
広島県「みんなで減災」県民総ぐるみ運動に係る市町の取組について（案）  ○身の周りの災害危険箇所などを「知る」                                     市町 取  組  内  容 広島市 ・各区役所において転入者に対して，ハザードマップ等により災害危険箇所，避難場所等を周知 ・ハザードマップのホームページへの掲載 ・広報誌，ホームページ，広報番組等により災害危険箇所の確認方法等を周知 呉市 ・・・・[[[[新新新新]]]]避難所避難所避難所避難所にににに，，，，対応対応対応対応するするするする災害災害災害災害のののの種類種類種類種類をををを明記明記明記明記したしたしたした看板看板看板看板のののの設置設置設置設置    ・土砂災害ハザードマップを作成し，各戸配布，ホームページへの掲載 ・各地域において，災害図上訓練【 ＤＩＧ,「Disaster(災害)」,「Imagination(想像力)」,「Game(ゲーム)」】を実施。 竹原市 ・出前講座等を通じた危険箇所や避難場所等の周知 三原市 ・ハザードマップ（総合ハザードマップ，津波，高潮，土砂）の作成・配付 ・三原市ホームページ・広島県防災 WEB，テレビ等での災害情報取得の啓発 尾道市 ・転入者に対して、暮らしのガイドブックにより、災害危険箇所、避難場所等を周知 ・防災出前講座、くらしのガイドブック、市 HP 等による災害危険箇所、避難場所等の周知 福山市 ・防災講座，出前講座等により，ハザードマップを利用した災害危険箇所，避難場所等の確認方法を周知 府中市 ・土砂災害ハザードマップ作成・周知（Ｈ２７年度指定の区域を対象） 三次市 ・ハザードマップの作成による危険個所の周知 ・防災フェア参加（ハザードマップ掲示） 庄原市        
・・・・[[[[新新新新]]]]転入者転入者転入者転入者にににに対対対対してしてしてして、、、、ハザードマップハザードマップハザードマップハザードマップ等等等等によりによりによりにより災害危険箇所災害危険箇所災害危険箇所災害危険箇所、、、、避難場所等避難場所等避難場所等避難場所等をををを周知周知周知周知    ・・・・[[[[新新新新]]]]ハザードマップのハザードマップのハザードマップのハザードマップの各戸配布各戸配布各戸配布各戸配布，，，，市ホームページへの掲載 ・出前講座、広報誌等によりハザードマップを利用した災害危険箇所、避難場所等の確認方法を周知 ・出前講座、広報誌等により県防災 Web 等による災害危険箇所、避難場所等の確認方法を周知 ・広報誌、ホームページ等により、災害危険箇所の確認方法等を周知 ・出前講座等の教材として、県が作成する防災ハンドブックの活用 ・県が作成した、地震被害想定・ため池浸水想定等について県防災 Web 等で周知 大竹市  ・住民（自主防災組織，自治会含む）に対し，身の周りの災害危険箇所，災害種別ごとの避難場所や避難経路を「知る」重要性を、出前講座や広報紙等で繰り返し広報及び周知する。また，「まち歩き」と並行し，地域独自のハザードマップ作成の推進 東広島市 ・・・・[[[[新新新新]]]]ハザードマップハザードマップハザードマップハザードマップ改訂改訂改訂改訂    ・危機管理課職員による出前講座の継続 廿日市市 ・・・・[[[[新新新新]]]]土砂災害防止法土砂災害防止法土砂災害防止法土砂災害防止法にににに基基基基づくづくづくづく区域指定区域指定区域指定区域指定のののの動動動動きにきにきにきに合合合合わせわせわせわせ、、、、地域住地域住地域住地域住民民民民とととと一緒一緒一緒一緒にににに避難路避難路避難路避難路やややや避避避避難先難先難先難先をををを検討検討検討検討しながらハザードマップをしながらハザードマップをしながらハザードマップをしながらハザードマップを作成作成作成作成    安芸高田市 ・ハザードマップを市ホームページに掲載 ・市職員による自主防災組織主催の防災訓練での防災講座、危険個所の把握 ・県防災情報メール通知サービス登録促進、県防災 Web 等の周知 
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江田島市 ・まちなか訓練を行い，災害危険箇所や避難経路等を確認し，住民への周知 ・出前講座，広報誌，ホームページ等による災害危険箇所や避難場所等の周知 ・出前講座等により，県防災 web による災害危険箇所，避難場所等の確認方法を周知 府中町 ・・・・[[[[新新新新]]]]郵便局郵便局郵便局郵便局、、、、病院病院病院病院、、、、医院医院医院医院のののの待合室待合室待合室待合室にハザードマップやにハザードマップやにハザードマップやにハザードマップや啓発資料啓発資料啓発資料啓発資料をををを掲示掲示掲示掲示しししし、、、、災害危険個災害危険個災害危険個災害危険個所所所所、、、、避難場所等避難場所等避難場所等避難場所等をををを周知周知周知周知    ・転入者に対して、ハザードマップ等により災害危険個所、避難場所等を周知 ・ハザードマップの配布、ホームページへの掲載 ・出前講座等により災害危険個所、避難場所等の周知 ・広報誌、ホームページにより災害危険個所の確認方法等を周知 ・海抜表示板等の設置 ・出前講座等の教材として、防災ハンドブックの活用 ・県が作成した、地震被害想定・津波浸水想定・ため池浸水想定等について、出前講座、図上訓練等で周知 海田町 ・防災教室などでハザードマップ等を使用し，各地域の状況を周知 熊野町 ・[新]広島県が実施する土砂災害防止法に基づく基礎調査（第４小学校区）の結果公表及び説明会の実施 ・広報誌、町ホームページを利用した災害危険箇所の周知及び出水期前の注意喚起 坂町 ・「土砂災害のハザードマップ」の全戸配布 ・「地震防災マップ」の全戸配布（H23.3） ・「津波・高潮ハザードマップ」の全戸配布（H26.3） ・全町民を対象とした大雨土砂災害避難訓練を 6 月に実施 （H23 から、総合防災訓練のない年に実施） ・全町民を対象とした地震・津波災害避難訓練を 9 月に実施 （H23 から、総合防災訓練のない年に実施） ・津波災害への備えとして，町内に海抜表示看板を設置 安芸太田町  ・土砂災害警戒区域や浸水想定区域が更新された地域の各世帯に対して、防災マップを配布 北広島町 ・・・・[[[[新新新新]]]]北広島町洪水北広島町洪水北広島町洪水北広島町洪水・・・・土砂災害土砂災害土砂災害土砂災害ハザードマップのハザードマップのハザードマップのハザードマップの各戸配布及各戸配布及各戸配布及各戸配布及びびびび町町町町ホームページへのホームページへのホームページへのホームページへの掲載掲載掲載掲載    ・・・・[[[[新新新新]]]]防災教室防災教室防災教室防災教室、、、、出前講座出前講座出前講座出前講座、、、、住民説明会住民説明会住民説明会住民説明会、、、、広報誌広報誌広報誌広報誌、、、、広報番組等広報番組等広報番組等広報番組等によりによりによりにより、、、、ハザードマップハザードマップハザードマップハザードマップをををを利用利用利用利用したしたしたした災害危災害危災害危災害危険箇所等及険箇所等及険箇所等及険箇所等及びびびび河川浸水想定河川浸水想定河川浸水想定河川浸水想定、、、、避難場所等避難場所等避難場所等避難場所等のののの確認確認確認確認・・・・活用方法活用方法活用方法活用方法をををを周知周知周知周知 ・・・・[[[[新新新新]]]]土砂災害警戒区域等土砂災害警戒区域等土砂災害警戒区域等土砂災害警戒区域等のののの指定指定指定指定についてについてについてについて住民説明会住民説明会住民説明会住民説明会をををを実施実施実施実施    ・防災教室、出前講座、住民説明会、広報誌、広報番組（きたひろネット）などにより、県防災Ｗｅｂによる災害危険箇所等、避難場所等の確認方法を周知 大崎上島町 ・・・・[[[[新新新新]]]]土砂災害警戒区域土砂災害警戒区域土砂災害警戒区域土砂災害警戒区域のののの見直見直見直見直しししし後後後後、、、、危険箇所等危険箇所等危険箇所等危険箇所等をををを住民説明会住民説明会住民説明会住民説明会によりによりによりにより周知周知周知周知 世羅町 ・ハザードマップ等による災害危険個所等の周知                各戸配布，広報誌，ホームページ，防災教室，出前講座，住民説明会等による災害危険箇所の周知 ・各地区、各防災組織による独自の避難所への案内看板設定 ・ハザードマップの更新（警戒区域指定確定後） 神石高原町 ・ハザードマップの作成（地震） ・自主防災組織等による危険箇所の確認 ・防災情報入手手段の周知 ・自主防災組織連絡協議会の防災研修会  ２ 



○災害発生の危険性をいち早く「察知する」                                   市町 取  組  内  容 広島市 ・防災教室，出前講座，防災訓練，広報誌，広報番組，ホームページ等を通じた防災情報メールの登録促進 ・防災情報メールへ登録しやすくするため迷惑メール設定解除チラシの作成・配布 ・災害時応援協定締結企業等への防災情報メールチラシの配置及び社員等への登録呼びかけ ・防災行政無線，防災情報メール，ホームページ，ＳＮＳ（ツイッター，フェイスブック），テレビ（データ放送を含む。）， FAX（聴覚障害者用），緊急速報メール，サイレン，広報車等を通じて，避難情報を伝達 ・緊急速報メールの積極的な活用による避難情報の伝達 ・防災教室，出前講座，イベント等の機会を利用した避難情報の入手方法の周知 呉市 ・防災教室，出前講座，住民説明会，防災訓練，転入者への周知等を通じた防災情報メール登録促進 ・防災教室，出前講座，イベント等の機会を利用した避難情報の入手方法の周知 ・・・・[[[[新新新新]]]]自主避難等自主避難等自主避難等自主避難等のののの避難行動避難行動避難行動避難行動のののの判断材料判断材料判断材料判断材料のののの参考参考参考参考となるよとなるよとなるよとなるようううう，，，，避難勧告等避難勧告等避難勧告等避難勧告等のののの判断判断判断判断・・・・伝達伝達伝達伝達にににに関関関関するするするする情報情報情報情報をホームページにをホームページにをホームページにをホームページに掲載掲載掲載掲載 竹原市 ・梅雨や台風時期前に広報誌にて災害の前兆などの話題を取り上げて注意喚起を図るとともに，メールサービスや屋外拡声器等を使用した防災情報の発信に積極的に取り組む 三原市 ・メール配信システムでの災害情報の周知 ・災害時一斉情報伝達手段整備事業（屋外スピーカー設置，FM 告知端末配付） 尾道市 ・防災出前講座、市 HP 等による「市安全・安心メール」の登録促進 ・テレビ、ラジオ、市安全・安心メール、防災行政無線、広報車等を通じて、避難情報を伝達 福山市 ・防災講座，出前講座等により，避難行動の判断材料となる気象情報，河川情報及び避難情報の意味と，とるべき行動，並びに情報の入手手段について周知 ・防災講座，出前講座等により，防災情報メールの登録促進 三次市 ・防災一斉メールの登録啓発 ・県防災Ｗｅｂ等，各種情報の啓発 ・防災フェア参加（災害情報の種類などを掲示） 庄原市        
・避難行動の判断材料となる気象情報（雨量、注意報、警報、土砂災害警戒情報等）、河川情報及び避難情報（避難準備情報、避難勧告等）の意味と、とるべき行動、並びに情報の入手手段（テレビ、テレビのデータ放送、ラジオ、防災メール、防災 Web 等）について、出前講座、ホームページ、防災訓練、広報誌等により周知 ・出前講座、防災訓練、広報誌、転入者への周知等を通じた防災情報メールの登録促進 ・自主避難先の確保状況や高台等の駐車場確保に関する情報を周知 ・テレビ（データ放送を含む）、ラジオ、県防災 Web、防災情報メール、音声告知放送、FAX（聴覚障害者用）、ホームページ、SNS（フェイスブック）、緊急速報メール、防災行政無線、サイレン、広報車等を通じて、避難情報を伝達 ・緊急速報メールの積極的な活用による避難情報の伝達 ・住民に災害発生の切迫性が伝わる情報の伝え方の工夫及び文例の作成 ・出前講座、イベント等の機会を利用した避難情報の入手方法の周知 ・緊急速報メールで伝達される情報内容（避難勧告等）の周知 ・出前講座、防災訓練、広報誌等による県防災 Web 等の周知 ・自主避難等の避難行動の判断材料の参考となるよう、ホームページに避難勧告等の判断・伝達マニュアル等を掲載 ・出前講座、広報誌、ハザードマップ配布時等において、災害発生の前兆現象の内容と発生時の対応（垂直避難など避難行動の方法や近所への伝達等）を周知 ３ 



大竹市 ・・・・[[[[新新新新]]]]市内市内市内市内２２２２箇所箇所箇所箇所にににに防災無線子局防災無線子局防災無線子局防災無線子局をををを新設新設新設新設，，，，間間間間もなくもなくもなくもなく運用開始運用開始運用開始運用開始であるであるであるである。。。。今年度今年度今年度今年度，，，，これまでこれまでこれまでこれまで防防防防災行政無線災行政無線災行政無線災行政無線のののの放送放送放送放送がががが聞聞聞聞こえにくかったこえにくかったこえにくかったこえにくかった地域地域地域地域にににに，，，，子局子局子局子局をををを新設新設新設新設したことによりしたことによりしたことによりしたことにより，，，，住民住民住民住民がががが防災防災防災防災情報情報情報情報をよりをよりをよりをより容易容易容易容易にににに収集収集収集収集できるようになるできるようになるできるようになるできるようになる。。。。    ・平成２７年７月から開始した市の登録制メールから得られる，防災情報の必要性・重要性を根気強く広報紙などで住民にＰＲし，登録者増に努める。 また，現在の当市の登録制メールは「市の防災情報（避難勧告等の避難情報や災害対策本部設置情報等）」と「市のお知らせ情報（防犯情報や市のバスの運行情報，選挙広報，クマ目撃情報など）」をユーザーが選択して受信できないシステムの為，既登録者である市民から「市の防災情報ではない情報ばかり入ってきて，何の為に登録したかわからない」「受信は防災情報のみで良い」といった声が多数寄せられた為，「市の防災情報」と「市のお知らせ情報」に分けて選択して受信できるように，改修中である。早急に改修し既登録者の流出・減少防止に努める。 東広島市 ・緊急告知ラジオ、市防災メールの普及促進 ・インターネット、スマートフォンで見られる気象情報等の紹介 安芸高田市 ・自主防災組織による避難訓練、危険個所の把握 ・お太助フォン、広報車等を通じた避難情報の伝達 江田島市 ・・・・[[[[新新新新]]]]市内市内市内市内１１１１１１１１箇所箇所箇所箇所にににに雨量計雨量計雨量計雨量計，，，，３３３３箇所箇所箇所箇所にににに海面監視海面監視海面監視海面監視カメラをカメラをカメラをカメラを設置設置設置設置しししし，，，，局所的局所的局所的局所的なななな豪雨豪雨豪雨豪雨やややや，，，，高潮高潮高潮高潮・・・・津波津波津波津波によるによるによるによる浸浸浸浸水危険水危険水危険水危険をいちをいちをいちをいち早早早早くくくく察知察知察知察知することですることですることですることで，，，，市民市民市民市民へへへへ的確的確的確的確なななな避難情報避難情報避難情報避難情報をををを伝達伝達伝達伝達 ・防災情報や緊急情報をメール配信と同時に登録された電話番号へ自動配信し，携帯電話や固定電話で自動音声がきけるサービスを提供 また，平成 26 年度から実施している防災ツイッターや防災行政無線等による気象情報・避難情報を積極的に活用 ・出前講座，広報誌，ハザードマップで，災害発生の前兆現象や発生時の対応を周知 府中町 ・避難行動の判断材料となる気象情報等の意味と、とるべき行動、並びに情報の入手手段について、出前講座等により周知 ・出前講座、広報誌、転入者への周知等を通じた防災情報メールの登録促進 ・県防災ｗeb、防災情報メール、防災行政無線、サイレン、広報車等を通じて、避難情報を伝達 ・緊急速報メールの積極的な活用による避難情報の伝達  ・住民に災害発生の切迫性が伝わる情報の伝え方（防災行政無線サイレン使用）の工夫及び文例（防災・安全安心メール文）の作成  ・出前講座等の機会を利用した避難情報の入手方法の周知 ・出前講座、広報誌、ハザードマップ配布時等において、災害発生の前兆現象の内容と発生時の対応を周知 海田町 ・広島県防災メール等への登録促進  熊野町 ・広報誌、町ホームページを利用し、防災情報メール等の登録の呼びかけ 坂町 ・防災行政無線により災害情報を周知すると共に、町の自主避難先の開設情報や高台等への駐車場確保に関する情報を周知 ・各地区住民福祉協議会会長や役員の方に、町の登録制メールに登録していただき、メールで災害情報や避難所等の開設情報を周知 ・エリアメールによる災害情報の周知 （NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク） 
４ 



北広島町 ・避難行動の判断材料となる気象情報、河川情報及び避難情報の意味と、とるべき行動、並びに情報の入手手段について、防災教室、出前講座、ホームページ、住民説明会、防災訓練、広報誌、広報番組等により周知 ・防災教室、出前講座、住民説明会、防災訓練等の機会に「県防災情報メール」及び、「北広島町防災安全お知らせメール」のチラシを配布し、登録を促進 ・テレビ（データ放送含む）、きたひろネット（音声告知放送含む）、ラジオ、県防災Ｗｅｂ、町防災安全お知らせメール、ホームページ、緊急速報メール、防災行政無線に加え、広報車を通じて避難情報を伝達 世羅町 ・チラシ，広報誌，防災教室，を通じた防災情報メールの登録促進 ・避難勧告等の防災情報の住民への周知，伝達   防災無線、CTV,エリアメール等 ・避難情報・気象警報などの情報を CTVの字幕で告知 ・災害時の連絡綱に固定電話だけでなく，携帯電話番号も登録するなど情報伝達体制の強化 ・出前講座や地域の会合等で災害発生の前兆現象の内容と発生時の対応を周知 ・避難情報など、情報伝達網の整備   町⇒自治センター  町⇒自主防災組織など   ※素早く確実に伝達する手段の構築 ・各地域のきめ細やかな気象状況（降雨量・水量など）を把握する体制の構築   ※各地区の自主防会員等からの情報の吸い上げなど ・防災無線の更新（デジタル化） 神石高原町 ・防災情報の周知（告知端末等）                 ５ 



○自ら判断して適切に「行動する」                                  市町 取  組  内  容 広島市 ・まちあるきや防災マップの作成を支援するため，防災士等の防災の専門家を派遣 ・防災訓練や防災講演会の開催 呉市 ・総合防災訓練，避難訓練等により適切な避難行動の確認などを促進 ・防災教室，出前講座，住民説明会，防災訓練等で災害から命を守るために必要な行動（災害の種類応じた自らの判断による避難行動（垂直避難，高台避難等））や危険を感じた時は避難勧告等の有無にかかわらず，避難行動を行うことの周知 竹原市 市総合防災訓練をはじめとして各地域において自治会等を中心とした防災訓練を実施 三原市 ・自主防災組織への防災訓練支援 ・三原市防災ネットワークとの住民参加型防災体験会の実施 ・三原市災害対策行動要領等のマニュアルの更新 尾道市 ・避難行動要支援者名簿の作成、更新 ・防災出前講座、地域防災訓練等で避難勧告等の有無にかかわらず危険を感じた時は、避難行動を行うことの周知 福山市 ・総合防災訓練，避難訓練等により，適切な避難行動の確認などを促進 ・防災講座，出前講座等で災害から命を守るために必要な行動（災害の種類に応じた自らの判断による避難行動（垂直避難，高台避難等））や，危険を感じた時は，避難勧告等の有無にかかわらず，避難行動を行うことの周知 三次市 ・自主防災組織による防災訓練の補助 ・防災マップ作成に向けた支援  庄原市 ・まち歩きや防災マップの作成並びに災害危険箇所や避難方法（垂直避難を含む。）の確認等を支援するため、防災専門家を紹介 ・総合防災訓練、避難訓練等により、適切な避難行動の確認などを促進 ・避難行動要支援者名簿の作成の実施 ・出前講座、防災訓練、広報誌等で災害から命を守るために必要な行動（災害の種類に応じた自らの判断による避難行動（垂直避難、高台避難等））や、危険を感じた時は、避難勧告等の有無にかかわらず、避難行動を行うことの周知  大竹市 ・避難方法や災害状況に応じた適切な行動，特に「屋内安全確保」を重点的に広報紙等でＰＲ 東広島市 ・・・・[[[[新新新新]]]]啓発冊子啓発冊子啓発冊子啓発冊子のののの作成作成作成作成    安芸高田市 ・[[[[新新新新]]]]自主防災組織による情報伝達訓練、ハザードマップを活用した避難訓練 ・避難行動要支援者の把握、避難支援 江田島市 ・災害発生時の行動（避難を開始するまでの行動）訓練（家なか訓練）の実施 ・地域防災リーダーを中心とした自治会単位での防災訓練の実施 ・まち歩きや防災マップの作成による災害危険箇所等の確認 府中町 ・まち歩きや防災マップの作成並びに災害危険個所や避難方法（垂直避難を含む。）の確認等を支援するため、防災担当職員を派遣 ・防災訓練を行い、適切な避難行動の確認などを促進 ・自主防災組織等と連携した社会福祉施設の避難体制の確立 ・出前講座、防災訓練等で災害から命を守るために必要な行動や、危険を感じた時は、避難勧告等の有無にかかわらず、避難行動を行うことの周知 ６ 



海田町 ・防災教室などで過去の災害発生状況等を確認し，前兆現象があれば適切に避難するように説明 熊野町 ・自主防災組織による避難訓練の実施  坂町 ・全町民を対象とした大雨土砂災害・地震津波災害の避難訓練により、事前に各種災害ごとの避難場所を知っていただき、自ら判断して避難できる体制を整えている。 ・避難施設は、いち早く開設する体制を整えている。 ・各地域の住民が、自ら判断して避難する体制を整えるため、町内に 16箇所ある住民福祉協議会から、防災リーダーの候補者を選出していただき、「防災リーダー養成講座」を開催している。（H26.12 ～ H27.10 昨年度から開催） ・津波対策に関し、町内に海抜標示看板を設置している。 （H25年度 209箇所） ・消防団と協同し、町内全地域の災害に対応可能な体制を整えている。 北広島町 ・[[[[新新新新]]]]避難行動要支援者名簿避難行動要支援者名簿避難行動要支援者名簿避難行動要支援者名簿のののの作成及作成及作成及作成及びびびび避難支援避難支援避難支援避難支援のののの実施実施実施実施    ・まち歩きや防災マップの作成による災害危険箇所（避難経路上の危険箇所や迂回路の有無などを含む）の確認 ・防災教室、出前講座、住民説明会、防災訓練、広報誌、広報番組等で災害から命を守るために必要な行動（災害の種類に応じた自らの判断による避難行動）や、危険を感じた時は、避難勧告等の有無にかかわらず、避難行動を行うことの周知  世羅町 ・広報紙、CTV,出前講座などで災害から命を守るために必要な行動の周知 ・消防団や民生委員など他の地域団体との連携強化 ・災害の種類に応じた避難場所の確保 ・各地区、各防災組織による独自の避難所への案内看板設定  神石高原町 ・避難行動要支援者名簿等を活用した避難訓練（自主防災組織に働きかけ） ・地域指定避難所（一時避難所）の設置                ７ 



○防災教室や防災訓練などで「学ぶ」                                 市町 取  組  内  容 広島市 ・自主防災組織，企業，学校等を対象とした防災講演会，防災研修，防災教室の開催 ・広島市総合防災センターにおける防災研修の実施 ・まちあるきや防災マップの作成を支援するため，防災士等の防災の専門家を派遣 ・防災訓練等の実施予定をホームページに掲載し，市民へ周知 ・住民，企業，防災関係機関等の参加による総合防災訓練，避難訓練を実施 呉市 ・自主防災組織，企業，学校等を対象とした出前講座 ・住民，企業，防災関係機関等の参加による総合防災訓練を実施。多くの市民の参加を促進するため，各市民センターが広報チラシを作成し，町内会等を通じて回覧。 竹原市 ・出前講座等を通じて防災知識の習得や地域でのハザードマップの作成 ・市内協働組織（各自治会・社協・学校等が構成）主催の防災訓練を実施。実施にあたっては多くの住民の参加を促進するため，各協働組織が広報チラシを作成し，自治会等を通じて回覧。 三原市 ・自主防災組織連絡協議会総会での情報提供，講演会の実施 ・地域防災リーダー養成講座の開催 ・自主防災組織・町内会等への出前講座の実施 ・三原市防災士会と共同で出前講座の実施 ・職員への災害対応能力の育成訓練 ・久井町にて合同防災訓練を実施予定（6 月）。また，三原防災ネットワークが 3 月に防災訓練を実施予定。両訓練とも，多くの市民の参加を促進するため，市の広報誌に掲載する。 尾道市 ・地域住民を対象とした防災出前講座を開催 ・ケーブルテレビ、エフエム等を通じ、災害時の情報収集の仕方、備え等防災情報について周知 福山市 ・自主防災組織，企業，学校等を対象とした防災講座，出前講座 府中市 ・府中市総合防災訓練（Ｈ28.10.16 開催予定）。実施にあたっては多くの市民の参加を促進するため，市の広報誌に掲載する。 ・出前講座の開催 三次市 ・出前講座による防災教室等の開催 ・小中学校を対象とした防災教室の実施 ・自主防災組織，防災士を対象とした研修会の開催 ・防災フェア参加（防災に関する資料配布，クイズラリーへの問題提供） ・自治会連合会組織において，防災訓練を実施。実施にあたっては多くの住民の参加を促進するため，自治会連合会において広報チラシを作成し，回覧。 庄原市 ・・・・[[[[新新新新]]]]防災訓練等防災訓練等防災訓練等防災訓練等のののの実施予定実施予定実施予定実施予定をホームページをホームページをホームページをホームページ、、、、広報誌等広報誌等広報誌等広報誌等へへへへ掲載掲載掲載掲載するするするするなどなどなどなどしししし，，，，市民市民市民市民にににに周知周知周知周知    ・自主防災組織等を対象とした出前講座 ・まち歩きや防災マップの作成並びに災害危険箇所や自力で避難することが困難な人への対応も含めた、避難方法（垂直避難を含む）の確認等を支援するため、防災の専門家を紹介 ・市職員が地域で開催される防災教室、防災訓練等に参加し、地域住民とともに学ぶ ・住民、防災関係機関等の参加による総合防災訓練、総合水防演習、避難訓練を実施 大竹市 ・・・・[[[[新新新新]]]]２６２６２６２６年度年度年度年度とととと比較比較比較比較してしてしてして２７２７２７２７年度年度年度年度はははは住民住民住民住民のののの「「「「学学学学ぶぶぶぶ」」」」場場場場であるであるであるである防災訓練防災訓練防災訓練防災訓練，，，，防災教室防災教室防災教室防災教室（（（（市職市職市職市職員員員員がががが行行行行うものものもうものものもうものものもうものものも含含含含むむむむ））））がががが当市当市当市当市においてにおいてにおいてにおいて開催回数開催回数開催回数開催回数がががが減少傾向減少傾向減少傾向減少傾向にあるにあるにあるにある。。。。積極的積極的積極的積極的にににに各地域各地域各地域各地域のののの行事行事行事行事等等等等にににに併併併併せてせてせてせて市職員市職員市職員市職員がががが出向出向出向出向きききき実施実施実施実施，，，，またはまたはまたはまたは啓発啓発啓発啓発をををを図図図図るるるる。。。。    ・市主催の総合防災訓練を実施する予定。実施にあたっては多くの市民の参加を促進するため，広報誌に掲載する他，広報チラシを作成し，各自治会にて回覧。 ８ 



東広島市 ・・・・[[[[新新新新]]]]自主防災組織自主防災組織自主防災組織自主防災組織育育育育成講座成講座成講座成講座・・・・講講講講演演演演会会会会のののの実施実施実施実施・・・・防災活動防災活動防災活動防災活動リリリリーーーーダダダダーーーー養養養養成講座成講座成講座成講座（（（（社社社社会会会会福祉協議福祉協議福祉協議福祉協議会主催会主催会主催会主催））））へのへのへのへの講講講講師派遣師派遣師派遣師派遣    ・総合防災訓練の開催 ・他団体主催の研修・講座等を自主防災組織へ紹介 廿日市市 ・南海トラフ地震の津波を想定し、小学校の児童と保育園の園児が高台まで徒歩で避難行動をとる ・地域内で開催する事業に「防災」を絡めて年間シリーズ化することで、地域づくりが防災の取組につながる自然な循環を作っている。 ・（自主防災組織情報交換会）各地区の事例発表やワークショップを通じて、それぞれの地区の防災活動について考える。 安芸高田市 ・自主防災組織防災訓練への消防署、消防団の参加  江田島市   ・・・・[[[[新新新新]]]]地域住民地域住民地域住民地域住民によるによるによるによるＤＩＧＤＩＧＤＩＧＤＩＧややややＨＵＧＨＵＧＨＵＧＨＵＧのののの実施実施実施実施    ・自主防災組織，自治会等各種団体を対象とした出前講座の実施 ・講師を招いての防災研修会の実施。なお，開催にあたり，多くの市民の参加を促進するため，広報誌に掲載する他，掲示用ポスター・広報チラシを作成。広報チラシについては，各自治会を通じて回覧する。 府中町         
・自主防災組織、企業、学校等を対象とした出前講座 ・小学生とその家族を対象とした防災教室 ・防災訓練等の場を利用した防災教室 ・まち歩きや防災マップの作成並びに災害危険個所や自力で避難することが困難な人への対応も含めた、避難方法（垂直避難を含む）の確認等を支援するため、防災担当職員を派遣 ・災害ボランティアグループが災害・防災の意識啓発グッズ（防災かるた、防災すごろく等）を作成し研修会を実施 ・防災担当職員の派遣等により、企業、団体が実施する防災研修を支援 ・住民、企業、防災関係機関等の参加による総合防災訓練、水防訓練を実施。実施にあたっては多くの市民の参加を促進するため，広報誌に掲載する他，広報チラシを作成し，各自治会を通じて回覧。 ・防災訓練等で炊き出し訓練を実施 ・防災担当職員の派遣等により、企業、団体が実施する防災訓練を支援 海田町  ・防災教室などでＤＶＤを鑑賞し，過去の災害の発生状況等や発生の仕組について周知 ・また，各学区持ち回りで，総合防災訓練を実施。実施にあたっては多くの町民の参加を促進するため，ホームページや広報誌に掲載する他，広報チラシを作成し，各自治会を通じて回覧。 熊野町  ・総合防災訓練の実施 ・出前講座の実施 坂町    ・防災リーダー養成講座を 6回ワンセットで開催 （H26.12 ～ H27.10 今後も繰り返し実施する予定） ・住民・企業・各種関係機関との総合防災訓練の実施 ※昨年は、H27.9.21月曜日祝日に実施（3年に一度開催），職員参集訓練の実施 （H27.5.24日曜日 午前 3時に実施） ・住民，企業，各関係機関等の参加による総合防災訓練の実施。実施にあたっては多くの町民の参加を促進するため，広報チラシを作成し，広報誌に差し込んだ形で各戸へ配付。 安芸太田町 ・自主防災会又は自治振興会の依頼に応じ、「避難勧告による避難開始」、「避難場所や危険な避難経路の確認」などを各地域が主体的に点検するため、実際の避難勧告の主たる伝達方法となる防災無線放送を使用した避難訓練を実施。実施にあたっては多くの町民の参加を促進するため，各自治会を通じて広報物を回覧する。  ９ 



北広島町 ・・・・[[[[新新新新]]]]自主防災組織自主防災組織自主防災組織自主防災組織のののの活動活動活動活動のののの活発活発活発活発化化化化をををを図図図図るるるる自主防災組織自主防災組織自主防災組織自主防災組織育育育育成成成成研修研修研修研修のののの実施実施実施実施    ・自主防災組織設立の促進のため、各地域からの申し出により出前講座を実施 ・地域防災リーダー養成講習を実施。 ・音声告知放送や防災行政無線を通じ、地震に対する避難行動訓練の実施 大崎上島町 ・・・・[[[[新新新新]]]]自主防災組織自主防災組織自主防災組織自主防災組織のののの新新新新規立規立規立規立ちちちち上上上上げげげげ及及及及びびびび育育育育成講座実施成講座実施成講座実施成講座実施 世羅町   ・町民防災講習会の開催 ・自主防災組織や住民自治組織における防災講演の実施 ・地域の防災活動を先導できる防災リーダー、防災士の育成 神石高原町  ・自主防災組織による防災訓練助成制度（上限5万円） ・自主防災組織連絡協議会による防災研修                       １０ 



○非常持出品など災害に備える「備える」                               市町 取  組  内  容 広島市 ・出前講座，防災訓練，ホームページ等を通じて，懐中電灯，着替え，常備薬などの非常持出品の備え及び消費期限の確認の必要性を周知 ・企業や各種団体が開催する防災イベントと連携し，非常持出品等の備えの啓発 ・防災士養成講座等を通じて防災リーダーを養成  ・自主防災組織への出前講座等の開催  呉市 ・防災リーダー養成講座等を通じて防災リーダーを養成 ・自主防災組織への出前講座等を実施 ・住民が自主避難したいときに，早期に避難所が開設される体制の確立  竹原市 ・梅雨や台風時期前に広報誌にて各家庭において災害用備蓄を行うよう周知するとともに，市としても食料・飲料水・毛布等の備蓄を推進 三原市 ・自主防災組織への支援（防災設備等整備事業助成金，育成支援事業補助金） ・地域防災リーダー養成講座等の開催による人材育成を実施 ・地域防災拠点整備方針・備蓄計画に基づく整備，備蓄 ・災害用資器材の拡充 尾道市 ・地域の防災訓練、出前講座を通じて非常持出品や家具の転倒防止策等日頃からの備えを周知 ・防災リーダー育成講座を開催し、防災リーダーを育成 福山市 ・防災講座，出前講座等により，懐中電灯，着替え，常備薬などの非常持出品の備え及び消費期限の確認の必要性を周知 ・福山防災大学を開催し防災リーダーを養成 ・自主防災組織等への防災講座，出前講座  三次市    ・出前講座による防災教室等の開催 ・小中学校を対象とした防災教室の実施 ・自主防災組織，防災士を対象とした研修会の開催 ・防災フェア参加（防災に関する資料配布，クイズラリーへの問題提供） 庄原市 ・避難行動要支援者名簿の作成 ・出前講座、防災訓練、ホームページ等を通じて、懐中電灯、着替え、常備薬などの非常持出品の備え及び消費期限の確認の必要性を周知 ・市における耐震診断・耐震改修の補助制度について、市のホームページで周知 ・木造住宅耐震診断及び木造住宅耐震改修補助の実施 ・防災リーダー養成講座等を通じて防災リーダーを養成 ・自主防災組織への出前講座等 ・市が避難準備情報を発表した時や自主防災組織の役員等が災害発生の前触れを察知した時に、自主避難を呼びかける連絡体制（連絡網）及び避難体制の確立を促進 ・災害の種類に応じた避難場所の確保 ・企業と協定を締結し、民間施設による避難場所を確保 ・避難場所をいち早く開設する体制の整備 ・自主防災組織への補助金の交付（防災活動事業、資機材整備事業） 大竹市 ・当市の「地域防災計画」及び「わがまちプラン」に掲げる，災害時の「各家庭における備蓄」「家具等の転倒防止策の実施」「避難行動要支援者の支援，安否確認体制の構築」の促進 東広島市 ・非常持出品の例を紹介 ・家具の耐震固定について啓発 １１ 



安芸高田市 ・防災リーダーの養成 江田島市 ・地域防災リーダー育成研修会の開催 ・自主防災組織への出前講座等 ・出前講座等により日頃からの備え，非常持出品や備蓄の必要性を周知 府中町 ・避難行動要支援者名簿の作成 ・自主防災組織等と連携した社会福祉施設の避難体制の確立 ・出前講座、防災訓練、ホームページ等を通じて、懐中電灯、着替え、常備薬などの非常持出品の備え及び消費期限の確認の必要性を周知 ・社会福祉協議会との連携による啓発活動 ・自主防災組織への出前講 ・災害種類に応じた避難場所の確保 ・企業と協定を締結し、民間施設による避難場所を確保 ・避難場所までの避難が困難な場合に備え一時退避施設の整備 ・避難場所をいち早く開設する体制の整備 
海田町 ・防災教室などで，非常品持ち出し袋を各自準備するよう説明  熊野町 ・・・・[[[[新新新新]]]]安全安全安全安全、、、、安心安心安心安心まちづくりまちづくりまちづくりまちづくり助助助助成成成成金交付金交付金交付金交付事事事事業業業業のののの創創創創設設設設    ・・・・[[[[新新新新]]]]広島広島広島広島県県県県がががが実施実施実施実施するするするする土砂災害防止法土砂災害防止法土砂災害防止法土砂災害防止法にににに基基基基づくづくづくづく基基基基礎調査礎調査礎調査礎調査（（（（第第第第４４４４小小小小学学学学校校校校区区区区））））のののの調査結果調査結果調査結果調査結果をををを踏踏踏踏まえたまえたまえたまえた避難避難避難避難経経経経路路路路のののの設定及設定及設定及設定及びびびび確認確認確認確認をををを自主防災組織自主防災組織自主防災組織自主防災組織やややや町内自町内自町内自町内自治治治治会会会会とととと実施実施実施実施 ・自主防災組織の設立支援 ・自主防災組織育成支援事業補助金を活用した組織の活性化 坂町 ・各種災害時避難訓練実施説明会等において、非常時に各人がすぐに避難できる体制がとれるよう、非常持出品の準備を提唱 ・避難勧告等の判断・伝達マニュアル、及び職員初動マニュアルに関して、検討委員会を設置し、見直しを実施 ・公共施設に非常持出品を展示し，災害に備えることの大切さを啓発 北広島町 ・・・・[[[[新新新新]]]]自主防災組織自主防災組織自主防災組織自主防災組織のののの設設設設立立立立やややや活動活動活動活動のののの活発活発活発活発化化化化のののの支援支援支援支援のたのたのたのためめめめ、、、、自主防災組織自主防災組織自主防災組織自主防災組織育育育育成成成成研修研修研修研修をををを実施実施実施実施    ・行政等が発信する情報や、県防災Ｗｅｂ、県防災情報メール、町防災安全お知らせメールの利用や登録を地域などで共有し、広める。 ・出前講座、住民説明会、防災訓練、防災教室、ホームページ等を通じて、懐中電灯、着替え、常備薬などの非常持出品の備え及び消費期限の確認の必要性を周知 ・防災リーダー養成講習等を通じて防災リーダーを養成 大崎上島町 ・備蓄計画に基づく備蓄品等整備 世羅町 ・防災ｾﾝﾀｰの設置と備蓄品の整備 ・社会福祉協議会や世羅町防災士会などと連携し非常持出品の啓発活動を実施 ・町内事業所等との防災協力協定の締結 神石高原町 ・自主防災組織への働きかけ ・防災リーダーの養成（防災士取得等） ・各種イベント等での非常持出品の周知・啓発   １２ 


