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【修正・追加内容】 

 

＜災害対策基本法の改正に伴う修正・追加内容＞ 

 

①地区防災計画（地域の防災活動方針）→新規追加 

 ・地区が主体となって提案する地区防災計画に関する整理 

②避難行動要支援者に関する事項→修正・新規追加 

 ・これまで「災害時要援護者」表記していたが「避難行動要支援者」へ修正 

・避難行動要支援者名簿の作成及び活用方法などについて明記 

③被災者台帳の作成→新規追加 

・被災者台帳の作成方法等について明記 

・被災者台帳様式（案）の作成 

④屋内での退避等の安全確保措置の指示→新規追加 

・災害の種類や状況によっては、屋外避難が危険な場合もあることから、「屋内

退避に関する内容の追加 

⑤国による広域一時滞在協議の代行→新規追加 

 ・災害発生時に市町村で大部分の事務を行えなくなった場合における国の対応に

ついて明記 

 

＜その他の修正・追加内容＞ 

 

⑥避難勧告基準に関する追加→追加 

 ・今年 7 月に発生した台風 8 号に伴う「特別警報」を受けての避難勧告目安の

追加及びそれに伴う職員の配備体制の追加 

⑦被害想定の更新→情報更新 

 ・沖縄県の平成 25年度の調査結果を踏まえた追加 

⑧情報伝達ツールについて 

 ・できるだけ、具体的な情報伝達ツールを掲載 
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①地区防災計画（地域の防災活動方針）→新規追加 
 

第○節 地区防災計画の策定 

 

「自助、共助」による自発的な防災活動を促進し、地域における防災力を高めるため、

本町の各区単位・事業所等からの提案による、「地区防災計画」の策定について定める。 

 

[担当：総務課] 

１ 計画の策定・内容等 

（１）計画の策定 

地区居住者等は、嘉手納町防災会議に地区防災計画を定めるよう提案することができ

る。 

＜計画提案＞ 

居住者等から提案が行われた場合、嘉手納町防災会議は居住者等の自発的な防災活動

の内容を尊重して計画を定めるものとする。 

 

（２）計画の内容 

地区防災計画には、以下の内容を定めるものとする。 

 

①計画の対象範囲（行政区単位等） 

②地区の活動体制 

③防災訓練の内容 

④物資備蓄の内容 

⑤相互支援の方法等 

⑥その他必要な事項 

 

 

※地区防災計画は、地域住民等の自主性により策定されるものであるが、本町において

は、西浜区について、津波の浸水被害が想定されることから、自主防災組織も設立し

活動を行っていることから、地区防災計画の提案を促すとともに、互いに協力して計

画策定を行い、それをモデルケースとして他の行政区等へ自主防災組織の設立と併せ

て取り組みを促していくものとする。 
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②避難行動要支援者に関する事項→修正・新規追加 
 

  ・本計画内の「災害時要援護者」という表記を全て「避難行動要支援者」に修正 

・「第 4節災害時要援護者安全確保体制の整備計画（地震・津波編、風水害等編）」に

「避難行動要支援者」の名簿作成に関する以下の内容を新規追加 

 

 

第４節 避難行動要支援者安全確保体制の整備計画（現計画 36、38、79、81ページ） 

 

[担当：総務課・福祉部・産業環境課・消防本部] 

 

６ 避難行動要支援者の名簿作成・活用 

高齢者や障がい者等の災害時に 1 人で避難することから困難な避難行動要支援者に

ついて、必要な避難支援が行えるよう避難行動要支援者の名簿の作成等について以下の

とおりとする。 

 

（１）名簿作成の方法 

支援を希望される方が申請書を提出することにより、嘉手納町避難行動要支援者名簿

に登録するものとする。 

ただし、避難行動要支援者本人による申請が困難な場合は、同居者、親族、自治会、

民生委員児童委員、介護支援専門員及び相談支援専門員等が代理申請を行うこともでき

る。 

また、名簿登録に際しては、避難を支援する方等への個人情報の情報提供について同

意が必要である。 

 

（２）避難行動要支援者の対象 

避難行動要支援者の対象は、以下のとおりとする。 

 

① 75 歳以上の方（ひとり暮らし又は高齢者のみの世帯に属する方） 

② 要介護 3 以上の認定を受けている方 

③ 身体障害者手帳の交付を受けている方（1 級又は 2 級） 

④ 療育手帳の交付を受けている方（Ａ判定） 

⑤ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方（1 級） 

⑥ その他災害時等の避難に支援を要し、町長が必要と認める方（妊婦、外国人等） 

 

※在宅の方を対象とし、施設や病院などに長期入所・入院されている方は対象外とす

る。 

 

 

（３）名簿の使用及び個人情報の保護 

名簿の使用方法は、「地域支援者（隣近所）」「自治会、自主防災組織」「社会福祉協議

会、民生委員児童委員」等と避難行動要支援者の情報を共有し、避難支援に関すること

や日頃からの声かけ・見守り活動に活用するものとする。 

また、避難行動要支援者の個人情報については、適正に管理するとともに、上記の目

的以外の使用は行わないものとする。 
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③被災者台帳の作成→新規追加 
 

  ・「第 4節災害状況等情報収集・伝達計画（災害応急対策計画編）」に「被災者台帳」

の作成等に関する以下の内容を新規追加 

 

 

第４節 災害状況等情報収集・伝達計画 → 現計画 135ページ 

 

 

[実施主体：総務班・企画財政班] 

 

８ 被災者台帳の作成等 

災害発生時に、個々の被災者の置かれた状況に応じた総合的かつ効果的な支援の実施

を図るために作成する被災者台帳について以下のとおりとする。 

 

（１）台帳作成の方法 

①作成主体 

 町長及び職員が作成するものとする。 

 

②台帳掲載対象者 

 嘉手納町域における災害により被災した者を対象とする。また、嘉手納町の住民以

外で災害発生時に嘉手納町内に滞在していた者も対象とする。 

 

③台帳作成に使用する情報 

 町が保有している情報や被災者からの各種支援制度に係る受給申請等の際に得ら

れた情報等を使用するものとする。また、必要に応じて他市町村等に情報提供を求め、

それを使用できるものとする。 

 

（２）台帳記載内容 

 

①属性に関する内容 

 

・氏名 

・生年月日 

・性別 

・住所 

・連絡先（携帯電話番号、メールアドレス等） 

・家族構成（同居人の有無、親族の状況） 

・その他必要事項 

②被害の状況（住家、その他必要な事項） 

③り災証明書の交付の状況 

④各種支援制度による支援の実施状況 

⑤台帳情報の外部提供（役場内部以外）の同意状況及び提供範囲 

⑥台帳情報を提供した場合の日時及び提供先 

⑦その他配慮事項 
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（３）台帳情報の使用・提供 

①町における内部使用 

 町は被災者の支援の実施に必要な場合、台帳情報を内部使用できるものとする。 

 

②情報の提供 

 町は台帳情報を被災者本人又は被災者が情報提供に同意した者（社会福祉協議会、

民生委員児童委員、ＮＰＯ団体などの被災者支援団体等）に対して台帳情報を提供で

きるものとする。 

 また、被災者の支援に必要事項を目的とした他市町村からの求めに応じて台帳情報

を提供できるものとする。 

 

（４）台帳情報提供に係る申請及び情報の管理 

①申請書の提出 

 台帳情報の提供を受けようとする者（被災者本人含む）は、町長に対し必要事項を

記載した申請書を提出しなければならない。 

 

②情報の管理 

 台帳情報については、被災者支援に関する目的以外の使用をしないことをはじめ、

情報管理についても、個人情報保護の観点から十分に配慮し、適正に管理するものと

する。 
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・現計画 133～135 ページの「第 4節災害状況等情報収集・伝達計画（災害応急対策計

画編）」に「被災者台帳」の作成等に関する内容の追加に伴う、様式の追加 
 

被 災 者 台 帳 様 式 台帳Ｎｏ  

1 
フリガナ  

2 
氏 名  

3 
生年月日  性別 男  ・女 

4 
住 所  

5 
現在の居所  

6 
連絡先 携帯電話： メールアドレス： 

7 
家族構成 同居者の有無： 世帯人員： 

8 
被災年月日 

平成    年    月    日 

9 
被災場所 

 

10 

被害の状況 
住家被害：全壊 ・全焼 ・流失 ・半壊 ・半焼 ・床上浸水 ・床下浸水 

人的被害：死亡（   ）人、 重傷（    ）人、 軽傷（    ）人 

11 
り災証明書の

交付状況 

 

12 

各種支援制度

による支援の

実施状況 

 

13 

要配慮者であ

る場合の該当

事由 

 

14 
その他配慮事

項 

 

15 
被災者台帳情

報の提供 
日時： 提供先： 

 

 

役所確認欄 

※本人確認の証明書 

 運転免許証 ・  保険証  ・  その他身分証明書（              ） 

 上記以外の確認手段： 
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被災者台帳情報外部提供同意の様式例 
 

 被 災 者 台 帳 様 式 台帳Ｎｏ  

フリガナ  

氏 名     

生年月日 
 

性別 男  ・  女 

住 所 
 

 

連絡先（市町村または外部提供先からの問い合わせが可能な連絡先をご記入ください） 

電話番号  ＦＡＸ番号  

携帯電話番号  
メールアドレ

ス 
 

外部提供先 

及び 

提供可能情報 

①公共料金等減免 

□電力会社（沖縄電力） 

□ガス会社 

□水道料金（嘉手納町上下水道課） 

□下水道料金（嘉手納町上下水道課） 

□ＮＨＫ 

□ＮＴＴ 

□携帯電話会社（会社名・支店名              ） 

連絡先（市区町村において把握している場合は不要）： 

住所：〒                       

電話番号：                      

メールアドレス：                   

担当者：                       

□その他（            ） 

連絡先（市区町村において把握している場合は不要）： 

住所：〒                       

電話番号：                      

メールアドレス：                   

担当者：                       

※上記料金減免に必要な情報の提供 

※市区町村に対するもの（税、保育料等）については、外部ではないため、本様式

による同意は不要です 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（次ページに続きます） 
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②被災者支援団体等への提供 

□民生委員 

□社会福祉協議会 

□各自治会 

□消防団 

□その他（民間事業者、ＮＰＯ、ボランティア団体等） 

団体等名称：                   

団体等連絡先（市区町村において把握している場合は不要）： 

住所：〒                       

電話番号：                      

メールアドレス：                   

担当者：                       

□提供を同意する情報（                ） 

※別添から番号を記入ください 

□提供先団体が希望する（申請する）情報はすべて提供しても良い 

 

③被災者支援に関する各種制度を有する団体への提供 

□社会福祉協議会（再掲） 

□国（官署名：         ） 

□被災者生活再建支援法人 

□独立行政法人住宅金融支援機構 

□その他 

団体等名称：                   

団体等連絡先（市区町村において把握している場合は不要）： 

住所：〒                       

電話番号：                      

メールアドレス：                   

担当者：                       

 

□提供を同意する情報（                ） 

※別添から番号を記入ください 

□提供先団体が希望する（申請する）情報はすべて提供しても良い 

 

④その他 

提供同意する団体名：             

提供を同意する理由：                          

団体等連絡先（市区町村において把握している場合は不要）： 

住所：〒                       

電話番号：                      

メールアドレス：                   

担当者：                       

□提供を同意する情報（                ） 

 ※別紙から番号を記入ください 

□提供先団体が希望する（申請する）情報はすべて提供しても良い 

 

※同意いただいた内容について、同意された外部提供先から災害対策基本法施行規則第８条の６

の規定に基づく申請があった場合、同意及び申請の範囲内で被災者台帳掲載情報を提供いたしま

す。 
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④屋内での退避等の安全確保措置の指示→新規追加 
  

・「第６節避難計画（災害応急対策計画編）」に「屋内退避等」に関する以下の内容を

新規追加 

 

 

 

 

３ 避難準備情報、勧告・指示又は警戒区域の伝達方法（設定者の措置）→現計画 144

ページ 

（２）避難準備情報、避難勧告・指示、警戒区域の通知・伝達・周知 

 

③ 住民への周知 
避難勧告・指示、警戒区域の設定者は、必要な伝達事項を次の伝達方法により迅速に住民や

本町の滞在者等に周知するよう努めるものとする。 

《伝達の実施要領》 

伝 達 事 項 伝 達 方 法 

ア）発令者 

イ）避難の勧告・指示、警戒区域の設定の理由 

ウ）避難日時、避難先及び避難経路 

 ・避難日時や避難先等を伝達するとともに、災害の

種類（竜巻等）及び状況（河川の氾濫が発生して

いる等）によっては、屋外避難することにより、

危険な場合もあることから、「屋内退避」及び「垂

直避難（堅牢な建物の高い場所へ避難）」について

も伝達するものとする。 

エ）避難にあたっての注意事項 

ア）町防災行政無線放送による伝達 

イ）関係者による直接口頭又は拡声器

による伝達 
ウ）広報車等の呼びかけによる伝達 

エ）報道機関を通じて行うテレビ及びラジオ

等による伝達 

オ）各自治会の広報マイク及び広報車両によ

る伝達 

オ）ホームページ等のインターネットによる

伝達 

 ａ．避難に際しては、必ず火気・危険物等の始末を

完全に行うこと。 

ｂ．会社、工場にあっては、浸水その他の災害によ

る油脂類の流出防止、発火しやすい薬品、電気及

びガス等の保安措置を講ずること。 

ｃ．避難者は１人当り３日分程度の食糧、水、日用

品及び衣類等を携行すること。 

ｄ．避難者は、必要に応じ防寒用雨具を携行するこ

と。 
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⑤国による広域一時滞在協議等の代行→新規追加 
  

・「第６節避難計画（災害応急対策計画編）」に「国による広域一時滞在の協議の代行」

に関する以下の内容を新規追加 

 

 

 

８ 広域一時滞在の協議等 →現計画 149 ページ 

 

（６）国による広域一時滞在の協議の代行 

嘉手納町が被災し、その全部又は大部分の事務等を行うことが出来なくなった場合

に、県と協議して被災者の救助・救援活動等を維持する為、急を要する措置及び一時

滞在に係る協議を国が代行するものとする。 

また、嘉手納町がその大部分の事務を行うことができることと認めるときは、速や

かに、当該代行に係る事務を国から嘉手納町が引き継ぐものとする。 
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⑥避難勧告基準に関する追加→追加 
 ・今年 7 月に発生した台風 8 号に伴う「特別警報」を受けての対応 

 ・「第６節避難計画（災害応急対策計画編）及び資料編」に「避難準備情報・避難勧

告・避難指示」に関する以下の内容を新規追加 

 

 

 

２ 避難の勧告・指示又は警戒区域の設定基準 → 現計画 142～143 ページ 

 

（１）避難準備情報 

ア）発令時の大まかな状況 

災害時要援護者等、特に避難行動に時間を要するものが避難行動を開始しなければな

らない段階であり、人的被害の発生する可能性が高まった状況。 

イ）発令の目安となる状況 

① 警報等が発表された場合または、特別警報が発表される可能性が高くなった場合

において、避難に時間を要する災害時要援護者等の避難行動を開始する必要があると

判断されたとき。（参照「第 4 章 第 2節 気象警報等の伝達計画」） 

 

（２）避難勧告 

ア）発令時の大まかな状況 

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

害の発生する可能性が明らかに高まった状況。 

イ）発令の目安となる状況 

① 特別警報が発表されたとき。 

② 土砂災害警戒情報が発表されたとき。 

③ 破提につながるような漏水等を発見したとき。 

④ 一定時間（比較的短い時間）後に危険水位、危険潮位に到達すると予想されると

き。 

⑤ 土砂災害警戒区域（もしくは土砂災害危険箇所）の近隣で前兆現象（渓流付近で

の斜面崩壊、擁壁、道路等にひび割れが発生等）を発見したとき。 

 

（３）避難指示 

ア）発令時の大まかな状況 

避難勧告の発令基準から、さらに暴風、大雨、洪水、高潮、その他の災害発生事象

が避難勧告の段階より悪化し、災害発生の危険が高くなる又は確実視される場合に避

難の指示及び警戒区域を設定する。 

または、前兆現象の発生や、現在の切迫した状況、地域の特性等から人的被害の発

生する危険性が非常に高い状況、もしくは人的被害が発生した状況。 

 

イ）発令の目安となる状況 

① 特別警報が発表され、以下の②～⑦の状況みられる場合 

② 堤防が決壊、もしくは破提につながるような大量の漏水や亀裂等を発見したとき。 

③ 危険水位や危険潮位に達したとき。 

④ 土砂災害警戒区域（もしくは土砂災害危険箇所）の近隣で土砂災害が発生、もし

くは、前兆現象（山鳴り、斜面の亀裂等）を発見したとき。 
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⑤ 津波警報（注意報を含む）を覚知、もしくは強い地震（震度 4程度以上）、または

長時間のゆっくりとした揺れを感じて避難の必要を認めたとき。 

⑥ その他、人命保護上避難を要すると認められるとき。 

⑦ 応急対策上、止むを得ないとき。 

 

※沖縄気象台をはじめとした防災関係機関等からの情報収集・協議等により人的被害

の発生する危険性が非常に高い状況、もしくは人的被害が発生した場合。 

 

 

 

 

 

 

資料編 → 現計画 107～108ページ 

 

〈町における避難勧告・指示、警戒区域の設定等の基準〉 

 

① 町の避難勧告基準 

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

害の発生する可能性が明らかに高まった状況。 

また、特別警報が発表された場合。 

 

 

災害の種類 基   準 

暴風の場合 

台風の来襲により、暴風警報が発せられた等、短時間の跡に危険が予想され

る場合。 

（予想された最大風速が 25ｍ/ｓ程度で、さらに勢力が強まっていくと予想

される場合） 

大雨の場合 
相当な大雨で、短時間の後に危険が予想される場合。 

（1 時間降水量が 40mm 以上、あるいは土壌雨量指数が 91以上の場合） 

浸 水 大雨警報等の発表や、短時間による浸水等の危険が予想される場合。 

河川等の氾濫 洪水注意報の発表や、平均水位を超え河川の氾濫が予想される場合。 

土砂災害 

・土砂災害の前兆現象（斜面のはらみ、擁壁。道路等にクラック発生）が発

見された場合 

・土砂災害警戒情報が発表され、避難すべき区域で土砂災害の危険が高まっ

た場合 

高 潮 
危険水位、危険潮位に到達すると予想されることや、高潮注意報等の発表

から、高潮の起こる恐れが予想される場合。 

その他の場合 警戒体制に入り、周囲の状況から判断して危険が予想される場合。 
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② 町の避難指示、警戒区域設定の基準 

避難勧告の発令基準から、さらに暴風、大雨、洪水、高潮、その他の災害発生事象

が避難勧告の段階より悪化し、災害発生の危険が高くなる又は確実視される場合。 

または、特別警報が発表され、前兆現象の発生や、現在の切迫した状況、地域の特性、

沖縄気象台をはじめ防災関係機関等からの情報収集・協議により、人的被害の発生する

危険性が非常に高い状況、もしくは人的被害が発生した場合。 

 

災害の種類 基   準 

暴 風 

暴風警報が発表され引き続き風速が強まり、災害の発生が予想され、家屋倒壊

のおそれ等から生命及び身体の危険が差し迫ってきた場合。 

（予想された最大風速が 25ｍ/ｓ以上で、さらに強まっていくことが予想され

る場合） 

大 雨 

大雨警報が発表されるなど大雨が続き、災害の発生が予想され、生命及び身体

の危険が差し迫ってきた場合。 

（１時間降水量が 70㎜以上、土壌雨量指数 131以上の場合） 

浸 水 
大雨警報や洪水警報の発表や、災害の発生が予想される、又は災害が発生し警

戒区域の拡大が予想され、生命及び身体の危険が差し迫ってきた場合。 

河川の氾濫 

洪水警報の発表や、豪雨等によりさらに増水が予想され、河川の氾濫が相当差

し迫った場合、又は氾濫が起こる恐れが予想される段階に至った場合。 

また、河川の上流地域が水害を受け、下流の地域に危険が迫ったとき 

土砂災害 

・土砂災害が発生した場合 

・土砂移動現象、前兆現象（山鳴り、流木の流出、斜面の亀裂）が発見された

場合 

・降雨指数値が土砂災害発生の目安となる線に到達し、引き続き降雨が見込ま

れる場合 

高 潮 
危険水位、危険潮位に到達すると予想されることや、高潮警報等の発表から、

高潮による危険が差し迫ってきた場合。 

津波の場合 

強い地震（震度 4以上）、もしくは長時間のゆっくりとした揺れを感じて避難

の必要と認める場合、あるいは津波警報を覚知した場合には、町長は、海浜にあ

る者、海岸付近の住民等に直ちに海浜から退避し、安全な場所に避難するよう指

示するものとする。 

その他の場合 

・地すべりにより著しい危険が切迫しているとき。 

・警戒体制が続き周囲の状況が避難準備の段階より悪化し、相当危険が差し迫

ってきた場合、または人命保護上避難を要すると認められるとき。 

・その他応急対策上、やむを得ないとき。 
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・今年 7 月に発生した台風 8号に伴う「特別警報」を受けての職員配備体制の修正 

 ・現計画 117ページ、120ページの「第１節組織動員計画（災害応急対策計画編）」に

「特別警報に伴う配備体制」に関する以下の内容を新規追加 

 
第１節 組織動員計画 →現計画 117ページ 

[実施主体：総務班] 
１ 嘉手納町災害体制の設置規模及び基準 

（１）災害準備・警戒体制（第１配備）→ 指揮権者：総務班長 

災害対策本部の設置前における初動体制、又は設置に至らない災害規模の発生及び発

生が予想される場合に、防災担当者（総務課事務局）により災害準備・警戒体制をとる

ものとする。また、防災担当者は、基準以下の地震等の災害を覚知した場合においても

情報収集を行い、状況について町長等へ報告するものとする。 

《設置基準》 

① 本町域において震度４を観測した場合（地震に伴う津波の心配はない場合）。 

② 沖縄気象台から嘉手納地区に大雨・洪水及び高潮注意報が発表されるなど、災害が

発生し、又は発生するおそれがある場合において、その災害の程度が災害警戒本部を

設置するに至らないとき。 

③ 津波注意報が発表された場合（必要に応じて、第 2配備へ移行する。）。 

 
（２）災害警戒本部（第２配備）→ 指揮権者：総務班長 

災害対策本部の設置に至らない災害規模の発生又は発生するおそれのある場合、必要

に応じ、災害警戒本部を設置する。 

災害警戒本部の要員は、情報、連絡を担当する少数の人数をもってあて、「嘉手納町災

害対策組織体制及び所掌事務」における配備要員によるものとする。 

また、設置基準は次のとおりとする。 

《設置基準》 

① 強い地震（震度４以上）を感じたとき、又は弱い地震であっても長い時間ゆっく

りとした揺れを感じたときで、町長が必要と認める場合。 

② 本町域において震度５弱を観測した場合。 

③ 嘉手納地域に、気象業務法に基づく暴風、大雨、又は洪水、津波、その他の警報

が発表されたのに伴い、災害に関する情報の収集・伝達等を特に強化して対処する

必要があるとき（必要に応じて津波注意報発表時も含む）。 

④ 暴風、大雨、地震、津波、その他の異常な自然現象により、町の地域に災害の発

生するおそれがあり、警戒を要するとき。 

⑤ 「特別警報」が発表される可能性が高くなり、各種異常な自然現象により、警戒

体制をとる必要のあるとき、もしくは「特別警報」が発表された場合。 

⑥ 前各号のほか、災害予防及び災害応急対策の的確な実施のため、警戒体制をとる

必要のあるとき。 

 

（３）災害対策本部（第 3 配備） 

災害警戒本部までの災害規模及び対応策を上回り、町全組織における応急対策の実施

が必要なとき、町長を本部長として全職員をもって組織する災害対策本部を設置する。 

設置基準は次の通りとする。 
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《災害対策体制配備》 → 現計画 120 ページ 

体制区分 配備区分 
気象情報・災害の種類 

配備･体制内容 
災害全般 地震･津波 

災害 

準備・警戒

体制 

第１配備 

（初動配置） 

・沖縄気象台から各種

注意報の発表があ

り、災害の発生が予

想されるが、災害発

生まで多少の時間的

余裕がある場合。 

・本町域内において震度

４を観測した場合（津

波の心配がない場

合）。 

・津波注意報が発表され

た場合（必要に応じて

第 2配備へ移行）。 

・防災情報の収集･

連絡等における

担当配置。 

・その他職員は自宅

待機。 

災害 

警戒本部 

第２配備 

（警戒配置） 

・沖縄気象台が嘉手納

地域に各種警報を発

表するなど災害発生

のおそれがあり、警

戒を要するとともに

情報収集･伝達の必

要があるとき。 

・沖縄気象台より、「特

別警報」が発表され

る可能性が高くなっ

た場合もしくは「特

別警報」が発表され

た場合。 

 

・震度４以上を観測し

たときや、弱い地震で

も長い時間ゆっくり

とした揺れを感じた

ときで町長が必要と

認める場合。 

・本町域において震度

５弱を観測した場合。 

・沖縄本島地方に津波

警報が発表された場

合。 

・津波注意報が発表さ

れ、情報収集・伝達の

強化が必要な場合。 

・必要に応じて対策

本部開設の即時

設置可能な警戒

体制。 

・災害発生ととも

に、災害応急活動

が開始される体

制とする。数人の

人員をもってあ

てる。 

災害 

対策本部 

第３配備 

（全配備） 

・町全域にわたって風

水害等により大規模

な災害が発生したと

き、又は発生するお

それがある場合。 

 

・沖縄本島地方に大津

波警報が発表された

場合。 

・本町域内において震

度５強以上及び隣接

市町村において震度

６弱以上を観測した

場合。 

・全職員をもってあ

たるもので、完全

な非常体制とす

る。 
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⑦被害想定の更新→情報更新 
  

・「平成 25 年度沖縄県地震被害想定調査（Ｈ26.3）」による嘉手納町に甚大な被害を

もたらす可能性のある地震・津波による建物・人的被害のデータの追加 

 ・「第 3 節災害の想定（基本編）」に以下の内容を追加するものとする。 

 

 

２．地震被害想定 → 現計画 7～10ページ 

「沖縄県地域防災計画」の策定に資するため調査された「沖縄県地震被害想定調査概要

報告書（Ｈ19.3）」「平成 25 年度沖縄県地震被害想定調査（Ｈ26.3）」による被害想

定の調査結果を参考に、本町の地震災害を想定する。 

 

（３）沖縄本島南東沖地震 3 連動の想定 

沖縄本島並びに嘉手納町に甚大な被害を与える可能性のある地震として、沖縄本島南

東沖地震 3 連動を震源とする地震を想定する。 

（資料：平成 25 年度沖縄県地震被害想定調査（Ｈ26.3）） 

 

① 想定地震 

沖縄本島南東沖地震 3 連動地震が発生し、本町で震度 6 弱程度の地震動が生じる

ことを想定した被害予測結果を参考とする。 

 

② 予測結果の概要 

 

ア）地震動の予測 

マグニチュード 9.0 で沖縄本島を中心に震度 5 強から震度 6 弱程度の揺れが予想

される。 

 

イ）地震の揺れ・液状化・土砂災害・地震火災の危険度の予測（建物被害） 

 
地震の揺れによる建物被害（沖縄本島南東沖地震3連動）

全壊 半壊 全壊 半壊 全壊 半壊

嘉手納町 15 161 204 461 219 622

読谷村 14 184 326 979 341 1,164

北谷町 28 165 315 627 343 793

資料：平成25年度沖縄県地震被害想定調査

合計（棟）木造建物（棟） 非木造建物（棟）
市町村

 
 

 
液状化による建物被害（沖縄本島南東沖地震3連動）

全壊 半壊 全壊 半壊 全壊 半壊

嘉手納町 0 0 16 1 16 1

読谷村 0 0 4 5 4 5

北谷町 3 1 87 68 90 69

資料：平成25年度沖縄県地震被害想定調査

市町村
木造建物（棟） 非木造建物（棟） 合計（棟）
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土砂災害による建物被害（沖縄本島南東沖地震3連動）

嘉手納町

読谷村

北谷町

資料：平成25年度沖縄県地震被害想定調査

地震火災による建物被害（沖縄本島南東沖地震3連動）

嘉手納町 4

読谷村 3

北谷町 7

資料：平成25年度沖縄県地震被害想定調査

12

4

13

市町村

出火件数（件）

出火 消防力鎮火 残出火

287

157

364

5

2

5

市町村

急傾斜地崩壊危険箇所

保全人家数（棟） 全壊棟数（棟） 半壊棟数（棟）

4 0 4

3 0 3

7 0 7

焼失棟数（棟）

 
 

 

ウ）人的被害の予測 

 
建物倒壊による人的被害（沖縄本島南東沖地震3連動）

嘉手納町 129

読谷村 232

北谷町 168

資料：平成25年度沖縄県地震被害想定調査

市町村
負傷者計（人） 重傷者数（人） 軽傷者数（人）

負傷者数（人）

死者数（人）

2 151 22

4 266 34

4 202 34
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３．津波被害の想定 
津波の浸水想定について、「沖縄県津波・高潮被害想定調査業務委託（沖縄本島沿岸域）報告書（概

要版）（平成１９年３月）」の結果から、発生頻度の高い津波災害として本町における津波被害を想

定するものとする。また、本町に甚大な被害をもたらす津波想定については、「沖縄県津波被害想定

検討結果（平成 25年 1月 28日）」、建物・人的被害については、「平成 25年度沖縄県地震被

害想定調査（Ｈ26.3）」における津波を想定するものとする。 

 

（３）本町に甚大な被害をもたらす津波想定結果（最大級の津波想定） 

本町に甚大な被害をもたらす津波（最大級）として、「沖縄県津波被害想定検討結果（平

成 25年 1月）」で想定される津波は、水釜において地震発生後 25 分で津波が到達し、

最大遡上高 9.3m にまで達する。 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

【建物被害】 

 
津波による建物被害（沖縄本島南東沖地震3連動）

全壊 半壊 全壊 半壊 全壊 半壊

嘉手納町 33 5 656 115 689 120

読谷村 8 8 67 112 75 120

北谷町 91 31 1,055 1,215 1,146 1,245

資料：平成25年度沖縄県地震被害想定調査

市町村
木造建物（棟） 非木造建物（棟） 合計（棟）

 
 

 

【人的被害】 

 
津波による人的被害（沖縄本島南東沖地震3連動）

嘉手納町 278

読谷村 273

北谷町 2426

資料：平成25年度沖縄県地震被害想定調査

210 3,682 1,256

32 422 144

24 414 141

市町村 死者数（人）

負傷者数（人）

負傷者計（人） 重傷者数（人） 軽傷者数（人）

 
 

■津波遡上高及び到達時間等（最大級の津波）

代表地点
沿岸の津波最
大水位（m）

最大遡上高
（m）

津波到達
時間（分）

資料：沖縄県津波被害想定検討結果（平成25年1月28日）

嘉手納町 水釜 6.3 9.3 25
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⑧情報伝達ツールについて 
 

  ・具体的な名称をもう少し追加した方が、今後整備を進めやすいとのことから追加 

・「第 2 節 町の事前措置計画（現計画 58 ページ）」「第３節 災害通信施設整備計

画（現計画 107 ページ）」に具体名称の追加 

 

（３）災害情報の収集・伝達体制の充実 → 現計画 58ページ 

災害発生後、迅速に情報を把握するための対策を図るものとする。 

 

１ 通信施設災害予防計画 → 現計画 107 ページ 

【A 町、県における予防計画】 

（１）情報通信機器等の充実 

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

 

① 被災地及び関係機関と円滑な情報伝達及び情報収集可能な体制を構築するため、

県が実施する地域衛星通信ネットワーク等も導入した総合的な防災行政情報通信ネ

ットワーク整備に伴い、本町における通信体制の整備を図るものとする。 

 
a 端末局については、自営多重無線回線、自営光ケーブル回線及び電気通信事業者回線を

組み合せて 2重化及び回線の大容量化を考慮するものとする。 

b 消防本部、県出先機関及び防災関係機関端末局については、単一無線回線（260MHz

帯デジタル無線）を整備する。 

c 衛星携帯電話の導入を検討し、地上系のバックアップを図る。 

 

② 本町において、防災行政無線は一般的な広報として重要性が高く、さらに災害時

における機能を十分発揮できるよう整備を図るものとする。 

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

を確保する。 

④ エリアメールをはじめ、登録制のメール、緊急通報システムの活用、戸別受信機の整備

など本町にあった情報通信機器の整備を検討し、多様な情報通信システムの構築を推進す

る。 

区 分 実 施 事 項 

① 情報通信機器

等の充実 

・町防災行政無線の充実に努める。 

・防災関係機関との相互間の通信を確保するため、通信機器の整備を推

進する。 

・エリアメールをはじめ、登録制のメール、緊急通報システムの活用、

戸別受信機の整備など本町にあった情報通信機器の整備を検討し、多

様な情報通信システムの構築を推進する。 

② 通信設備の不

足時の備え 

災害発生時において、通信設備等の不足が生ずる場合に備え、NTT 及

び移動通信事業者との間で災害時の協力に関する協定等の締結を図る。 

③ 連絡体制の 

確保 

・各機関の連絡手段・窓口、役割分担、夜間休日の対応体制等の確保 

・防災関係機関が共有する防災情報形式の標準化及び共通システムの 

検討 

④ 情報収集要領

の作成 

被災した場合、県への被災状況の報告ができない場合における、県調査

隊等を活用した情報収集・伝達内容等を検討し、情報収集・伝達要領とし

てまとめるものとする。 


