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令和２年度 岡山市地域防災計画 新旧対照表 風水害等対策編 

頁数 現行 修正 

 第１編 総 則  

14 第２章 各機関の実施責任と処理すべき事務又

は業務の大綱 

第２ 処理すべき事務又は業務の大綱 

７ 指定公共機関 

中国電力株式会社（岡山営業所） 

第２章 各機関の実施責任と処理すべき事務又

は業務の大綱 

第２ 処理すべき事務又は業務の大綱 

７ 指定公共機関 

中国電力ネットワーク株式会社（岡山ネットワー

クセンター） 

 第２編 災害予防計画  

23 第１章 防災業務施設・設備等の整備 

第３ 通信施設・設備等 

４ 電気通信設備 

電気通信事業者は、通信設備の被災対策、地方 

公共団体の被害想定を考慮した基幹的設備の地

理的分散、応急復旧機材の配備、通信輻輳対策を

推進するなど、電気通信設備の安全・信頼性強化

にむけた取組を推進することに努める。 

第１章 防災業務施設・設備等の整備 

第３ 通信施設・設備等 

４ 電気通信設備 

電気通信事業者は、非常用電源の整備等による 

通信設備の被災対策、地方公共団体の被害想定を

考慮した基幹的設備の地理的分散及び安全な設

置場所の確保、応急復旧機材の配備、通信輻輳対

策を推進するなど、電気通信設備の安全・信頼性

強化にむけた取組を推進することに努める。 

25 第５ 救助施設・設備 

８ 指定避難所又はその近傍で、地域完結型の備 

蓄施設を確保し、食料・飲料水・非常用電源・炊 

き出し用具・毛布等、避難生活に必要な物資等の 

備蓄や調達方法の整備に努めるとともに、停電時 

の電力供給手段として電気自動車等の活用を検 

討する。 

９ 市は、指定避難所となる施設において、あら 

かじめ、必要な機能を整理し、備蓄場所の確保、 

通信設備の整備、要配慮者に配慮したスロープ等 

の施設の整備等を進める。 

第５ 救助施設・設備 

８ 指定避難所又はその近傍で、地域完結型の備

蓄施設を確保し、食料・飲料水・非常用電源・炊

き出し用具・毛布・マスク・消毒液等、避難生活

に必要な物資等の備蓄や調達方法の整備に努め

るとともに、停電時の電力供給手段として電気自

動車等の活用を検討する。 

９ 市は、指定避難所となる施設において、あら

かじめ、必要な機能を整理し、備蓄場所の確保、

通信設備の整備、要配慮者に配慮したスロープ等

の施設の整備等を進める。また、必要に応じ指定

避難所の電力容量の拡大に努める。 

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 防災業務体制の整備 

第１ 職員の体制 

４ 市及び県は、発災後の円滑な応急対応、復旧 

や復興のため、退職者（自衛隊等の国の機関の 

退職者も含む。）の活用や、民間の人材の任期付 

き雇用等の人材確保方策をあらかじめ整えるよ 

うに努める。 

 

 

 

５（略） 

６（新設） 

第２章 防災業務体制の整備 

第１ 職員の体制 

４ 市、県及びライフライン事業者は、発災後の

円滑な応急対応、復旧や復興のため、災害対応経

験者をリスト化するなど、災害時に活用できる人

材を確保し、即応できる体制の整備に努める。ま

た、市は、退職者（自衛隊等の国の機関の退職者

も含む。）の活用や、民間の人材の任期付き雇用

等の人材確保方策をあらかじめ整えるように努

める。 

５（略） 

６ 市は、土木・建築職などの技術職員が不足し 

ている市町村への中長期派遣等による支援を行 

うため、技術職員の確保及び災害時の派遣体制の 

整備に努める。 
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令和２年度 岡山市地域防災計画 新旧対照表 風水害等対策編 

頁数 現行 修正 

26 

 

 

 

 

 

 

27 

第２ 情報収集・連絡体制 

１ 機動的な情報収集活動を行うため、航空機・ 

車両など、多様な情報収集手段を活用できる体制 

を整備するとともに、ヘリコプターテレビ電送シ 

ステム・監視カメラ等画像情報の収集・連絡シス 

テムの整備を促進する。 

２～４（略） 

５ 関係機関は相互に協力して、非常通信体制の 

整備、有線・無線通信システムの一体的運用等に 

より災害時の重要通信の確保に関する対策の推 

進を図る。この場合、非常通信協議会との連携に 

も配慮する。 

６（略） 

７ 災害時の情報通信手段の確保のため、その整 

備・運用・管理等に当たっては、次の点を考慮す 

る。 

（１）無線通信ネットワークの整備・拡充、相互 

接続等によるネットワーク間の連携の確保。 

第２ 情報収集・連絡体制 

１ 機動的な情報収集活動を行うため、航空機、 

無人航空機、車両など、多様な情報収集手段を活 

用できる体制を整備するとともに、ヘリコプター 

テレビ電送システム・監視カメラ等画像情報の収 

集・連絡システムの整備を促進する。 

２～４（略） 

５ 関係機関は相互に協力して、非常通信体制の 

整備、有線・無線通信システムの一体的運用等に 

より災害時の重要通信の確保に関する対策の推 

進を図る。この場合、非常通信協議会とも連携し、

訓練等を通じて、実行性の確保に留意する。 

６（略） 

７ 災害時の情報通信手段の確保のため、その整 

備・運用・管理等に当たっては、次の点を考慮す 

る。 

（１）防災行政無線等の無線通信ネットワーク 

の整備・拡充、相互接続等によるネットワーク間 

の連携の確保。 

28 第３ 防災関係機関相互の連携体制 

２（略） 

また、市、県等は、燃料、発電機、建設機械等 

の応急・復旧活動時に有用な資機材、地域内の備

蓄量、供給事業者の保有量を把握した上で、不足

が懸念される場合には、関係機関や民間事業者と

の連携に努めるものとし、協定締結などの連携強

化に当たっては、実効性の確保に留意する。 

 

 

 

 

 

３～６（略） 

７ 市及び県は、相互応援協定の締結に当たって 

は、近隣の地方公共団体に加えて、大規模な災害 

等による同時被災を避ける観点から、遠方に所在 

する地方公共団体との間の協定締結も考慮する。 

 

 

 

 

 

８～20（略） 

第３ 防災関係機関相互の連携体制 

２（略） 

また、市、県等は、燃料、発電機、建設機械等

の応急・復旧活動時に有用な資機材、地域内の備

蓄量、供給事業者の保有量を把握した上で、不足

が懸念される場合には、関係機関や民間事業者と

の連携に努めるものとし、協定締結などの連携強

化に当たっては、訓練等を通じて、発災時の連絡

先、要請手続等の確認を行うなど、実効性の確保

に留意する。なお、燃料については、あらかじめ、

石油販売業者と、燃料の優先供給について協定の

締結を推進するとともに、平時から受注機会の増

大などに配慮するよう努める。 

３～６（略） 

７ 市及び県は、災害時に自らのみでは迅速かつ

十分な対応が困難な場合に、他の地方公共団体か

らの物資の提供、人員の派遣、廃棄物処理等、相

互に連携・協力し速やかに災害対応を実施できる

よう、相互応援協定の締結に努める。その際、市

及び県は、近隣の地方公共団体に加えて、大規模

な災害等による同時被災を避ける観点から、遠方

に所在する地方公共団体との間の協定締結も考

慮する。 

８～20（略） 
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令和２年度 岡山市地域防災計画 新旧対照表 風水害等対策編 

頁数 現行 修正 

30 21（新設） 

 

 

22（新設） 

 

23（新設） 

 

 

 

 

 

24（新設） 

 

 

 

25（新設） 

 

21 市は、随意契約の活用による速やかな災害応

急対策ができるよう、建設業団体等との災害協定

の締結を推進する。 

22 市は、災害応急対策への協力が期待される建

設業団体等の担い手の確保・育成に取り組む。 

23 市は、国や他の地方公共団体等からの応援職

員等を迅速・的確に受け入れて情報共有や各種調

整等を行うための受援体制の整備に努める。特

に、庁内全体及び各業務担当部署における受援担

当者の選定や応援職員等の執務スペースの確保

を行う。 

24 市は、訓練等を通じて、被災市区町村応援職

員確保システムを活用した応援職員の受け入れ

について、活用方法の習熟、発災時における円滑

な活用の促進に努める。 

25 市は、ペット医療の応援について岡山県獣医

師会との連携を図る。 

30 第４ 業務継続体制の確保 

５（新設） 

第４ 業務継続体制の確保 

５ 病院、要配慮者に関わる社会福祉施設等の人

命に関わる重要施設の管理者は、発災後 72 時間

の事業継続が可能となる非常用電源を確保する

よう努める。 

32 

33 

第３章 自然災害予防対策 

第３節 土砂災害防止対策 

（２）土砂災害警戒区域等の点検 

市と県は、連携して土砂災害危険個所等を点検調

査し、その実態を把握するとともに、災害の未然

防止に努める。市は、上記危険個所等について、

住民に周知を図るとともに、日常の防災活動とし

て防災知識の普及・警戒避難の啓発を図る。 

（３）土砂災害警戒区域等の指定 

②建築基準法に基づく建築物の構造規制（建築主

事を置く地方公共団体が実施） 

第３章 自然災害予防対策 

第３節 土砂災害防止対策 

（２）土砂災害警戒区域等の点検 

市と県は、連携して土砂災害警戒区域等を点検調

査し、その実態を把握するとともに、災害の未然

防止に努める。市は、上記警戒区域等について、

住民に周知を図るとともに、日常の防災活動とし

て防災知識の普及・警戒避難の啓発を図る。 

（３）土砂災害警戒区域等の指定②建築基準法に

基づく建築物の構造規制を踏まえた安全確保の

推進（建築主事を置く地方公共団体が実施） 

44 第９節 文教対策 

（２）防災上必要な教育の実施 

④防災知識の普及 

市及び県は、ＰＴＡ・青少年団体・婦人団体等

の研修会及び各種講座等、社会教育活動の機会を

活用して、防災知識の普及を図る。 

第９節 文教対策 

（２）防災上必要な教育の実施 

④防災知識の普及 

市及び県は、ＰＴＡ・青少年団体・女性団体等

の研修会及び各種講座等、社会教育活動の機会を

活用して、防災知識の普及を図る。 
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令和２年度 岡山市地域防災計画 新旧対照表 風水害等対策編 

頁数 現行 修正 

73 第６章 防災活動の環境整備 

第１節 防災訓練 

３ 実施内容 

訓練を行うに当たっては、被害の想定を明らか

にするなどさまざまな条件を設定し、参加者自身

の判断も求められる内容を盛り込むなど、実践的

なものとなるよう工夫する。 

また、災害対応業務に習熟するための訓練に加

え、課題を発見するための訓練の実施にも努める

とともに、関係機関が連携した実践的な訓練や計

画的かつ継続的な研修を実施する。なお、訓練後

には参加者が集まり、訓練内容の評価を行うこと

により課題等を明らかにし、必要に応じ、体制等

の改善を行う。 

第６章 防災活動の環境整備 

第１節 防災訓練 

３ 実施内容 

訓練を行うに当たっては、被害の想定を明らか

にするなどさまざまな条件を設定し、参加者自身

の判断も求められる内容を盛り込むなど、実践的

なものとなるよう工夫する。 

また、災害対応業務に習熟するための訓練に加

え、課題を発見するための訓練の実施にも努める

とともに、関係機関が連携し、過去の災害対応の

教訓の共有を図るとともに、実践的な訓練や計画

的かつ継続的な研修を実施する。なお、訓練後に

は参加者が集まり、訓練内容の評価を行うことに

より課題等を明らかにし、必要に応じ、体制等の

改善を行う。 

77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78 

第２節 防災知識の普及 

３ 実施内容 

（１）防災教育 

ア（略） 

イ ３日間分以上（できれば１週間分）の食料・

飲 

料水・携帯トイレ・簡易トイレ・トイレットペー 

パー等の備蓄、非常持出品（救急箱・懐中電灯・ 

ラジオ･乾電池等）の準備、飼い主による家庭動 

物（特定動物を除く）への所有明示や同行避難、 

指定避難所での飼養についての準備、保険・共済 

等の生活再建に向けた事前の備え等、家庭での予 

防・安全対策、警報等発表時や避難指示（緊急）、 

避難勧告、避難準備・高齢者等避難開始の発令時 

にとるべき行動、指定緊急避難場所での行動、災 

害時の家族内の連絡体制をあらかじめ定めて 

おくこと等の防災知識の普及を図る。 

 

ウ（略） 

なお、要配慮者等については、民生委員・児童 

委員・愛育委員・自主防災組織・安全・安心ネッ 

トワーク等の協力を得て、その把握や防災知識の 

普及に努めることとする。また、防災（防災・減 

災への取組実施機関）と福祉（地域包括支援セン 

ター・ケアマネジャー）の連携により、高齢者の 

避難行動に対する理解の促進を図るものとする。 

 

エ～オ（略） 

第２節 防災知識の普及 

３ 実施内容 

（１）防災教育 

ア（略） 

イ ３日間分以上（できれば１週間分）の食料・

飲 

料水・携帯トイレ・簡易トイレ・トイレットペー 

パー等の備蓄、非常持出品（救急箱・懐中電灯・ 

ラジオ･乾電池等）の準備、自動車へのこまめな

満タン給油、飼い主による家庭動物（特定動物を

除く）への所有明示や同行避難、指定避難所での

飼養についての準備、保険・共済等の生活再建に

向けた事前の備え等、家庭での予防・安全対策、

警報等発表時や避難指示（緊急）、避難勧告、避

難準備・高齢者等避難開始の発令時にとるべき行

動、指定緊急避難場所での行動、災害時の家族内

の連絡体制をあらかじめ定めておくこと等の防

災知識の普及を図る。 

ウ（略） 

なお、要配慮者等については、民生委員・児童 

委員・愛育委員・自主防災組織・安全・安心ネッ

トワーク等の協力を得て、その把握や防災知識の

普及に努めることとする。また、防災（防災・減

災への取組実施機関）と福祉（地域包括支援セン

ター・ケアマネジャー）の連携により、高齢者に

対し、適切な避難行動に関する理解の促進を図る

ものとする。 

エ～オ（略） 
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令和２年度 岡山市地域防災計画 新旧対照表 風水害等対策編 

頁数 現行 修正 

78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79 

カ 市は、国、県、関係公共機関等の協力を得つ 

つ、風水害の発生危険箇所等について調査するな 

ど防災アセスメントを行い、地域住民の適切な避 

難や防災活動に資するよう以下の施策を講じる。 

・住民等が浸水想定区域、指定緊急避難場所、避 

難路等水害に関する総合的な資料として、図面表 

示等を含む形で取りまとめたハザードマップ、防 

災マップ、風水害発生時の行動マニュアル等の作 

成を行い、地域の災害リスクや避難の必要性が理 

解できるよう努める。その際、河川近傍や浸水深 

の大きい区域については「早期の立退き避難が必 

要な区域」として明示することに努める。 

 

 

 

 

（略） 

（新設） 

カ 市は、国、県、関係公共機関等の協力を得つ

つ、地域の水害・土砂災害リスクや災害時にとる

べき行動について普及啓発するとともに、風水害

の発生危険箇所等について調査するなど防災ア

セスメントを行い、地域住民の適切な避難や防災

活動に資するよう以下の施策を講じる。 

・住民等が浸水想定区域、指定緊急避難場所、避 

難路等水害に関する総合的な資料として、図面表 

示等を含む形で取りまとめたハザードマップ、防 

災マップ、風水害発生時の行動マニュアル等の作 

成を行い、地域の災害リスクや避難の必要性が理 

解できるよう努める。その際、河川近傍や浸水深 

の大きい区域については「早期の立退き避難が必 

要な区域」として明示するとともに、避難時に活

用する道路において冠水が想定されていないか

住民等に確認を促すよう努める。 

（略） 

・ハザードマップ等の配布又は回覧に際しては、

居住する地域の災害リスクや住宅の条件等を考

慮したうえでとるべき行動や適切な避難先を判

断できるよう周知に努めるとともに，安全な場所

にいる人まで避難場所に行く必要がないこと，避

難先として安全な親戚・知人宅等も選択肢として

あること、警戒レベル４で「危険な場所から全員 

避難」すべきこと等の避難に関する情報の意味の

理解の促進に努める。 

84 第３節 自主防災組織の育成及び消防団の活性化 

３ 実施内容 

（２）自主防災組織の育成強化・活動活性化 

⑤（新設） 

第３節 自主防災組織の育成及び消防団の活性化 

３ 実施内容 

（２）自主防災組織の育成強化・活動活性化 

⑤市は、平常時において感染症対策を踏まえて活

動を行うこと及び災害時においても感染症対策

を踏まえた避難行動、避難所運営・生活等を行う

ことを周知・啓発する。 

86 第４節 企業防災の促進 

３ 実施内容 

（７）（新設） 

第４節 企業防災の促進 

３ 実施内容 

（７）事業者は、豪雨や暴風などで屋外移動が危

険な状況であるときに従業員等が屋外を移動す

ることのないよう、テレワークの実施、時差出勤、

計画的休業など不要不急の外出を控えさせるた

めの適切な措置を講ずるよう努める。 
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令和２年度 岡山市地域防災計画 新旧対照表 風水害等対策編 

頁数 現行 修正 

96 第８章 防災対策の整備・推進 

第２節 緊急物資等の整備 

１ 物資の備蓄・調達 

市及び県は、大規模な災害が発生した場合の被

害及び外部支援の時期を想定し、孤立が想定され

るなど地域の地理的条件等も踏まえて、必要とさ

れる食料、飲料水、生活必需品、燃料その他の物

資についてあらかじめ備蓄・調達・輸送体制を整

備し、それら必要な物資の供給のための計画を定

めておく。 

 

 

 

第８章 防災対策の整備・推進 

第２節 緊急物資等の整備 

１ 物資の備蓄・調達 

市及び県は、大規模な災害が発生した場合の被

害及び外部支援の時期を想定し、孤立が想定され

るなど地域の地理的条件や過去の災害等も踏ま

えて、必要とされる食料、飲料水、生活必需品、

燃料、ブルーシート、土のう袋その他の物資につ

いてあらかじめ備蓄・調達・輸送体制を整備し、

それら必要な物資の供給のための計画を定めて

おくとともに、物資調達・輸送調整等支援システ

ムを活用し、あらかじめ、備蓄物資や物資拠点の

登録に努める。 

96 第２節 緊急物資等の整備 

２ 体制の整備 

（略） 

なお、市は、緊急輸送ネットワーク、県が開設

する広域物資輸送拠点や市の備蓄拠点の設定状

況等を考慮して、市内の地域内輸送拠点について

あらかじめ検討しておくなど、物資の緊急輸送活

動が円滑に行われるようあらかじめ体制を整備

する。 

また、災害の規模等にかんがみ、被災市が自ら

物資の調達・輸送を行うことが困難な場合にも被

災者に物資を確実かつ迅速に届けられるよう、物

資の要請体制・調達体制・輸送体制等、供給の仕

組みの整備を図る。 

第２節 緊急物資等の整備 

２ 体制の整備 

（略） 

また、平時から訓練等を通じて、物資の備蓄状

況や運送手段の確認を行うとともに災害協定を

締結した民間事業者等の発災時の連絡先、要請手

続等の確認を行うよう努める。なお、市は、緊急

輸送ネットワーク、県が開設する広域物資輸送拠

点や市の備蓄拠点の設定状況等を考慮して、市内

の地域内輸送拠点についてあらかじめ検討して

おくなど、物資の緊急輸送活動が円滑に行われる

ようあらかじめ体制を整備する。 

市及び県は、大規模な災害発生のおそれがある

場合、事前に物資調達・輸送調整等支援システム

を用いて備蓄状況の確認を行うとともに、あらか

じめ登録されている物資の輸送拠点を速やかに

開設できるよう、物資の輸送拠点の管理者の連絡

先や開設手続を関係者間で共有するなど、備蓄物

資の提供を含め、速やかな物資支援のための準備

に努める。 

97 第４節 被災者等への的確な情報伝達活動 

２（新設） 

 

 

 

３（略） 

４ 市、県及び放送事業者等は、気象、海象、水

位等風水害に関する情報及び被災者に対する生

活情報を常に伝達できるよう、その体制及び施

設・設備の整備を図る。  

第４節 被災者等への的確な情報伝達活動 

２ 市及び県は、防災行政無線の整備やＩＰ通信

網、ケーブルテレビ網等の活用を図り、災害情報

を被災者等へ速やかに伝達する手段の確保に努

める。 

４（略） 

５ 市、県及び放送事業者等は、気象、海象、水

位等風水害に関する情報及び被災者に対する生

活情報を大規模停電時も含め常に伝達できるよ

う、その体制及び施設・設備の整備を図る。 
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112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

113 

第３章 防災活動 

第１ 防災気象情報等 

（１）気象予報・警報等の対象区域及び種別 

②気象予報・警報等の種別 

ア 特別警報 

暴風、大雨、高潮、波浪等が原因で重大な災害

が起こるおそれが著しく大きい場合、岡山地方気

象台が最大級の警戒を呼びかけるために発表す

る予報である。 

 

 

 

 

イ 気象警報 

暴風、大雨、高潮、波浪、洪水等が原因で重大

な災害が起こるおそれがある場合、岡山地方気象

台が警戒を呼びかけるために発表する予報であ

る。 

 

 

 

 

ウ 気象注意報 

強風、大雨、高潮、波浪、洪水等が原因で災害

が起こるおそれがある場合、岡山地方気象台が注

意を呼びかけるために発表する予報である。 

 

 

 

 

エ 府県気象情報 

岡山地方気象台が、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

発表する。台風情報、大雨情報等がある。 

オ 土砂災害警戒情報 

気象業務法（昭和 27 年法律第 165 号）及び災

害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）並びに

土砂災害防止法（平成 12 年法律第 57 号）に基

づき、大雨警報（土砂災害）発表中に、大雨によ

る土砂災害発生の危険度が更に高まったとき、岡

山県と岡山地方気象台が厳重な警戒を呼びかけ

る必要性を協議の上、共同で発表するものであ

る。なお、この土砂災害警戒情報の発表単位は市

町村単位である。 

カ～キ（略） 

第３章 防災活動 

第１ 防災気象情報等 

（１）気象予報・警報等の対象区域及び種別 

②気象予報・警報等の種別 

ア 特別警報 

暴風、大雨、高潮、波浪等が原因で重大な災害

の危険性が著しく高まっている場合、岡山地方気

象台が最大限の警戒を呼びかけるため、発表する

ものである。大雨特別警報は災害がすでに発生し

ている状況であり、命を守るための最善の行動を

とる必要があることを示す警戒レベル 5に相当。

高潮特別警報は避難が必要とされる警戒レベル

4 に相当。 

イ 気象警報 

暴風、大雨、高潮、波浪、洪水等が原因で重大

な災害が起こるおそれがあると予想されるとき、

岡山地方気象台が警戒を呼びかけるため、発表す

るものである。高潮警報は避難が必要とされる警

戒レベル 4に相当。大雨警報（土砂災害）及び洪

水警報は、高齢者等の避難が必要とされる警戒レ

ベル 3に相当。 

ウ 気象注意報 

強風、大雨、高潮、波浪、洪水等が原因で災害

が起こるおそれがあると予想されるとき、岡山地

方気象台が注意を呼びかけるため、発表するもの

である。大雨及び洪水注意報、高潮注意報は警戒

レベル 2。なお、高潮注意報は高潮警報に切り替

える可能性が高い旨に言及されている場合は、高

齢者等の避難が必要とされる警戒レベル 3 に相

当。 

エ 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内容を補完して、

現象の経過や予想、防災上の注意を解説する場合

等に発表する。台風情報、大雨情報等がある。 

オ 土砂災害警戒情報 

気象業務法（昭和 27 年法律第 165 号）及び災

害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）並びに

土砂災害防止法（平成 12 年法律第 57 号）に基づ

き、大雨により土砂災害発生の危険度がさらに高

まったとき、岡山県と岡山地方気象台が厳重な警

戒を呼びかける必要性を協議の上、共同で発表す

るものである。避難が必要とされる警戒レベル 4

に相当。なお、この土砂災害警戒情報の発表単位

は市町村単位である。 

カ～キ（略） 
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頁数 現行 修正 

113 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

114 

ク 大雨・洪水警報の危険度分布等 

大雨警報（土砂災害）の危険度分布 

（略） 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

洪水警報の危険度分布 

（略） 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

（略） 

ケ 早期注意情報（警報級の可能性） 

５日先までの警報級の現象の可能性が［高］、[中］

の２段階で発表される。当日から翌日にかけては

時間帯を区切って、天気予報の対象地域と同じ発

表単位（県南部、北部）で、２日先から５日先に

かけては日単位で、週間天気予報の対象地域と同

じ発表単位（県南部、北部）で発表される。 

 

 

 

コ～サ（略） 

 

（２）河川に対する警報 

① 洪水予報 

河川の増水や氾濫などに対する水防活動の判断

や住民の避難行動の参考となるように、あらかじ

め指定した河川について、区間を決めて水位又は

流量を示して発表する警報及び注意報である。中

国地方整備局（岡山河川事務所）又は県（備前県

民局）が岡山地方気象台と共同で次表の標題によ

り発表する。 

ク 大雨・洪水警報の危険度分布等 

大雨警報（土砂災害）の危険度分布 

（略） 

・「非常に危険」（うす紫）、「極めて危険」（濃い

紫）：避難が必要とされる警戒レベル４に相当。 

・「警戒」（赤）：高齢者等の避難が必要とされる

警戒レベル３に相当。 

・「注意」（黄）：避難に備えハザードマップ等に

より災害リスク等を再確認するなど、自らの避難

行動の確認が必要とされる警戒レベル２に相当。 

 

洪水警報の危険度分布 

（略） 

・「非常に危険」（うす紫）：避難が必要とされる

警戒レベル４に相当。 

・「警戒」（赤）：高齢者等の避難が必要とされる

警戒レベル３に相当。 

・「注意」（黄）：避難に備えハザードマップ等に

より災害リスク等を再確認するなど、自らの避難

行動の確認が必要とされる警戒レベル２に相当。 

（略） 

ケ 早期注意情報（警報級の可能性） 

５日先までの警報級の現象の可能性が［高］、[中］

の２段階で発表される。当日から翌日にかけては

時間帯を区切って、天気予報の対象地域と同じ発

表単位（県南部、北部）で、２日先から５日先に

かけては日単位で、週間天気予報の対象地域と同

じ発表単位（県南部、北部）で発表される。大雨

に関して、明日までの期間に[高]又は[中]が予想

されている場合は、災害への心構えを高める必要

があることを示す警戒レベル１である。 

コ～サ（略） 

 

（２）河川に対する警報 

①洪水予報 

河川の増水や氾濫などに対する水防活動の判断

や住民の避難行動の参考となるように、あらかじ

め指定した河川について、区間を決めて水位又は

流量を示して発表する警報及び注意報である。中

国地方整備局（岡山河川事務所）又は県（備前県

民局）が岡山地方気象台と共同で次表の標題によ

り発表する。警戒レベル２～５に相当する。 
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 第３編 災害応急対策計画  

123 第３章 防災活動 

第３ 災害情報の収集・伝達 

（３）被害状況等に関する情報の収集 

①収集の方法 

エ 情報の集積する警察署・中国電力株式会社・

岡山ガス株式会社・ＮＴＴ西日本等と情報連絡を

密にし、被害状況の把握に努める。 

第３章 防災活動 

第３ 災害情報の収集・伝達 

（３）被害状況等に関する情報の収集 

①収集の方法 

エ 情報の集積する警察署・中国電力ネットワー

ク株式会社・岡山ガス株式会社・ＮＴＴ西日本等

と情報連絡を密にし、被害状況の把握に努める。 

132 

 

 

 

 

 

 

 

133 

第４章 災害広報及び報道 

２ 通信施設の応急措置 

４ 広報の内容 

（１）～（13）略 

（14）医療機関等の生活関連情報 

 

（15）～（16）（略） 

 

５ 広報の方法 

（３）広報紙  

「市民のひろばおかやま」に関連した記事を掲載

し、必要に応じて、臨時号・特集号を発行する。 

第４章 災害広報及び報道 

２ 通信施設の応急措置 

４ 広報の内容 

（１）～（13）（略） 

（14）医療機関、スーパーマーケット、ガソリン

スタンド等の生活関連情報 

（15）～（16）（略） 

 

５ 広報の方法 

（３）広報紙、チラシ等の紙媒体  

「市民のひろばおかやま」に関連した記事を掲載

し、必要に応じて、臨時号・特集号を発行する。

また、チラシの貼り出し、配布等を行う。 

141 第５章 被災者の救助保護 

第２節 避難及び避難所の設置 

３ 実施内容 

（３）避難勧告等の判断・伝達マニュアルの整備 

（洪水に関する事項） 

市町村は、洪水等に対する住民の警戒避難体制

として、洪水予報河川等及び水位周知下水道につ

いては、水位情報、堤防等の施設に係る情報、台

風情報、洪水警報等により具体的な避難勧告等の

発令基準を設定する。それら以外の河川等につい

ても、氾濫により居住者や地下空間、施設等の利

用者に命の危険を及ぼすと判断したものについ

ては、同様に具体的な避難勧告等の発令基準を策

定する。 

第５章 被災者の救助保護 

第２節 避難及び避難所の設置 

３ 実施内容 

（３）避難勧告等の判断・伝達マニュアルの整備 

（洪水に関する事項） 

市町村は、洪水等に対する住民の警戒避難体制

として、洪水予報河川等及び水位周知下水道につ

いては、水位情報、堤防等の施設に係る情報、台

風情報、洪水警報等により具体的な避難勧告等の

発令基準を設定する。それら以外の河川等につい

ても、氾濫により居住者や地下空間、施設等の利

用者に命の危険を及ぼすと判断したものについ

ては、洪水警報の危険度分布等により具体的な避

難勧告等の発令基準を策定する。 
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令和２年度 岡山市地域防災計画 新旧対照表 風水害等対策編 

頁数 現行 修正 

154 

 

 

 

 

 

 

155 

第２節 避難及び避難所の設置 

３ 実施内容 

（10）避難の方法 

①避難の準備 

ア 被害を最小限にとどめるための心がけ 

（ｹ）（新設） 

 

 

イ 避難の際の心がけ 

（ｱ）懐中電灯・携帯ラジオ・予備の乾電池・タ

オル・ティッシュ・救急医薬品・身分証明書や健

康保険証他重要証書の写し等、非常持ち出し用品

をリュックサック等に入れて、すぐ持ち出せる場

所に置いておく。 

 

 

（ｲ）～（ｷ）（略） 

第２節 避難及び避難所の設置 

３ 実施内容 

（10）避難の方法 

①避難の準備 

ア 被害を最小限にとどめるための心がけ 

（ｹ）ペットの飼い主は、ペットが迷子になった

ときに備え、平時からマイクロチップや迷子札の

装着等の所有者明示の対策を行う。 

イ 避難の際の心がけ 

（ｱ）懐中電灯・携帯ラジオ・予備の乾電池・タ

オル・ティッシュ・救急医薬品・身分証明書や健

康保険証他重要証書の写し等、非常持ち出し用品

をリュックサック等に入れて、すぐ持ち出せる場

所に置いておく。ペットの飼い主はペットフー

ド、ペット用トイレシート、ケージ及び常備薬等

も準備をしておく。 

（ｲ）～（ｷ）（略） 

156 

 

 

 

 

 

 

 

157 

②避難の誘導 

ア～キ（略） 

ク 風水害の発生のおそれがある場合には、防災

気象情報等を十分把握するとともに、河川管理

者、消防団等と連携を図りながら、浸水区域や土

砂災害危険箇所等の警戒活動を行う。 

（略） 

ケ～ス（略） 

セ 避難誘導に当たっては、指定緊急避難場所、

避難路、浸水区域、土砂災害危険箇所等の存在、

災害の概要その他避難に資する情報の提供に努

める。 

ソ（新設） 

②避難の誘導 

ア～キ（略） 

ク 風水害の発生のおそれがある場合には、防災

気象情報等を十分把握するとともに、河川管理

者、消防団等と連携を図りながら、浸水想定区域

や土砂災害警戒区域等の警戒活動を行う。 

（略） 

ケ～ス（略） 

セ 避難誘導に当たっては、指定緊急避難場所、

避難路、災害危険箇所等（浸水想定区域、土砂災

害警戒区域等）の存在、災害の概要その他避難に

資する情報の提供に努める。 

ソ 指定緊急避難場所や指定避難所に避難した

ホームレスについて、住民票の有無等に関わらず

適切に受け入れられるよう、地域の実情や他の避

難者の心情等について勘案しながら、あらかじめ

受け入れる方策について定めるよう努める。 

159 第２節 避難及び避難所の設置 

３ 実施内容 

（12）指定避難所の開設及び運営 

②指定避難所の開設 

イ 市町村は、指定避難所のライフラインの回復

に時間を要すると見込まれる場合や、道路の途絶

による孤立が続くと見込まれる場合は、あらかじ

め指定避難所に指定されていたとしても原則と

して開設しない。 

第２節 避難及び避難所の設置 

３ 実施内容 

（12）指定避難所の開設及び運営 

②指定避難所の開設 

イ 市町村は、指定避難所のライフラインの回復

に時間を要すると見込まれる場合や、道路の途絶

による孤立が続くと見込まれる場合は、当該地域

に指定避難所を設置・維持することの適否を検討

する。 



 

※修正箇所のページ番号は、改定後の計画のページ番号を示す 
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令和２年度 岡山市地域防災計画 新旧対照表 風水害等対策編 

頁数 現行 修正 

161 第５章 被災者の救助保護 

第２節 避難及び避難所の設置 

⑤指定避難所の運営・管理 

サ（略） 

また、必要に応じ、指定避難所における被災者

が飼養する犬・猫等の家庭動物（特定動物を除く）

（以下「被災ペット」という。）のためのスペー

スの確保に努める。市及び各避難所の運営者は、

指定避難所の良好な生活環境の継続的な確保の

ために、専門家等との定期的な情報交換に努め

る。 

第５章 被災者の救助保護 

第２節 避難及び避難所の設置 

⑤指定避難所の運営・管理 

サ（略） 

（削除） 

 

161 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

162 

シ（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ス（略） 

セ 指定避難所の運営における意思決定の場へ

の女性の参画を推進するとともに、男女のニーズ

の違い等男女双方の視点等に配慮する。特に、女

性専用の物干し場、更衣室、授乳室の設置、生理

用品や下着等の配布時の配慮、また、巡回警備や

防犯ブザーの配布等、女性や子どもの指定避難所

における安全確保等、様々なニーズに配慮した指

定避難所の運営管理に努めるものとする。 

 

 

 

 

 

ソ～チ（略） 

ツ（新設） 

シ 指定避難所に、被災者が飼養する犬・猫等の

家庭動物（以下「被災ペット」という。）のため

のスペースを確保する。ただし、ペットが苦手な

人や動物アレルギーを持っている人に配慮して、

避難者の居住スペースから離れた場所にペット

飼育スペースを確保する。加えて、ペットとの同

行避難の際には、所有者の責任において適切に飼

育するよう周知・啓発する。市及び各指定避難所

の運営者は、指定避難所の良好な生活環境の継続

的な確保のために、専門家等との定期的な情報交

換に努めるとともに、テレビ・ラジオ等、被災者

による災害情報の入手に資する機器の整備を図

る。 

なお、ペットとの避難は同行避難を原則とする

が、状況に応じて同伴可能な指定避難所の設置に

努める。ただし、身体障害者補助犬については避

難者と同様に扱う。 

ス（略） 

セ 指定避難所の運営における意思決定の場へ

の女性の参画を推進するとともに、男女のニーズ

の違い等男女双方の視点等に配慮する。特に、男

女別の物干し場、更衣室、授乳室の設置や生理用

品、女性用下着の女性による配布、巡回警備や防

犯ブザーの配布等、女性や子どもの指定避難所に

おける安全確保等、様々なニーズに配慮した指定

避難所の運営管理に努める。 

また、性的マイノリティにも配慮した環境整備

にも努める。 

なお、災害の状況により必要と認めるときは、

岡山市男女共同参画社会推進センター内に、女性

のための専用相談窓口を開設する。 

ソ～チ（略） 

ツ 新型コロナウイルス感染症を含む感染症対

策について、感染症患者が発生した場合の対応を

含め、平常時から防災担当部局と保健福祉担当部

局が連携して、必要な場合には、ホテルや旅館等

の活用等を含めて検討するよう努める。 
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令和２年度 岡山市地域防災計画 新旧対照表 風水害等対策編 

頁数 現行 修正 

177 第６節 医療・助産 

６ 医療救護の実施 

（３）医療救護活動 

ア 医療救護活動における指揮体制組織図 

集団救急業務計画による消防指揮本部の組織 

第６節 医療・助産 

６ 医療救護の実施 

（３）医療救護活動 

ア 医療救護活動における指揮体制組織図 

多数傷病者業務計画による消防指揮本部の組織 

184 第８節 保健衛生 

２ 実施機関等 

（１）保健活動及び予防措置は、保健福祉部が実

施する。 

第８節 保健衛生 

２ 実施機関等 

（１）保健活動及び予防措置は、保健福祉部が実

施する。ただし、避難所における感染症対策につ

いては、危機管理部、指定職員、施設管理者、指

定管理者及び市民などが一体となって実施する。 

185 第８節 保健衛生 

４ 保健活動の実施 

（５）感染症患者発生時の措置 

感染症が探知された場合、感染症の予防及び感染

症の患者に対する医療に関する法律に基づき、速

やかに保健指導・消毒・収容等必要な措置を行う。 

第８節 保健衛生 

４ 保健活動の実施 

（５）感染症が探知された場合、感染症の予防及

び感染症の患者に対する医療に関する法律及び

新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、

速やかに保健指導・消毒・収容等必要な措置を行

う。 

186 第８節 保健衛生 

５ 予防措置の実施 

（４）（新設） 

 

第８節 保健衛生 

５ 予防措置の実施 

（４）指定避難所における感染症対策 

①指定避難所の過密状態防止 

ア 市民に対してハザードマップ等で安全を確

認したうえで親族・友人宅への避難や、自宅での

垂直避難を検討することを周知・啓発する。 

イ 避難情報が発令された区域内に加え隣接す

る地域の指定避難所を開設する。 

ウ 避難者同士の間隔を１メートル程度確保す

る。  

エ 大雨時に浸水被害想定の無い指定避難所で

の車中泊避難場所を確保する。 

オ ホテルや旅館等を活用する。 

②指定避難所の衛生管理及び避難者の健康管理

の徹底 

定期的な体温測定や清掃、消毒等感染症予防対策

を周知・啓発する。 

③避難者自身に感染予防・感染症拡大防止措置を

行ってもらうための周知・啓発 

ア 市民に対して、個人で必要なマスク、除菌シ

ート、体温計、ゴム手袋、食料等を持参すること

を周知・啓発する。 

イ 咳をする時は、ハンカチ等で口を押える咳エ

チケットを周知・啓発する。 
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令和２年度 岡山市地域防災計画 新旧対照表 風水害等対策編 

頁数 現行 修正 

  ④予防対策品の配備 

予防対策用品を配備する。（マスク・消毒液・非

接触体温計・ベッド・パーティション等） 

⑤体調不良の避難者への適切な対応 

発熱や咳のある避難者のための専用スペース（居

室・トイレ）を確保する。 

188 第９節 清掃 

１ 方針 

 災害により被災地から排出された、ごみ及びし

尿等を、速やかに収集・処理して、生活環境の保

全を図るため、国の災害廃棄物対策指針に基いて

災害廃棄物処理計画を定め、災害廃棄物の仮置場

の確保や運用方針、一般廃棄物（指定避難所のご

みや仮設トイレのし尿等）の処理を含めた災害時

の廃棄物の処理体制、周辺の地方公共団体との連

携・協力のあり方等について、具体的に示すもの

とする。 

第９節 清掃 

１ 方針 

 災害により被災地から排出された、ごみ及びし

尿等を、速やかに収集・処理して、生活環境の保

全を図るため、国の災害廃棄物対策指針に基いて

災害廃棄物処理計画を定め、災害廃棄物の仮置場

の確保や運用方針、一般廃棄物（指定避難所のご

みや仮設トイレのし尿等）の処理を含めた災害時

の廃棄物の処理体制、周辺の地方公共団体との連

携・協力のあり方等について、岡山市における被

災想定調査の結果を踏まえ、具体的に示すものと

する。 

189 第９節 清掃 

５ 応援協力関係 

（５）新設 

第９節 清掃 

５ 応援協力関係 

（５）ボランティア、ＮＰＯ等の支援を得て災害

廃棄物等の処理を進める場合には、社会福祉協議

会、ＮＰＯ等と連携し、作業実施地区や作業内容

を調整、分担するなどして効率的に災害廃棄物等

の搬出を行う。 

210 第９章 ライフライン（電気・通信・ガス・上下

水道等）の機能確保 

２ 電気 

（１）実施機関 

中国電力株式会社（岡山営業所・岡山東営業所・

倉敷営業所・岡山電力所・倉敷電力所・津山電力

所） 

（２）実施内容 

[中国電力株式会社] 

（略） 

（３）応援協力関係 

[中国電力株式会社] 

（略） 

第９章 ライフライン（電気・通信・ガス・上下

水道等）の機能確保 

２ 電気 

（１）実施機関 

中国電力ネットワーク株式会社（岡山・岡山東・

倉敷・津山ネットワークセンター） 

（２）実施内容 

[中国電力ネットワーク株式会社] 

（略） 

（３）応援協力関係 

[中国電力ネットワーク株式会社] 

（略） 

214 ６ 工業用水道 

（２）実施内容 

②電気施設 

災害の発生により、中国電力株式会社の配電線

が被害を受け、電気が送られてこなくなった場

合、非常用電源によりポンプ等の電源を確保し、

保安用水確保に努める。 

６ 工業用水道 

（２）実施内容 

②電気施設 

災害の発生により、中国電力ネットワーク株式

会社の配電線が被害を受け、電気が送られてこな

くなった場合、非常用電源によりポンプ等の電源

を確保し、保安用水確保に努める。 
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令和２年度 岡山市地域防災計画 新旧対照表 風水害等対策編 

頁数 現行 修正 

219 第 11 章 水防及び消防 

第１ 水防 

２ 実施内容 

（２）湛水排除 

 市及び土地改良区等は、河川、海岸堤防の決壊

等により湛水した場合は、直ちに排水ポンプ等に

よる湛水排除を実施するほか下水道施設が損壊

した場合は、迅速な応急措置を施す。 

第 11 章 水防及び消防 

第１ 水防 

２ 実施内容 

（２）湛水排除 

 市及び土地改良区等は、河川、海岸堤防の決壊

等により湛水した場合は、直ちに排水ポンプ等に

よる湛水排除を実施するほか下水道施設が損壊

した場合は、迅速な応急措置を施す。併せて可搬

式エンジンポンプの地元貸与を行い、湛水被害軽

減を図る。 

270 第 18 章 ボランティアの受入れ、活動支援 

１ 方針 

（略） 

第 18 章 ボランティアの受入れ、活動支援 

１ 方針 

（略） 

令和２年における新型コロナウイルス感染症

の発生を踏まえ、感染症対策の観点を取り入れた

ボランティアの受入や活動が行われるよう、県、

市町村、社会福祉協議会、ＮＰＯ等が連携してボ

ランティアの募集範囲や支援活動の調整等を行

う必要がある。 

271 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

272 

３ 実施内容 

（４）社会福祉協議会の措置 

①県・市社会福祉協議会は、要配慮者等を中心と

した、被災者の生活支援における、一般ボランテ

ィア活動の円滑な実施を図るため、必要と判断し

た場合は、それぞれ次の業務を行う。 

 

 

 

 

（５）（略） 

（６） 

③（新設） 

３ 実施内容 

（４）社会福祉協議会の措置 

①県・市社会福祉協議会は、要配慮者等を中心と

した、被災者の生活支援における、一般ボランテ

ィア活動の円滑な実施を図るため、必要と判断し

た場合は、それぞれ次の業務を行う。また、新型

コロナウイルス感染症を含む感染症の状況や被

災地のボランティアニーズ等を踏まえ、市及び県

と協議し、ボランティア募集範囲等について判断

する。 

（５）（略） 

（６） 

③市及び関係機関等は被災地でのボランティア

活動において感染症の発生、拡大がみられる場合

は、ボランティア担当部局と保健福祉担当部局等

が連携して、感染症対策として必要な措置を講じ

るよう努める。 

 


