
宇陀市地域防災計画の修正概要 （令和4年２月）

（計画の目的）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜国、県における計画の改定状況＞＜【参考】災対法に定められる防災計画の体系＞

変更年  国（防災基本計画） 奈良県  宇陀市  

平成 25 年     

平成 26 年  変更（２回） 変更（水害・土砂災害編、地震編）   

平成 27 年  変更（２回）   

平成 28 年  変更（２回）  変更  

平成 29 年  変更    

平成 30 年  変更  変更（水害・土砂災害編、地震編）  
 

令和元年  変更    

令和 2 年  変更  変更（水害・土砂災害編、地震編）   

令和 3 年  変更   変更予定  

 

地域防災計画の目的と修正の背景

（修正の背景）

（修正の方針）
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宇陀市独自の修正内容

◯防災拠点（資料③P２１）
・情報通信拠点を防災中心拠点と改称する。
・防災中心拠点の代替施設を菟田野地域事務所と定める。
・情報通信副拠点を地域防災拠点と改称する。
・情報通信地区拠点を地区防災拠点と改称する。
・地区連絡所を追加する。

◯集積拠点（資料③P２１）

・集積中心拠点を宇陀市総合体育館（代替施設は大宇陀
ふれあい交流ドーム）とする。

・集積拠点を大宇陀ふれあい交流ドーム等に変更する。

◯ボランティア拠点（資料③P２１）

・ボランティアセンターを新規に位置づける。
・ボランティア副拠点は、指定しない。
・ボランティア地域拠点は、各地域1箇所とする。

◯備蓄倉庫（資料③P２２）

・中核の備蓄倉庫について具体的な施設を指定する。
・地区の備蓄倉庫を地区ごとに配置する。

◯救援活動拠点（資料③P２２）

・救援活動拠点を1箇所から3箇所へ変更する。

◯災害時ヘリコプター臨時離着陸場救援活動拠点（資料③P２７）

・災害時ヘリコプター臨時離着陸場を１２箇所から１３箇所
へ変更する。

・大宇陀運動場、菟田野運動場、旧笠間小学校の３箇所を
廃止し、旧宇賀志小学校跡地等４箇所を追加する。

◯生活ごみ・ガレキの仮置き場（資料③P２８）

・仮置き場を各地域に定め、具体的な施設名称を記載する。

◯安置所（資料③P２８）

・遺体安置所を榛原ゲートボール場と定める。

◯応急仮設住宅建設候補地（資料③P２８）

・総合運動場、榛原運動場、室生運動場を廃止し、新たに
３箇所を指定する。

◯指定緊急避難場所、指定避難所、福祉避難所の検討
（資料③P２３～P２５）

・（指定緊急避難場所）従来の場所の見直し。
・（指定避難所）従来の３６箇所を３４箇所に変更する
※拠点施設、その他施設の区分を廃止する。

・（福祉避難所）従来の４箇所を１１箇所に変更する。

◯災害応急対策活動体制（資料③P７～P１９）

・市の災害時（風水害・地震）の配備体制と配備基準を変更する。

・行政組織の変更による災害対策本部体制及び事務分掌の見直し。

◯宇陀市地域防災計画は、災害対策基本法第42条の規定に基づき、市長を会長として防災関係機
関の代表者等により構成される「宇陀市防災会議」が作成する計画である。

◯大災害に対処するため、災害予防計画、災害応急対策及び災害復旧・復興対策について、 国、奈
良県や地方行政機関を含めた総合的かつ計画的な防災対策を定めている。

◯市民の生命、身体及び財産を災害から保護するとともに被害を軽減し、「災害に強い、安心して住
み続けられるまちづくり」を推進することを目的としている。

宇陀市地域防災計画は、平成28年に災害対策基本法等関係法令の改正に合わせ、国の防災基本計画
や奈良県の地域防災計画等と整合を図りながら修正を行ってきた。

◯国の防災基本計画は、東日本大震災以降、災害対策基本法や土砂災害防止法の改正、大規模災害か
らの復興に関する法律等を踏まえた修正が行われている。近年では、令和２年、令和３年に更新され
た。

◯奈良県は、法律の改正や防災基本計画の修正を受け、地域防災計画の水害・土砂災害等編、地震
編の修正を行っており、平成28年宇陀市が修正を行って以降では、平成30年、令和２年に更新
している。

◯宇陀市独自の改定
・宇陀市における防災上の課題について検討し、新しい施設や基準を地域防災計画に盛り
込む。

・防災拠点の確保・充実 大規模な災害が発生した場合、迅速で円滑な応急対策活動の実施
を確保するための防災拠点の整備。

・防災関係機関の名称変更等経年変化に伴う修正。

◯国、奈良県の各種計画修正を受けた改定
・奈良県地域防災計画に準拠し、かつ、国の防災基本計画や災害対策基本法等の改正を踏まえた
修正
・奈良県独自の修正 奈良県緊急防災大綱（H31) 他自治体の被災経験に基づく課題や教訓
・国の防災基本計画の見直しを受けた修正（ H30・R1） 南海トラフ地震防災対策推進基本計画（R１）

防災中心拠点

地域防災拠点

地区防災拠点 大宇陀 大宇陀中学校、大宇陀小学校

菟田野 菟田野中学校、菟田野小学校

榛原中学校、榛原小学校

榛原西小学校、榛原東小学校

室生 室生中学校、室生小学校

市役所（代替施設は、菟田野地域事務所）

各地域事務所

榛原（地区連絡所）

宇陀市総合体育館

（代替施設は大宇陀ふれあい交流ドーム）

大宇陀ふれあい交流ドーム

室生農村トレーニングセンター

室生屋内山村広場

集積中心拠点

集積拠点

ボランティア情報中心拠点 市役所（災害対策本部福祉班）

ボランティアセンター 宇陀市総合体育館

大宇陀地域：大宇陀地域事務所

菟田野地域：菟田野農林センター

榛原地域：宇陀市総合体育館

室生地域：室生地域事務所

ボランティア地域拠点

大宇陀ふれあい交流ドーム・心の森総合福祉公園

平成榛原子供のもり公園

植平工業株式会社

救援活動拠点

地域 名称 所在地

土地開発公社所有地（岩清水） 大宇陀岩清水1843番地他

旧宇陀衛生一部事務組合 大宇陀和田262番地

菟田野 菟田野東部市民広場 菟田野駒帰163番地外

榛原 榛原運動場 榛原比布67番地2

室生 旧西谷小学校 室生西谷258番地1

大宇陀

資料③ 宇陀市地域防災計画の主な修正箇所（資料編）

資料③ 宇陀市地域防災計画の主な修正箇所（資料編）

資料③ 宇陀市地域防災計画の主な修正箇所（資料編）

資料③ 宇陀市地域防災計画の主な修正箇所（資料編）

仮設住宅建設

可能戸数

大宇陀運動場 大宇陀西山509番地1 90

菟田野運動場 菟田野古市場62番地2 57

天満台公園グラウンド 榛原天満台西2丁目45番地の１ 28

旧榛原第2小学校運動場 榛原長峯615-5他 29

室生オートキャンプ場 室生大野　　　番地 39

名称 所在地



宇陀市地域防災計画の修正概要 （令和4年２月）

◯災害リスクととるべき行動の理解促進
・避難所への立退き避難がかえって危険であると判断した場合は、近隣のより安全な建物等への避

難や、やむを得ない場合には屋内でもより安全な上階へ移動する屋内安全確保をとること。（再掲）

・避難指示等の基準に用いる指標の明確化。
・災害リスクの現地表示や避難訓練、早めの避難行動、家庭での災害予防や安全対策等。
・災害に関するリスクの開示、ハザードマップの内容の理解促進、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等の避難に関する情報の理解促進。

◯市町村への迅速な人的支援による情報収集
・応急対策職員派遣制度を活用した応援職員の受入れ。
・県受援マニュアルと整合性の取れた受援マニュアルの作成、実効性の確保。

◯長期停電・通信障害への対応
・関西電力送配電株式会社への変更と内容の見直し、携帯キャリアの追加（ドコモ、KDDI、ソフトバ

ンク）を追加。

◯自助・共助への推進
・地区防災計画の計画策定の奨励や住民の防災意識の向上に努め、

住民避難に重点を置いた参加型訓練の推進、新型コロナウイルス
感染症対策に配慮した訓練の実施を追加。

◯避難所等における新型コロナウイルス感染症対策
・地区防災計画策定の奨励や住民の防災意識の向上に努め、住民避難に重点を置いた参加型訓練の

推進、新型コロナウイルス感染症対策に配慮した訓練の実施を追加。 （再掲）

・新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策のため、平常時から、指定避難所のレイアウトや動線
等を確認しておくとともに、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と保健
福祉担当が連携して、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。

・感染防止のための備品・消耗品等を指定避難所ごとに備蓄する。詳細は、「指定避難所における新
型コロナウイルス感染症対策ガイドライン（宇陀市 令和３年10月）」によるものとする。

・市は、被災地において感染症の発生、拡大がみられる場合は、防災担当と保健福祉担当が連携して
感染症対策として必要な措置を講じるよう努める。

・自宅療養者等が指定避難所に避難する可能性を考慮し、保健福祉担当は、防災担当に対し、避難所
の運営に必要な情報を共有するものとする。

◯災害対策基本法の改正
・避難のタイミングを明確にするため、警戒レベル３の名称を「高齢者等避難」、警戒レベル４の避難

勧告と避難指示を一本化、警戒レベル５の災害発生情報を「緊急安全確保」に見直し。
・ハザードマップ等の配布・回覧時に居住地域の災害リスクや取るべき行動等を周知。
・要配慮者の円滑な利用が確保された施設を指定福祉避難所として指定するよう努めるものとし、

指定する際は、受入対象者を特定して公示する。

（国、奈良県の防災計画等を受けて修正する主な内容）令和３年度改定予定
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（国、奈良県の防災計画等を受けて修正する主な内容）令和2年5月改定

◯避難行動・避難生活
・避難所への立退き避難がかえって危険であると判断した場合は、近隣のより安全な建物等への
避難や、やむを得ない場合には屋内でもより安全な上階へ移動する屋内安全確保をとること。

・プライバシーの確保、段ボールベッド、パーティション等の活用や女性や子ども等に対する性暴力・
DVの発生防止。

◯情報発信・リスクコミュニケーション
・自分だけは大丈夫といった思い込みや正常性バイアスによる避難
の遅れが生じることのないように留意する。

・多様な情報手段の活用。
・避難情報名称変更や指定緊急避難場所の変更。

◯要配慮者
・FAX・電話応答サービス、SNS等の情報伝達手段の追加。
・収集した避難行動要支援者名簿情報に基づき一人ひとりに対応
した個別計画（避難プラン）の作成。

・避難所で外国人が安心して過ごせるよう、多言語や「やさしい
日本語」に対応した例文やピクトグラムによる案内板の作成。

・要配慮者利用施設に関する警戒避難体制の確立として避難確保計画の作成。

◯救急救助・医療
・災害時に避難所等へ福祉専門職チーム（DWAT)の派遣を追加。
・保健師による避難所における保健活動、要継続的医療支援者に関する活動を追加。

◯防災拠点
・防災機能を有する道の駅を地域の防災拠点として位置づける。
・防災拠点等となる建築物（庁舎、指定避難所、病院等）の機能強化。

◯ハード対策 ・ため池ハザードマップの作成・公表・周知。

◯住宅・建築物の耐震化 ・災害時の空家の応急措置。

◯南海トラフ
・南海トラフ地震臨時情報及び南海トラフ地震関連解説情報。
・東日本大震災や大阪北部地震の事例及び教訓を踏まえた帰宅困難者対策。

＜うだチャン11で避難情報の変更を放送＞

＜災害用テント・段ボールベッドの購入＞
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（１）避難行動・避難生活
・「自らの命は自らが守る」意識の徹底、正しい避難行動の周知

・避難所での良好な生活環境等の確保

（２）情報発信・リスク

　　　コミュニケーション

・受け手への伝わりやすさを重視した情報発信の実現

・地域の災害リスクの周知を徹底し、「地域の防災力」の向上を図る

（３）要配慮者 ・関係機関の連携による要配慮者への的確・迅速な対応の実現

（４）救急救助・医療
・大規模災害に備えた広域医療連携体制の構築

・災害関連死を防ぐ被災者ケアの支援強化

（５）防災拠点 ・大規模災害発生時に救助・救援の拠点となる防災拠点の充実

（6）ハード対策
・「防災・減災、国土強靭化のための3か年緊急対策」などを活用した計

画的・重点的な防災対策を推進

（７）住宅・建築物の耐震化
・地震発生時に住宅・建築物の被害の軽減を図り、災害に強いまちづく

りを実現

（１）災害リスクととるべき行動の理解

促進

（２）市町村への迅速な人的支援によ

る情報収集

（３）被災者・市町村への発災時の物資

支援体制

（４）長期停電・通信障害への対応

（５）自助・共助への推進

（6）避難所等における新型コロナウイ

ルス感染症対策
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