂災害防止法に基づく避難確保計画
水防法及び土砂災害防止法の改正（H29.6）により、洪水浸水想定区域や土砂災害
(特別)警戒区域内に位置し、松阪市地域防災計画で定める要配慮者利用施設につい
ては、避難確保計画の作成及びハザードに対応した避難訓練の実施が義務化されま
した。
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水防法・土砂災害防止法に基づく避難確保計画
「避難確保計画作成シート」を活用し、必要事項を入力することで、効率的に作成
することができます。
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１【様式１】計画の目的

２【様式１】計画の報告

３【様式１】計画の適用範囲

【様式１】施設の状況

４【様式２】防災体制に関する事項

５【様式３】情報収集及び伝達

６【様式４】避難誘導に関する事項（別紙に避難経路図添付）

７【様式５】避難の確保を図るための施設の整備

８【様式５】防災教育及び訓練の実施に関する事項

避難確保計画に定めるべき事項
記入不要

記入必要
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避難確保計画に定めるべき事項

様式 様式の目的 作成・検討時のポイント

様式１ 計画の目的等を整理する
様式集の記載を基本とする。
施設の構造や階数、ハザードの状況、利用者（定数）
と職員数を記入する。

様式２
「いつ」「何の行動を」「だ
れが」行うかの対応を整理す
る

避難に必要な時間を踏まえ、警戒レベル２，３，４に
対応した施設の行動、だれが行うかを整理する。
（避難の判断基準を明確にする。）

様式３ 情報収集先・伝達方法を整理
する

講習会資料を参考に、必要な情報と情報収集先を整理
する。

様式４ 避難先を整理する
別紙１で検討した避難先を整理する。
移動距離と手段を念頭に、移動に必要な時間を想定す
る。

別紙１ 避難先・避難経路を整理する 安全な場所を避難先・経路とする設定を基本とする。
必要な場合には屋内安全確保（垂直避難）も検討する。

様式５
備蓄品を整理する
防災教育及び訓練の実施時期
を記入する

避難誘導時に加え、避難先での滞在（避難生活）に必
要な備蓄品を整理する。
年1回以上の研修や訓練の実施月を検討する。
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【様式１】計画の目的、報告、適用範囲に関する事項
①計画の目的を記載

②計画を作成したことを
松阪市へ報告する文面を記載

③計画の適用範囲を記載

④施設の状況及び人数を記載
（利用者・職員数は作成時点の人数を記入
してください。）

7



【様式２】防災体制に関する事項
チェックポイント

 水害リスクの高い河川の水位情報、
土砂災害に関する情報や、市が発
令する避難情報を収集・伝達する
体制が定められているか。

 市が避難準備・高齢者等避難開始
（警戒レベル３）を発令した段階
で要配慮者の避難を開始する体制
となっているか。（または施設の
閉鎖判断）

 市が避難準備・高齢者等避難開始
（警戒レベル３）発令していない
場合であっても、避難の判断がで
きるよう、複数の判断材料が設定
されているか。

①
何
を
す
る
か

②
誰
が
対
応
す
る
か
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【様式２】防災体制に関する事項
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警戒
レベル 住民がとるべき行動 避難情報

（市が発令） 気象情報

５ 命を守る最善の行動を 災害発生情報 大雨特別警報
氾濫発生情報

４ 全員避難 避難指示（緊急）
避難勧告

土砂災害警戒情報
氾濫危険情報

３ 高齢者等は避難行動を開始
他の住民は準備

避難準備・
高齢者等避難開始

大雨・洪水警報
氾濫警戒情報 等

２ 避難行動の確認 － 大雨・洪水注意報
氾濫注意情報 等

１ 災害への心構え － 早期注意情報
（警報級の可能性）



【様式２】防災体制に関する事項

注意体制
（警戒レベル２）

統括管理者は、台風情報、大雨注意報及び洪水注意報等の気象
情報の発表に注意します。
統括管理者及び施設職員は、注意体制確立をトリガーとして、
心のスイッチを入れ、避難行動に備えて、気持ちを災害モード
に切り替えます。
雨が徐々に強くなる中で、気象情報及び河川の水位情報等の発
表等を監視します。

警戒体制
（警戒レベル３）

統括管理者は、市が発令する「警戒レベル３、避難準備・高齢
者等避難開始」に注意しつつ、避難準備を行い、発令をトリ
ガーに、避難行動を開始します。
必要に応じて、保護者・家族等へ連絡をし、施設利用者の引き
渡しを行います。
避難行動の開始に向けて、避難場所までの避難経路に関する情
報の収集を行います。

非常体制
（警戒レベル４）

避難勧告が発令された段階では、風雨が強くなり、暴風や河川
の水位上昇、道路冠水など、避難経路の危険性が高まり、徒歩
や車両で避難することが難しい場合があります。
水平避難が難しい場合は、近隣の安全な避難先への避難や想定
浸水深以上の上層階、土砂が到達しない場所へ避難し、屋内で
安全を確保します。

10



【様式２】防災体制に関する事項

注意体制
（警戒レベル２）

・気象情報等の情報収集
・保護者・家族等への事前連絡
・周辺住民への協力依頼
・避難に必要な資器材の準備 など

警戒体制
（警戒レベル３）

・気象情報等の情報収集
・避難情報の収集
・施設周辺の情報収集
・保護者・家族等への事前連絡
・保護者・家族等への引渡し
・施設の閉鎖
・警戒レベル３発令で施設利用者の避難開始

非常体制
（警戒レベル４）

・気象情報等の情報収集
・避難情報の収集
・施設周辺の情報収集
・職員も含め全員避難
・緊急避難（屋内安全確保）

計画記入例
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✔

河川の水位情報から避難判断を行う
●●川の●●●橋水位観測所を選定した場合

避難指示（緊急）の
発令
避難勧告の発令

避難準備・高齢者等
避難開始の発令

松阪市による
避難情報の発令
（目安）

レベル２

レベル３

レベル４

レベル5 災害発生情報の発令

【様式２】防災体制に関する事項

避難準備・高齢者等避難開始
の発令をトリガーに、実際に
避難行動を開始することがポ
イントです。市では、この段
階で避難所を開設しています。
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【様式２】防災体制に関する事項
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雲出川 雲出川 中村川 櫛田川 櫛田川
三重河川国道事務所 三重河川国道事務所 三重河川国道事務所 三重河川国道事務所 三重河川国道事務所

大仰 雲出橋 島田橋 両郡 櫛田橋
右岸17.57K 右岸3.94K 右岸3.94K 右岸14.35K 左岸7.84K
津市一志町大仰 小野江町 嬉野八田町 多気町相可 豊原町

氾濫危険水位 5.10 5.40 2.80 6.70 5.10
避難判断水位 4.80 5.00 2.50 5.80 4.70
出動水位 4.70 4.00 2.50 4.00 4.70

氾濫注意水位 4.70 3.70 2.30 3.50 3.50
水防団待機水位 4.00 3.00 1.50 3.00 3.00
災害発生情報

避 難 指 示
（緊急）

避 難 勧 告

大仰観測所の水位が
5.10ｍ（氾濫危険水
位）を観測し、更に
水位の上昇が見込ま
れるとき。

雲出橋観測所の水位
が5.40ｍ（氾濫危険
水位）を観測し、更
に水位の上昇が見込
まれるとき。

島田橋観測所の水位
が2.80ｍ（氾濫危険
水位）を観測し、更
に水位の上昇が見込
まれるとき。

両郡観測所の水位が
6.70ｍ（氾濫危険水
位）を観測し、更に
水位の上昇が見込ま
れるとき。

櫛田橋観測所の水位
が5.10ｍ（氾濫危険
水位）を観測し、更
に水位の上昇が見込
まれるとき。

避難準備・高齢
者等避難開始

大仰観測所の水位が
4.80ｍ（避難判断水
位）を観測し、更に
水位の上昇が見込ま
れるとき。

雲出橋観測所の水位
が5.00ｍ（避難判断
水位）を観測し、更
に水位の上昇が見込
まれるとき。

島田橋観測所の水位
が2.50ｍ（避難判断
水位）を観測し、更
に水位の上昇が見込
まれるとき。

両郡観測所の水位が
5.80ｍ（避難判断水
位）を観測し、更に
水位の上昇が見込ま
れるとき。

櫛田橋観測所の水位
が4.70ｍ（避難判断
水位）を観測し、更
に水位の上昇が見込
まれるとき。

水

位

発

令

基

準

一級河川

所　   管
観測所名
位     置
所 在 地

○水位が堤防天端高（又は背後地盤高）に到達するおそれが高いとき。
○異常な漏水の進行や亀裂・すべり等により決壊のおそれが高まったとき。
○樋門・水門等の施設の機能支障が発見されたとき。

河 川 名

○氾濫発生情報が発表される等、堤防の決壊や越水、溢水といった災害が発生したことを把握したとき。

一級河川（雲出川・櫛田川）の避難情報発令基準水位



【様式２】防災体制に関する事項
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二級河川の避難情報発令基準水位
三渡川 阪内川 金剛川 名古須川 愛宕川 碧川

松阪建設事務所 松阪建設事務所 松阪建設事務所 松阪建設事務所 松阪建設事務所 松阪建設事務所

嬉野田村 外五曲 大津 大津名古須橋 宮町 笠松
－ 左岸4.60K 左岸5.40K － － －

嬉野田村町 外五曲町 大津町北出 大津町 宮町 笠松町

氾濫危険水位 2.99 2.10 1.50 1.67 2.04 1.93
避難判断水位 2.59 1.03 1.20 1.55 1.56 1.75
氾濫注意水位 2.39 0.29 1.20 1.55 1.56 1.47
水防団待機水位 1.79 -0.25 0.60 0.73 1.11 1.47

災害発生情報

避 難 指 示
（緊急）

避 難 勧 告

嬉野田村観測所の水
位が2.99ｍ（氾濫危
険水位）を観測し、
更に水位の上昇が見
込まれるとき。

外五曲観測所の水位
が2.10ｍ（氾濫危険
水位）を観測し、更
に水位の上昇が見込
まれるとき。

大津観測所の水位が
1.50ｍ（氾濫危険水
位）を観測し、更に
水位の上昇が見込ま
れるとき。

大津名古須橋観測所
の水位が1.67ｍ（氾
濫危険水位）を観測
し、更に水位の上昇
が見込まれるとき。

宮町観測所の水位が
2.04ｍ（氾濫危険水
位）を観測し、更に
水位の上昇が見込ま
れるとき。

笠松観測所の水位が
1.93ｍ（氾濫危険水
位）を観測し、更に
水位の上昇が見込ま
れるとき。

避難準備・高齢
者等避難開始

嬉野田村観測所の水
位が2.59ｍ（避難判
断水位）を観測し、
更に水位の上昇が見
込まれるとき。

外五曲観測所の水位
が1.03ｍ（避難判断
水位）を観測し、更
に水位の上昇が見込
まれるとき。

大津観測所の水位が
1.20ｍ（避難判断水
位）を観測し、更に
水位の上昇が見込ま
れるとき。

大津名古須橋観測所
の水位が1.55ｍ（避
難判断水位）を観測
し、更に水位の上昇
が見込まれるとき。

宮町観測所の水位が
1.56ｍ（避難判断水
位）を観測し、更に
水位の上昇が見込ま
れるとき。

笠松観測所の水位が
1.75ｍ（避難判断水
位）を観測し、更に
水位の上昇が見込ま
れるとき。

○氾濫発生情報が発表される等、堤防の決壊や越水、溢水といった災害が発生したことを把握したとき。

二級河川

所　   管

観測所名
位     置
所 在 地

水

位

発

令

基

準

河 川 名

○水位が堤防天端高（又は背後地盤高）に到達するおそれが高いとき。
○異常な漏水の進行や亀裂・すべり等により決壊のおそれが高まったとき。
○樋門・水門等の施設の機能支障が発見されたとき。



【様式２】防災体制に関する事項

※メール配信サービスもあります。(地域指定が可能) 15



【様式２】防災体制に関する事項
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【様式３】情報収集及び伝達に関する事項
収集する情報 収集方法

気象情報
・テレビ（地上デジタル放送の「dボタン」）
・インターネット（気象庁、防災みえ.jp）
・メール配信サービス（防災みえ.jp）
・スマートフォンのアプリ など

洪水予報
水位到達情報
水位情報
土砂災害危険度情報

・インターネット
（防災みえ.jp、三重県土砂災害情報提供システム）
・メール配信サービス（防災みえ.jp） など

避難情報
・避難準備・高齢者等避難開始
・避難勧告
・避難指示（緊急）
・災害発生情報

・緊急速報メール（エリアメール）
・メール配信サービス（松阪市防災情報メール）
・防災行政無線
（テレフォンサービス：25-6045）
・テレビ
・スマートフォンのアプリ など
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【様式３】情報収集及び伝達に関する事項

＜注意報・警報＞
気象庁HP⇒ 「気象警報・注意報」(松阪市を選択)
http://www.jma.go.jp/

＜雨量・水位の動向など、県内の災害に関する情報＞
防災みえ.jp ⇒ 「緊急時お役立ち情報」
http://www.bosaimie.jp/

＜土砂災害に関する情報＞
気象庁HP⇒ 「大雨警報(土砂災害)の危険度分布」
http://www.jma.go.jp/

三重県土砂災害情報提供システム⇒「土砂災害危険度情報」
https://www.sabo.pref.mie.jp/
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【様式３】情報収集及び伝達に関する事項

＜配信される情報＞
・気象情報
⇒気象警報・注意報、土砂災害警戒情報、
記録的短時間大雨情報

・地震情報、津波警報・注意報、遠地津波
・台風情報
・河川水位に関する情報 など

＜登録方法＞
a@bosaimie.jp に空メールを送信して登録。
※QRコードからもメール送信できます。

防災みえ.jp メール配信サービス
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【様式３】情報収集及び伝達に関する事項

☎ 0598-25-6045
防災行政無線テレホンサービス

市が屋外に設置している防災行政無線が聞き取れなかった場合、
放送した内容を電話で聞くことができます。

松阪市防災電話サービス（登録要）
携帯電話をお持ちでない方など、携帯電話・スマートフォンで
の情報取得ができない方を対象に、自宅の固定電話に音声ガイ
ドでお知らせする「松阪市防災電話サービス」を行っています。
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【様式４】避難誘導に関する事項
チェックポイント

 移動に伴うリスクを考慮するなど、避難先は避難の実効性が確保された場所に設
定されているか。（緊急度に応じた複数の避難場所が望ましい。）

 避難経路は、アンダーパスや豪雨時に通行止めになるようなルートを選定しない
ようにするなど、リスクを踏まえた実現可能なルートで設定されているか。

 避難場所の建物階数は浸水深に対して十分な高さを有するか。
（例：浸水深が1~3ｍなら、2階以上とするなど）

 屋内安全確保（垂直避難）をする場合、施設の建物階数が浸水深に対して十分な
高さを有するか。また、土砂災害特別警戒区域に入っていないか。
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河岸侵食内
にあります
河岸侵食内
ではないが
氾濫流内に
あります

施設は洪水ハ
ザードマップ
で倒壊の危険
が あ る 地 域
（家屋倒壊等
氾 濫 想 定 区
域）ですか？

立ち退き避難
（自宅以外の安全な場所へ移動）

施設は木造
ですか？ 木造

木造以外

浸水の深さと建物の高さで避難方法が異なります。※屋内待機や２，３階へ避難も可の場合も、必
要に応じて、より安全な避難場所へ避難してください。
施設の浸水深 施設が１階建て 施設が２階建て 施設が３階建て以上

0.5m未満 屋内待機も可※ 屋内待機も可※ 屋内待機も可※

0.5m～3.0m 避難先へ避難 ２階へ避難も可※ ２階以上へ避難も可※

3.0ｍ～5.0ｍ 避難先へ避難 避難先へ避難 ３階以上へ避難も可※

5.0ｍ以上 避難先へ避難 避難先へ避難 条件によります

倒壊の危険大

倒壊の危険小

倒壊の危険大
構造に関係なく

構造によって

倒壊の危険小

倒壊の危険有

対象外ここから
スタート

【様式４】避難誘導に関する事項
施設の避難方法を確認し、適切な避難について考えてみましょう。
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【様式４】避難誘導に関する事項
チェックポイント

 避難経路図には以下の
情報を地図上に記載し
てください。（手書き
でも可）

a. 施設の位置
b. 避難場所
c. 施設から避難場所まで
の避難経路

d. 施設周辺のハザード
（過去の浸水等も含め）

e. 避難する際の移動手段
（徒歩、自動車等）

 複数の避難場所、避難
経路を考えておきます。
また、自施設から避難
場所までの移動時間を
推定して（計測して）
記載してください。

避難経路図の作成例
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【様式５】避難の確保を図るための施設の整備
チェックポイント

 洪水予報や避難情報を入手するための手段や設備が記載されているか。
 夜間に避難を行うことが想定される場合、そのために必要な設備（照明器具やラ
イフジャケット等）が記載されているか。

 屋内安全確保を行う場合に備え、施設内での滞在に必要な物資が確保されている
か。（滞在日数、人数分の食料、飲料水等）
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【様式５】防災教育及び訓練の実施に関する事項

避難確保計画を作成した後の訓練の実施は、水防法・土砂災害防止法で義務づけ
とされています。訓練後に課題を抽出し、避難確保計画の見直しをすることで実
効性の高い計画とすることが重要です。防災対策課では訓練の企画立案・現地指
導等の支援を行っていますので、ご相談ください。

チェックポイント
 適切な時期に必要な教育・避難訓練、避難誘導訓練等の実施が設定されているか。
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その他各様式の目的と作成・検討時のポイント

様式 様式の目的 作成・検討時のポイント
様式６ 自衛水防組織を位置付ける 様式集の記載を参考にする。

様式７ 防災教育・訓練の計画を整理する 避難訓練は出水期前に実施する。
設定した日程を様式５（下部）に反映する。

様式８ 利用者の緊急連絡先を整理する 連絡先の情報は定期的に確認・更新する。

様式９ 職員・保護者の連絡体制を整理する 連絡が途切れないような運用ルールを工夫・共
有する。定期的に更新（確認）する。

様式10 外部機関の連絡先を整理する 講習会資料を参考に必要な連絡先を追加する。

様式11
利用者の特性を踏まえ、避難先まで
の移動手段と対応スタッフを整理す
る

避難・移動のための職員体制を検討する。
避難移動に必要な時間を検討・整理する。

様式12 災害時の役割分担を整理する 職員の参集がうまくいかない場合も想定する。
別添 自衛水防組織の概要を整理する 様式集の記載を参考にする。
別表１ 防災体制を整理する 様式12を活用する。
別表２ 備蓄品を整理する 様式5を活用する。
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【様式５】防災教育及び訓練の実施に関する事項

様式１～５は必ず提出、様式６は任意提出、様式７～は提出不要です。
※個人情報等が含まれるため、市に提出する必要がない様式【様式７～12】
※別添，別表１，別表２は、様式６で自衛水防組織を設置した場合に作成



【様式６】自衛水防組織の業務に関する事項
チェックポイント

 設置は水防法上、努力義務ですが、水害時に避難対応を行う体制になるため、積
極的な設置を検討して下さい。

 既に自衛消防組織を設置している場合には、その組織を活用することも可能です。
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【様式６の別添】 自衛水防組織活動要領

➀施設名を変更する
②班構成を修正する

作成の手順

①施設名に変更する

②班構成を修正する

【様式６】自衛水防組織の業務に関する事項



【様式６の別表１・別表２】 自衛水防組織の業務
作成の手順

【様式12 防災体制一覧表】を活用する

【様式５ 避難の確保を図るための施設の整
備】を活用する
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【様式６】自衛水防組織の業務に関する事項

【別表１】 様式12を活用する
【別表２】 様式５を活用する



避難確保計画の提出について

連絡事項
未提出の事業所は令和２年10月末までに提出してく
ださい。また、提出済であっても、二級河川の洪水
ハザードマップが令和２年３月に更新されたことに
伴い、いまいちど計画の再点検をお願いします。

提 出 先

介護施設 → 健康福祉部介護保険課
障がい者施設 → 健康福祉部障がい福祉課
幼稚園・保育園 → こども局こども未来課
学校 → 教育委員会事務局学校支援課
放課後児童クラブ→ 教育委員会事務局生涯学習課

※各課へ提出いただいた後、防災対策課にて避難確保計画の確認をさせて
いただきます。提出いただいた避難確保計画について、修正事項がある
場合には、防災対策課よりFAXや電話にて連絡させていただきます。
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＜留意点＞
■災害は想定どおりに発生するとは限りません。
■様々な被害状況をイメージすることが、いざという時の臨機応
変な対応能力に繋がります。

■避難確保計画で「いつ」「どこへ」「どうやって」避難する
かを考える過程で、施設のリスクを正しく理解し、必要な体制
と備えについて施設の職員の皆さんで共有して下さい。

■避難確保計画を作ったあとが大切です。避難訓練と確認、計画
の見直しを継続していくことが重要です。

本日の講習会の内容を踏まえ、計画の検討・作成を進めて下さい。
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施設利用者を「安全な場所」に、「早め」に避難させられる計画を
作成し、災害時の逃げ遅れによる被害を回避しましょう。

最後に


