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図Ⅲ.1.2 苅田町消防団組織 -------------------------------------- Ⅲ－ 2 

表Ⅲ.1.1 自主防災組織等の状況 ----------------------------------- Ⅲ－ 3 

表Ⅲ.1.2 消防水利・消防施設の状況 -------------------------------- Ⅲ－ 4 

【消防庁火災・災害等即報要領即報基準】 ----------------------------- Ⅲ－ 5 

【消防庁火災・災害等即報要領直接即報基準】 ------------------------- Ⅲ－16 

表Ⅲ.1.3 町災害対策本部および町災害警戒本部などの配備の目安 ---------- Ⅲ－20 

表Ⅲ.1.4 防災関係機関連絡窓口 ---------------------------------- Ⅲ－21 

図Ⅲ.1.3 自衛隊が使用するヘリコプター機種に応じた発着点付近の基準 ------- Ⅲ－22 

表Ⅲ.1.5 市町村広域災害ネットワーク災害時相互応援に関する協定締結団体 -- Ⅲ－23 

【災害救助法施行令第 1 条に定める適用基準】 ------------------------- Ⅲ－24 

【救助法における被災世帯の適用基準】 ------------------------------- Ⅲ－25 

表Ⅲ.1.6（1） 被害程度に関する認定基準 ----------------------------- Ⅲ－26 

表Ⅲ.1.6（2） 被害程度に関する認定基準 ----------------------------- Ⅲ－27 

表Ⅲ.1.7 災害救助法による事務手続一覧 ---------------------------- Ⅲ－28 

表Ⅲ.1.8（1） 災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準 Ⅲ－31 

表Ⅲ.1.8（2） 災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準 Ⅲ－32 

表Ⅲ.1.8（3） 災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準 Ⅲ－33 

表Ⅲ.1.9 被害金額の算定対象------------------------------------- Ⅲ－34 



図Ⅲ.1.4 災害ボランティア活動に係る連携図 --------------------------- Ⅲ－35 

表Ⅲ.1.10 関係機関の連絡先 ------------------------------------- Ⅲ－36 

表Ⅲ.1.11 民間団体の組織と活動内容 ------------------------------- Ⅲ－36 

  第２章 災害応急対策活動 ----------------------------------- Ⅲ－37 

表Ⅲ.2.1 苅田町における気象業務法に基づく警報・注意報の種類と発表基準 --- Ⅲ－37 

表Ⅲ.2.2 水防警報の種類、内容並びに発表基準（河川） ------------------ Ⅲ－38 

表Ⅲ.2.3 水防警報の種類、内容並びに発表基準（海岸） ------------------ Ⅲ－39 

図Ⅲ.2.1 県からの水防警報（避難勧告発令などの基礎情報）の情報伝達の流れ - Ⅲ－39 

【携帯端末やインターネットを用いた県による水位情報の周知方法】 ------------ Ⅲ－40 

図Ⅲ.2.2 河川はん濫に関する予警報と町・住民に求められる避難行動の警報 --- Ⅲ－40 

図Ⅲ.2.3 高潮に関する防災気象情報を活用した避難行動 ----------------- Ⅲ－41 

表Ⅲ.2.4 県と福岡管区気象台による土砂災害警戒情報の発表文例 --------- Ⅲ－42 

図Ⅲ.2.4 被害調査の流れ ---------------------------------------- Ⅲ－43 

表Ⅲ.2.5 災害報告要領の区分と責任者など --------------------------- Ⅲ－44 

【県への被害状況報告系統（その１）】 --------------------------------- Ⅲ－45 

【県への被害状況報告系統（その２）】 --------------------------------- Ⅲ－46 

表Ⅲ.2.6 災害時における状況変化と必要とされる情報の概要 --------------- Ⅲ－47 

 ① 町から県（窓口：県防災危機管理局）への要請 ---------------------- Ⅲ－48 

 ② 県、町からＮＨＫ福岡放送局、北九州放送局への要請 ----------------- Ⅲ－48 

 (1) 避難準備・高齢者等避難開始 --------------------------------- Ⅲ－49 

 (2) 避難勧告 ------------------------------------------------ Ⅲ－50 

 (3) 避難指示（緊急） ------------------------------------------- Ⅲ－51 

図Ⅲ.2.5 要配慮者に対する避難情報発令から避難までの基本的な流れ（イメージ） Ⅲ－52 

【避難所での｢要配慮者｣対策（案）】 ---------------------------------- Ⅲ－53 

表Ⅲ.2.7 水防警報河川・水位情報周知河川における基準水位 ------------- Ⅲ－54 

重要水防箇所（河川、海岸） --------------------------------------- Ⅲ－54 

災害危険河川区域 --------------------------------------------- Ⅲ－55 

表Ⅲ.2.8 雨量・潮位観測 ----------------------------------------- Ⅲ－56 

表Ⅲ.2.9 水防信号 --------------------------------------------- Ⅲ－57 

表Ⅲ.2.10 給水目標値の設定例 ----------------------------------- Ⅲ－58 

図Ⅲ.2.6 給水方法 --------------------------------------------- Ⅲ－59 

表Ⅲ.2.11 給水量等の基準 --------------------------------------- Ⅲ－60 

図Ⅲ.2.7 米穀の買入れ・販売などに関する基本要領に基づく災害救助用米穀の引渡しの流れ 

 ------------------------------------------------------------ Ⅲ－61 

表Ⅲ.2.12 応急配給に関する数量 ---------------------------------- Ⅲ－62 

表Ⅲ.2.13 炊き出しの期間および注意点 ------------------------------ Ⅲ－62 

図Ⅲ.2.8 生活必需品等の配給の流れ ------------------------------- Ⅲ－63 

表Ⅲ.2.14(1) 食料品・生活必需品備蓄状況--------------------------- Ⅲ－64 

表Ⅲ.2.14(2) 食料品・生活必需品備蓄状況--------------------------- Ⅲ－65 

【災害救助法又は国民保護法が発動された場合における災害救助用米穀等の緊急引渡要領】 

 ------------------------------------------------------------ Ⅲ－66 

表Ⅲ.2.15 道路交通規制に関する実施責任者と根拠となる法令 ------------- Ⅲ－68 

表Ⅲ.2.16 （参考）近隣の第一種・第二種感染症指定医療機関 ------------- Ⅲ－69 

表Ⅲ.2.17 消毒の対象や場所、消毒方法など -------------------------- Ⅲ－69 



表Ⅲ.2.18 遺体収容埋葬用の資機材 -------------------------------- Ⅲ－70 

表Ⅲ.2.19 苅田町における遺体火葬施設 ----------------------------- Ⅲ－70 

表Ⅲ.2.20 応急仮設住宅建設候補地台帳 ---------------------------- Ⅲ－71 

表Ⅲ.2.21 町営住宅一覧----------------------------------------- Ⅲ－72 

図Ⅲ.2 9 災害廃棄物処理の手順 ---------------------------------- Ⅲ－73 

表Ⅲ.2.22 農作物等に対する応急措置方法 --------------------------- Ⅲ－74 

表Ⅲ.2.23 飼料作物に対する応急措置方法 --------------------------- Ⅲ－75 

表Ⅲ.2.24 家畜管理のための応急措置方法 --------------------------- Ⅲ－76 

第Ⅳ編 一般災害復旧・復興計画 

  第１章 災害復旧・復興の基本方針 ------------------------------ 該当無し

  第２章 災害復旧事業の推進 ---------------------------------- Ⅳ－ 1 

(1) 公共土木施設災害復旧事業（激甚法第 3 条） ---------------------- Ⅳ－ 1 

(2) 堆積土砂及び湛水排除事業（激甚法第 3 条） ----------------------- Ⅳ－ 2 

(3) 農林水産施設災害復旧事業【農林水産施設その 1】 ------------------ Ⅳ－ 2 

(3) 農林水産施設災害復旧事業【農林水産施設その 2】 ------------------ Ⅳ－ 3 

(4) 中小企業に関する特別の助成 ---------------------------------- Ⅳ－ 4 

(5) その他の財政援助及び助成 ------------------------------------ Ⅳ－ 5 

(1) 罹災証明書の発行手続きの流れ -------------------------------- Ⅳ－ 6 

  第３章 被災者等の生活再建等の支援 --------------------------- Ⅳ－ 7 

【災害弔慰金】 ------------------------------------------------- Ⅳ－ 7 

【災害障害見舞金】 --------------------------------------------- Ⅳ－ 7 

【町条例に基づく災害見舞金】 -------------------------------------- Ⅳ－ 7 

1．対象となる自然災害 2．支給対象世帯 ----------------------------- Ⅳ－ 8 

３．支給条件 -------------------------------------------------- Ⅳ－ 9 

４．申請手続き ------------------------------------------------- Ⅳ－ 9

《生活福祉資金貸付の対象者》 ------------------------------------- Ⅳ－10 

《母子父子寡婦福祉資金貸付の概要》 ------------------------------- Ⅳ－11 

  第４章 経済復興の支援 ------------------------------------- Ⅳ－12 

【災害援護資金貸付の概要】 ---------------------------------------- Ⅳ－12 

  第５章 復興計画 ------------------------------------------- 該当無し 

【地震・津波災害対策編】 

第Ⅴ編 地震・津波災害予防計画 

  第１章 基本方針 ------------------------------------------ Ⅴ－ 1 

【南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する基本的方針】 ------------ Ⅴ－ 1 

【苅田町の地震想定被害に関する総括表】 ----------------------------- Ⅴ－ 2 

  第２章 防災基盤の強化 -------------------------------------- 該当無し

  第３章 町民等の防災力の向上 -------------------------------- Ⅴ－ 3 

【個人・家庭、地域、自主防災組織等の役割項目例】 --------------------- Ⅴ－ 3 

  第４章 効果的な応急活動のための事前対策 ---------------------- Ⅴ－ 4 

【苅田町および町周辺の震度観測点】 --------------------------------- Ⅴ－ 4 

《参考：災害時に使用する主な通信手段》 ------------------------------ Ⅴ－ 5 



第Ⅵ編 地震・津波災害応急対策計画 

  第１章 活動体制の確立 ------------------------------------- Ⅵ－ 1 

 【町災害警戒本部と町災害対策本部の設置基準】 ---------------------- Ⅵ－ 1 

 【町災害警戒本部、町災害対策本部の設置場所】 ---------------------- Ⅵ－ 2 

 【町災害対策本部および町災害警戒本部などの配備の目安】 -------------- Ⅵ－ 3 

図Ⅳ.1.1 自衛隊への災害派遣要請系統図 ---------------------------- Ⅵ－ 4 

 【災害ボランティア活動に係る連携図】 ------------------------------- Ⅵ－ 5 

 【参考：関係機関の連絡先】--------------------------------------- Ⅵ－ 6 

  第２章 地震・津波災害応急対策活動 --------------------------- Ⅵ－ 7 

 (1) 地震・津波に関する情報の内容--------------------------------- Ⅵ－ 7 

 【津波警報・注意報の種類】 -------------------------------------- Ⅵ－ 8 

 【沖合で観測された津波高さ、沿岸で推定される津波の高さを数値で発表する基準】 Ⅵ－ 8 

 【津波情報の種類と内容】 ---------------------------------------- Ⅵ－ 9 

 【津波予想の種類】 --------------------------------------------- Ⅵ－ 9 

 (1) 人の体感・行動、屋内の状況、屋外の状況 ------------------------ Ⅵ－10 

 (2) 木造建物（住宅）の状況 -------------------------------------- Ⅵ－11 

 (3) 鉄筋コンクリート造建物の状況 ---------------------------------- Ⅵ－12 

 (4) 地盤・斜面等の状況 ----------------------------------------- Ⅵ－12 

 (5) ライフライン・インフラ等への影響 --------------------------------- Ⅵ－13 

 (6) 大規模構造物への影響 -------------------------------------- Ⅵ－13 

 【津波予報区（福岡県瀬戸内海沿岸）】 ------------------------------ Ⅵ－14 

 【津波警報等の種類、解説、発表される津波の高さ及び標識】 -------------- Ⅵ－15 

 【津波予報の情報文例】 ----------------------------------------- Ⅵ－16 

 【津波警報・注意報の分類と、とるべき行動】 --------------------------- Ⅵ－19 

 【災害報告要領の区分と責任者など】 -------------------------------- Ⅵ－20 

 【町災害対策本部各班が行う被害情報に関する流れ】 ------------------- Ⅵ－20 

 【災害時における供給経路】 --------------------------------------- Ⅵ－21 

 【本町のごみの収集処理系統】------------------------------------- Ⅵ－22 

 【本町のし尿処理施設】 ------------------------------------------ Ⅵ－22 

 【本町におけるがれき処理の流れ】 ---------------------------------- Ⅵ－22 

第Ⅶ編 地震・津波災害復旧・復興計画 

  第１章 災害復旧・復興の基本方針 ------------------------------ 該当無し

  第２章 災害復旧事業の推進 ----------------------------------- 該当無し

  第３章 被災者等の生活再建等の支援 ---------------------------- 該当無し

  第４章 経済復興の支援 -------------------------------------- 該当無し 



■共通資料編 

第Ⅰ編 関連計画 

１ 水防計画書 -------------------------------------------- Ⅰ－ 1 

２ 苅田町避難行動要支援者避難支援プラン（全体計画） -------------- Ⅰ－53 

３ 防災アセスメント基礎調査成果（図面類） 

  0)地区別防災カルテ ---------------------------------------- Ⅰ－63 

  1)地質図 ------------------------------------------------ Ⅰ－81 

  2)地盤区分図 --------------------------------------------- Ⅰ－82 

  ３)水系図 ------------------------------------------------ Ⅰ－83 

  ４)浸水実績図（１） ------------------------------------------ Ⅰ－84 

  ５)浸水実績図（２） ------------------------------------------ Ⅰ－85 

  ６)過去 16 年間の浸水実績図 --------------------------------- Ⅰ－86 

  ７)土地利用図(H28) ---------------------------------------- Ⅰ－87 

  ８)校区・行政区区分図 -------------------------------------- Ⅰ－88 

  ９)人口密度区分図 ----------------------------------------- Ⅰ－89 

  10)65 歳以上人口比率区分図 -------------------------------- Ⅰ－90 

  11)建物密集率区分図 -------------------------------------- Ⅰ－91 

  12)木造建物比率区分図 ------------------------------------- Ⅰ－92 

  13)火災発生箇所位置図 ------------------------------------- Ⅰ－93 

  14)要配慮者利用施設位置図 --------------------------------- Ⅰ－94 

  15)避難所・避難場所位置図 ---------------------------------- Ⅰ－95 

  16)公共施設位置図 ---------------------------------------- Ⅰ－96 

  17)道路網図 --------------------------------------------- Ⅰ－97 

  18)下水道網図 -------------------------------------------- Ⅰ－98 

  19)都市公園位置図 ---------------------------------------- Ⅰ－99 

  20)文化財位置図 ----------------------------------------- Ⅰ－100 

  21)災害時臨時ヘリポート及び都市公園位置図 --------------------- Ⅰ－101 

  22)雨量・水位観測所及び水防施設位置図 ----------------------- Ⅰ－102 

  23)消防水利図 ------------------------------------------- Ⅰ－103 

  24)防災行政無線位置図 ------------------------------------ Ⅰ－104 

  25)崖崩れ危険箇所位置図 ---------------------------------- Ⅰ－105 

  26)土石流危険箇所位置図 ---------------------------------- Ⅰ－106 

  27)地すべり・道路危険箇所位置図 ----------------------------- Ⅰ－107 

  28)重要水防箇所及びため池位置図 ---------------------------- Ⅰ－108 

  29)河川浸水想定区域図(計画規模) --------------------------- Ⅰ－109 

  30)河川浸水想定区域図(想定最大規模) ------------------------ Ⅰ－110 

  31)内水浸水想定区域図 ------------------------------------ Ⅰ－111 

  32)津波災害警戒区域図 ------------------------------------ Ⅰ－112 

  33)震度想定図【基盤振動一定】 ------------------------------ Ⅰ－113 

  34)震度想定図【小倉東断層中央下部】 ------------------------- Ⅰ－114 

  35)液状化危険度判定結果図 -------------------------------- Ⅰ－115 

  36)液状化危険度判定結果図【小倉東断層中央下部】 --------------- Ⅰ－116 

  37)液状化危険度判定結果図【基盤振動一定】 -------------------- Ⅰ－117 



  38)地震被害を受けやすい地形区分図 -------------------------- Ⅰ－118 

  39)避難所及び土砂災害危険箇所位置図 ------------------------ Ⅰ－119 

  40)要配慮者利用施設及び土砂災害危険箇所位置図 --------------- Ⅰ－120 

  41)公共施設及び土砂災害危険箇所位置図 ---------------------- Ⅰ－121 

  42)防災行政無線及び土砂災害危険箇所位置図 ------------------ Ⅰ－122 

  43)避難所及び浸水想定区域図(想定最大規模) ------------------- Ⅰ－123 

  44)要配慮者利用施設及び浸水想定区域図(想定最大規模) ---------- Ⅰ－124 

  45)公共施設及び浸水想定区域図(想定最大規模) ----------------- Ⅰ－125 

  46)防災関係機関及び浸水想定区域図（想定最大規模） ------------- Ⅰ－126 

  47)避難所及び内水浸水想定区域図 --------------------------- Ⅰ－127 

  48)要配慮者利用施設及び内水浸水想定区域図 ------------------ Ⅰ－128 

  49)公共施設及び内水浸水想定区域図 ------------------------- Ⅰ－129 

  50)避難所及び津波災害警戒区域図 --------------------------- Ⅰ－130 

  51)要配慮者利用施設及び津波災害警戒区域図 ------------------ Ⅰ－131 

  52)公共施設及び津波災害警戒区域図位置図 -------------------- Ⅰ－132 

  53)避難所及び液状化危険区分図 ----------------------------- Ⅰ－133 

  54)要配慮者利用施設及び液状化危険区分図 -------------------- Ⅰ－134 

  55)公共施設及び液状化危険区分図 --------------------------- Ⅰ－135 

第Ⅱ編 条例、規則、要綱等 

  １ 苅田町防災会議条例 ------------------------------------- Ⅱ－ 1 

  ２ 苅田町災害対策本部条例 --------------------------------- Ⅱ－ 4 

  ３ 苅田町災害弔慰金の支給等に関する条例 ---------------------- Ⅱ－ 5 

  ４ 苅田町災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則 --------------- Ⅱ－ 8 

  ５ 被災者生活再建支援法 ----------------------------------- Ⅱ－13 

第Ⅲ編 協定等

  １ 苅田町における大規模な災害時の応援に関する協定 --------------- Ⅲ－ 1 

  ２ 災害時における福岡県内市町村間の相互応援に関する基本協定 ------ Ⅲ－ 3 

  ３ 市町村広域災害ネットワーク災害時相互応援に関する協定 ----------- Ⅲ－ 8 

  ４ 苅田町災害ボランティアセンターの設置・運営に関する協定 ----------- Ⅲ－17 

  ５ 災害時における応援に関する協定 ----------------------------- Ⅲ－20 

  ６ 災害時の医療救護活動に関する協定 -------------------------- Ⅲ－23 

  ７ 災害時における物資の供給協力に関する協定 -------------------- Ⅲ－26 

  ８ 災害時における「ごみ処理」応急対策業務に関する協定 ------------- Ⅲ－34 

  ９ 災害時における「し尿及び浄化槽汚泥の収集運搬」応急対策業務に関する協定- Ⅲ－36 

  １０ 災害時における石油類燃料の供給に関する協定 ----------------- Ⅲ－39 

  １１ 地域防災・減災活動における応援協力に関する協定 -------------- Ⅲ－41 

  １２ 災害発生時における苅田町と苅田町関係郵便局の協力に関する協定 -- Ⅲ－43 

  １３ 特設公衆電話の設置・利用等に関する覚書 -------------------- Ⅲ－49 

  １４ 災害時における地図製品等の供給等に関する協定 --------------- Ⅲ－52 

  １５ 災害時における応急対策業務に関する協定 -------------------- Ⅲ－58 

  １６ 津波発生時における緊急避難場所としての使用に関する協定 -------- Ⅲ－62 

  １７ 福岡県消防相互応援協定 -------------------------------- Ⅲ－72 



  １8 防災パートナーシップに関する協定書 -------------------------- Ⅲ－88 

  １9 大規模災害時における交通安全確保に関する支援協定 ------------ Ⅲ－90 

第Ⅳ編 様式 

  １ 被害概況即報（第４号様式（その１）） --------------------------- Ⅳ－ 1 

  ２ 被害状況即報（第４号様式（その２）） --------------------------- Ⅳ－ 2 

  ３ 緊急通行車両確認証明書 ---------------------------------- Ⅳ－12 

  ４ 緊急輸送車両の標識及び標章 ------------------------------- Ⅳ－14 

  ５ 交通規制の標識 ------------------------------------------ Ⅳ－15 

  ６ 罹災証明書 --------------------------------------------- Ⅳ－16 

  ７ 自衛隊災害派遣要求様式 ---------------------------------- Ⅳ－17 

  ８ 自衛隊災害派遣部隊の撤収要求様式 -------------------------- Ⅳ－18 

  ９ 応援職員要請書 ----------------------------------------- Ⅳ－19 

  10 別記様式「災害義援金品の受領書」 --------------------------- Ⅳ－20 

  11 災害救助法様式 ----------------------------------------- Ⅳ－21 


