
令和2年度の地域防災説明会の概要(第2部)

●「私の地区の災害想定による対策シナリオを考える」

・ピックアップした自主防災組織の代表により過去の災害履歴等、地域の
状況を説明してもらい、要支援者の支援や避難体制など地域での取組みを
紹介。
・他の地域の方は自分の地域に持ち帰り各地域の実情にあった災害想定に
よる対策シナリオを考えていただき地域の活動につなげる。

【今後の取組み】
特に今回、取組み事例を発表していただいた自主防災組織は、いずれも

防災意識も高く、何より活動を実践している点で地域のモデル組織であり、
トップランナーと言える。
今後、この説明会の「振り返りと取組み事例」を、自主防災組織連絡協

議会で共有し、それぞれの地域での波及相乗効果につながるよう自主防災
組織の設立育成の一助として一層の支援に努めていきたい。

※取組み事例発表組織
蒜山地区：富掛田自主防災組織 勝山地区：本郷自主防災組織 落合地区：落合垂水上町自主
防災会 山の手自主防災組織 下方・木山自主防犯防災会 東谷自主防災組織 北房地区：中津
井せんだんの会自主防災会 久世地区：大下自主防災組織 湯原地区：湯本自主防災組織
美甘地区：本校上自主防災組織



真庭市地域防災説明会(川上・八束・中和地区）
開催日時:会場 令和2年7月29日19時：蒜山振興局会議室

出席者 自主防災組織代表10名自治会長26名防災士1名

モデル自主防災組織
富掛田地区自主防災組織(発表者：美甘さん）
H25設立 40世帯

立地条件
国道482沿い北側は土砂災害警戒区域
旭川本流と玉田川合流地点

過去の災害履歴
H16旭川左岸決壊台風23号
H25山腹崩壊家屋被害

水路があふれ床上浸水、避難場所で婦人会の炊き出し支援

取組事例など
富掛田地区自主防災組織
美甘さん

○地区の避難場所の集会所の鍵管理は自治会長と近所の人も保管
○車での避難は山沿いの市道を避け国道を利用すれば安全
○家屋の浸水は比較的少ない ○避難場所は浸水害の影響により選
択可能 ○私の避難プランは作成済 ○隣近所での声掛けで対応し
ている ○今後も防災に関する集まりの必要性を感じている



立地条件：
国道482号北側は土砂災害警
戒区域点在
旭川本流と玉田川の合流地点

H25山腹崩壊家屋被害



真庭市地域防災説明会(富原・月田・勝山地区）

開催日時:会場 令和2年7月31日19時：勝山文化センター

出席者 自主防災組織代表17名自治会長9名防災士7名

モデル自主防災組織
本郷地区自主防災会(発表者：森岡さん）
H25設立 10自治会230世帯

立地条件
本郷川沿線に土砂災害警戒区域があり、勝山小学校が下流端で旭

川に合流、集落は県道神代勝山線沿いに点在(迂回路なし)

過去の災害履歴、災害の特
性

豪雨災害H16・17年 350㎜／ 3日 H30年では159㎜／日 本郷川
が増水 振り返ると土砂災害警戒区域で災害が発生 旭川合流地点
は危険 沢が結構多く土砂災害につながる

取組事例など

○土砂災害警戒区域が点在しており避難場所は山間部には敵地なし
○県道沿い集落迂回路なし ○地域要望で6カ所の避難場所を見直
した ○H30年7月豪雨の被害状況を地図に落し、防災会で歩いて
みると危険箇所がよく分かる ○みんなで確認する事が重要（本郷
地区では3年連続でやっている） ○避難所の開設運営訓練を実施
避難訓練170名 ○消防署の訓練実施 ○備蓄品を各集会所へ分散
○非常食の確保を市の補助金で増やしていきたい ○要支援者の私
の避難プラン作成提出済 ○避難のタイミングが重要でまず防災会
でコミュニティの鍵を開ける、地域内告知放送活用し小学校体育館
に誘導 ○避難所運営は各自治会で人員確認



立地条件：本郷川沿線に土砂災害警戒区
域があり、勝山小学校が下流端で旭川に
合流、県道神代勝山線(迂回路なし)



真庭市地域防災説明会(落合・津田・天津地区）
開催日時:会場 令和2年7月31日19時：落合総合センター

出席者 自主防災組織代表16名自治会長16名防災士11名

モデル自主防災組織
①山の手自主防災組織(発表者：片岡さん）
H27設立 1自治会38世帯
②上町自主防災組織(発表者：桑田さん)

立地条件
落合垂水地区を共通の想定地域に設定 旭川備中川合流 注連山を
背負っている 浸水想定区域 土砂災害警戒区域が広域で存在

H30年7月豪雨の災害対応を
タイムラインで考えてみる

30年7月豪雨災害 道路の冠水による通行止め 浸水被害 用水路
あふれる タイムラインで時系列ごと避難情報・気象情報を整理
要支援者の把握 防災マップで避難経路等確認→避難訓練実施が大
切 （まとめ）自助から共助(地域で) 「逃げ遅れゼロの地域へ」
地域での自主防災組織補助金を活用を

①取組事例など
山の手自主防災組織片岡さ
ん

30年12月避難訓練について 6年前から実施 避難誘導部／防災活
動部／救援部／5名の防災士で構成 9時洪水想定→地域内告知放送
→落合高体育館避難場所→ 安否確認→要救助者の救助 ほぼ全世
帯50名の参加で有意義だった (感想)・・・実際泥水の中、事前の
危険箇所確認が必要 連絡網は携帯だけでなくLINEやメールも必要、
逃げる方角判断が難しい、落合高へ避難を統一、1人では避難しな
い、リーダーが必要

②取組事例など
上町自主防災組織桑田さん

組織結成1年 避難プラン事業(独自) で平常時から避難プランを
確認している 有事には漏れなく対応したい 指定避難場所は落合
高だが、避難経路の方角は浸水危険区域へ向かうため、上町集会所
に避難を決めた まるごとまちごとハザードマップの取組 新しい
ハザードマップもできるらしいがすぐ使わなくなるので、地区の電
柱や壁などに非難する方向を示す掲示や あらかじめ危険水位を示
す、中電NTTにも相談した、市の協力をお願いしたい



真庭市地域防災説明会(木山・美川地区）

開催日時:会場 令和2年8月5日19時：落合総合センター

出席者 自主防災組織代表6名自治会長10名防災士８名

モデル自主防災組織
下方・木山自首防犯防災会 (発表者：妹尾さん）
H19設立 25自治会369世帯

立地条件
落合垂水地区を共通の想定地域に設定 旭川備中川合流 注連山を
背負っている 浸水想定区域 土砂災害警戒区域が広域で存在

H30年7月豪雨の災害対応を
タイムラインで考えてみる

30年7月豪雨災害 道路の冠水による通行止め 浸水被害 用水路
あふれる タイムラインで時系列ごと避難情報・気象情報を整理
要支援者の把握 防災マップで避難経路等確認→避難訓練実施が大
切 （まとめ）自助から共助(地域で) 「逃げ遅れゼロの地域へ」
地域での自主防災組織補助金を活用を

取組事例など
下方・木山自首防犯防災会
妹尾さん

下方木山地区 妹尾さん 2年前 313号堤防決壊の危険のための避
難指示で落合中への100人越えの避難者があった
○国道通行止め迂回路について
実際に通行車両への安全確保に課題があった 皆さんご存知のとお
り国道通行止め迂回路として地域内の狭隘市道が混乱
○地元が交通整理に当たることになったが、国道通行止めに対応す
るのは誰なのか対応が出来ていなかった。
○迂回路計画を立てておくべき



真庭市地域防災説明会(河内・川東地区）

開催日時:会場 令和2年8月6日19時：落合総合センター

出席者 自主防災組織代表12名自治会長6名防災士5名

モデル自主防災組織
東谷自主防災組織(発表者：松岡さん）
R元年設立 3自治会29世帯

立地条件
落合垂水地区を共通の想定地域に設定 旭川備中川合流 注連山を
背負っている 浸水想定区域 土砂災害警戒区域が広域で存在

H30年7月豪雨の災害対応を
タイムラインで考えてみる

30年7月豪雨災害 道路の冠水による通行止め 浸水被害 用水路
あふれる タイムラインで時系列ごと避難情報・気象情報を整理
要支援者の把握 防災マップで避難経路等確認→避難訓練実施が大
切 （まとめ）自助から共助(地域で) 「逃げ遅れゼロの地域へ」
地域での自主防災組織補助金を活用を

取組事例など
東谷自主防災組織 松岡さ
ん

30年災害では裏山の土砂災害1件発生 林道の通行止めとなり立地
的に一方通行避難となるため早めの避難しかない
○ウエブで世帯名簿を作成し、要支援情報も管理している
情報については役員でパスワード管理し個人情報に配慮している
○私の避難プランを提出しており、安否確認の訓練を実施。
○LINE登録し活用している、「コミュニティハウスへ自主避難して
ください」をLINEで流した



8月4日落合・津田・天津地区

8月6日木山・美川地区

8月7日河内・川東地区



落合垂水地区を共通の想定
地域に設定
旭川備中川合流 注連山を
背負う地形
浸水想定区域、土砂災害警
戒区域が広域で存在する

30年7月豪雨災害
道路の冠水による
通行止め
農業用水路あふれ
浸水被害





真庭市地域防災説明会(上水田・水田・呰部・中津井地区）

開催日時:会場 令和2年8月4日19時：北房振興局

出席者 自主防災組織代表7名自治会長２名防災士12名

モデル自主防災組織
中津井せんだんの会防災会(発表者：大月さん）
25年設立 15自治会430世帯

立地条件 中津井川 土石流急傾斜 川幅狭い 住宅地への冠水が心配される

過去の災害履歴、災害の特
性

30年7月豪雨災害 線状降水帯 天気図分析 S47年台風災害 台
風前線高気圧の影響 S47の災害状況 広報誌で紹介(振興局)

取組事例など
中津井せんだんの会防災会
大月さん

30年7月豪雨を教訓に地域の災害状況を「私の避難プラン」に活か
す取組について
○災害図上訓練→平時での確認が重要、まず安全な場所への避難
○要援護者の避難誘導(誰が誰を)→世帯名入りの地区の地図を作成
しており、毎年申し送りし更新している。対象の要配慮者24件を把
握している。自治会長を班長に避難行動の手段、経路、声かけ誘導
を行う 今後も図上訓練、避難訓練を続けて実施したい
○このことが生きた私の避難プランを作成するための取り組みと考
えている



8月4日19時～北房振興局

中津井せんだんの会防災会発表

中津井地区の30年7月豪雨災害の状況



災害図上訓練の取組



真庭市地域防災説明会(遷喬・米来・余野樫邑・草加部地区）
開催日時:会場 令和2年8月7日19時：久世公民館

出席者 自主防災組織代表19名自治会長22名防災士4名

モデル自主防災組織
草加部地区代表 大下自主防災組織(発表者：片山さん）

6自主防災組織 120世帯

立地条件 旭川右岸の浸水想定区域と背後の土砂災害警戒区域に挟まれる

過去の災害履歴、災害の特
性

H30年7月豪雨 避難準備～レベル3～避難勧告レベル4 家畜市場51
人避難 市道草加部線冠水

取組事例など
大下自主防災組織片山さん

草加部小学校で児童の引き渡し訓練を毎年開催
○小学校体育館避難場所の鍵の管理は地域と小学校長
○避難への声かけは各自治会ごと、まず隣近所から。
○レベル3には連絡網で電話連絡→草加部全体の話し合いをする
○要支援者の避難については、特定の人を決めずに地域全体で確認
し支援する(特定の人が不在の場合も考慮)
○備蓄品、災害資機材に補助金を活用



旭川右岸の浸水想定区域と背後の
土砂災害警戒区域に挟まれる

学校、児童、保護者、
地域が参加



真庭市地域防災説明会(湯原・二川地区）
開催日時:会場 令和2年8月11日19時：湯原ふれあいセンター

出席者 自主防災組織代表25名自治会長1名防災士3名

モデル自主防災組織
湯本自主防災組織(発表者：小松さん）
5自治会120世帯 避難場所は湯本コミュニティ ふれあいセンター

立地条件 湯原ダム直下旭川 田羽根川合流

過去の災害履歴、災害の特
性

ダム放流時には河川護岸崩壊や住宅の浸水の恐れ 土砂災害警戒
区域 過去に床下浸水 土砂災害 内水氾濫田羽根川

取組事例など
湯本自主防災組織 小松さ
ん

実際にみんなで地域を歩いて情報を収集 活動は少しずつから始
める○私の避難プラン76名把握
○組織体制について、区長以下あて職としている（人選了解が難し
いためスムーズな選定のため、5班編成で班長もあて職）
○各班とも平常時の活動と災害時の活動を取り決めている
○誰がどこに避難したかが安否確認ができなかった、そのため避難
先の状況把握のための「心得」を配布し届出をお願いしている
※課題 「心得」の周知徹底と災害発生が少ないため避難意識の低
下を懸念している○補助金で発電機と照明機器を購入している

湯原ふれあい
センター



避難先の状況把握のため
の「心得」を配布

湯原ダム直下の旭川と田羽根川が合流

ダム放流時には河川護岸崩壊や住宅の浸水の恐れ
土砂災害警戒区域も点在する





真庭市地域防災説明会(美甘地区）
開催日時:会場 令和2年8月12日19時：美甘振興局

出席者 自主防災組織代表5名自治会長0名防災士0名

モデル自主防災組織
本校上自主防災組織(発表者：中山さん）
設立H23年 10自治会 89世帯
組織は3班構成 ⬅コミュニティ協議会の傘下に自主防災組織

立地条件 新庄川沿の浸水害 急傾斜警戒区域の崩落、土砂災害警戒区域点在

過去の災害履歴、災害の特
性

H30年7月豪雨災害では健康増進施設の避難所開設 初めての特別
警報

取組事例など
本校上自主防災組織 中山
さん

健康増進施設の避難所開設について
初めての特別警報で避難勧告、声かけをし、鍵は役員3名が保管、
避難物資備蓄で対応した。名簿作成で避難者の無事を確認
※(課題) 放送では避難所名がなく迷った人がいた、避難所に市職
員の配置がない（仕方ないのかな）。避難所だけが避難ではないこ
との周知が不十分、なかなか避難してくれない、難しいと感じた。
避難した人からは、トイレが不十分 簡易トイレは使えない人もい
て抵抗がある、早めに声かけを消防がしたことはよかったなど。
東日本災害を参考に緊急連絡網作成（消防団員は公助扱いで除外）
日頃の取り組みについて

2年に一度避難訓練、消防署の消火訓練、避難所開設・運営訓練と
避難訓練、炊き出し訓練を実施。美味しいと評判。避難者確認調査
票でチェックし更新している。個人情報の管理をし要支援者の情報
も備考欄に記載している。
※(感想) 地道に避難訓練する事が役に立つ、継続してやっていき
たい。



新庄川沿の浸水害 急傾斜
警戒区域の崩落、土砂災害
警戒区域点在

H30年7月豪雨災害で
の健康増進施設の避難
所運営状況




