
土砂災害に関する避難確保計画

年 月 日作 成：

（改 訂： 年 月 日）

１［目的］

土砂災害に関する避難確保計画（以下、「避難確保計画」という）は、土砂災害防止法

第八条の二に基づき、 近隣で土砂災害の発生または発生のお

それがある場合に対応すべき必要な事項を定め、土砂災害から円滑かつ迅速な避難の確保

を図ることを目的とする。

本避難確保計画は、 に勤務する職員（以下「施設職員」

という）および施設の利用者または出入りする全ての者（以下「利用者等」という）に適

用する。

２［防災体制に関する事項］

(1)［各班の任務と組織］

1) 各班の任務

①

②

③

2)

図-１ 職員の役割分担

組織図

≪昼間≫

施設統括 施設管理者

≪夜間≫

施設統括 施設管理者



3) 参集基準

表１ 参集基準

4) 連絡網

図２ 緊急時連絡網

5) 関係機関緊急連絡先

表２ 関係機関緊急時連絡先
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(2)［事前対策］

(3)［情報収集及び伝達］

表３ 主な情報及び収集方法

表４ 情報伝達の内容・連絡先等

３［避難誘導に関する事項］

1) 避難誘導等

収集する情報

気象情報

    施設職員共有方法

土砂災害警戒情報

収集方法

避難勧告等

・避難準備・高齢者等避難開始

・避難勧告

・避難指示等

報告対象

情報

担当者 伝達 報告先

前兆現象

被害情報

避難準備

等について

避難開始

等について



2) 避難基準

①

②

＜土砂災害の前兆現象＞

・がけの表面に水が流れ出す。

・がけから水が噴き出す。

・小石がパラパラと落ちる。

・がけからの水が濁りだす。

・がけの樹木が傾く。

・樹木の根の切れる音がする。

・樹木の倒れる音がする。

・がけに割れ目が見える。

・斜面がふくらみだす。

・地鳴りがする。

3)避難方法

①

②

4)避難経路

①

②



5) 施設周辺や避難経路の点検

①施設周辺の点検

②避難経路の点検

6) 避難の実施

４［避難の確保を図るための施設の整備に関する事項］

1)

2)

表５ 避難確保資器材等一覧

５［防災教育及び訓練の実施に関する事項］

1)防災教育

その主な内容は以下のとおり。

①

②

③

④

活動の区分

情報収集・伝達

避難誘導

使用する設備又は資器材



2) 訓練

①

②

③

④

3）訓練の実施時期

①

②

【施設内掲示用 避難確保計画イメージ】
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