
項　　　　目 地　域　防　災　計　画　の　修　正　箇　所 新旧対象表頁番号

 １　南海トラフ地震の今後の発生確率等の追加

【震災対策編】
　第１章 総則
　　第３節 地震被害の想定
　　　第６　想定地震の今後の発生確率

93

 ２　魚切ダムの放流に関する通知の修正

【基本・風水害対策編】
　第３章 災害応急対策
　　第３節 情報の収集及び伝達
      第２　気象情報等の収集及び伝達
　　　　表３－３－５　魚切ダムの放流に関する通知
　　　　　　　　　　　の種類と内容

94

【基本・風水害対策編】
　第５章　公益事業等防災計画
　　第４節　交通輸送施設
　　　第１　西日本旅客鉄道株式会社広島支社、西日本旅
            客鉄道株式会社新幹線管理本部

95・96

【基本・風水害対策編】
　第５章　公益事業等防災計画
　　第４節　交通輸送施設
　　　第７　広島交通株式会社

97

【基本・風水害対策編】
　第５章　公益事業等防災計画
　　第２節　ガス施設（広島ガス株式会社）

98

【基本・風水害対策編】
　第５章　公益事業等防災計画
　　第５節　放送機関
　　　第１　日本放送協会広島放送局

99・100

【基本・風水害対策編】
　第５章　公益事業等防災計画
　　第５節　放送機関
　　　第５　株式会社テレビ新広島

101～103

【基本・風水害対策編】
　第５章　公益事業等防災計画
　　第４節　交通輸送施設
　　　第９　広島県広島ヘリポート管理事務所
　　　　別紙１・別紙３

104・105

基準等の改正や組織再編等に伴い修正する項目 （平成２５年９月）

 ・　株式会社テレビ新広島の災害時緊急放送の実施に係る計画の見直しに伴う修正
　　■「災害緊急放送の実施」⇒「災害時放送業務継続計画」

修　　正　　の　　概　　要　　等

 
 ・　地震調査研究推進本部の南海トラフの長期評価（平成２５年５月２４日公表）の改定に伴い、南海トラフ地震の発生確率等の追加

 ・　広島交通株式会社の所有するバスの台数の時点修正
　
　　■勝木営業所　４３台⇒４１台
　　■大林営業所　４３台⇒４２台
　　■高陽営業所　５４台⇒５２台

 ・　広島ガス株式会社の災害の種別に、津波の追加

　　■台風、洪水、高潮、地震、津波、火災、その他による広範囲にわたるガス施設の災害

 ・　日本放送協会広島放送局の災害対策本部名称及び放送施設の修正

　　■非常災害対策本部⇒災害対策本部
　　■比治山テレビ放送所⇒広島デジタルテレビ放送所

 ・　西日本旅客鉄道株式会社の事故対策本部体制の副本部長、連絡先の名称等の修正
　
　　■副本部長　「次長」⇒「副支社長」
　　■連絡先　　「総務企画課」⇒「総務課」　等

 ・　魚切ダムの放流に関する通知の用語の修正
　
　　■急激放流⇒急激な水位上昇
　　■洪水を終了⇒洪水調節を終了　等

 ・　広島ヘリポート緊急計画の関係機関の名称等及び緊急対策本部等の連絡先の名称の修正
　
　　■関係機関　　広島県警察本部（広島中央警察署）⇒広島県警察本部（広島西警察署）
　　■連絡先（広島県）　　総務局秘書広報部⇒総務局秘書課　総務局広報課

 ３　公益事業等防災計画の修正

資料４

想 定 地 震 
今後の発生確率 平 均 発 生 間 隔 

10 年以内 30 年以内 50 年以内 最 新 発 生 年 月 日 

南 海 ト ラ フ 地 震 20％程度 60％～70％ 90％程度以上 

（次回までの標準的 

な値 88.2 年） 

67 年前 
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項　　　　目 地　域　防　災　計　画　の　修　正　箇　所 新旧対象表頁番号

 ４　洪水注意報及び洪水警報の発表基準の修正

【基本・風水害対策編】
　第３章　災害応急対策
　　第３節　情報の収集及び伝達
　　　第２　気象情報等の収集及び伝達

106

 ５　鉄軌道施設の概要の修正
【都市災害対策編】
　第４章　鉄道災害対策
　　資料１　鉄軌道施設の概要

107

 ６　広島ヘリポートにおける航空機の運航状況
   の修正

【都市災害対策編】
　第３章　航空機災害対策
　　第２節　市域における飛行場施設等の現況

108

 ７　広島ヘリポートグリッドマップの修正
【都市災害対策編】
　第３章　航空機災害対策
　　資料１　広島ヘリポートグリッドマップ

109

【基本・風水害対策編】
　第１章　総則
　　第３節　処理すべき事務又は業務の大綱
　第３章　災害応急対策
　　第１３節 遺体の捜索・処理及び火葬対策

110～112

【震災対策編】
　第３章 震災応急対策
　　第１３節 遺体の捜索・処理及び火葬対策

113・114

【基本・風水害対策編】
　第３章 災害応急対策
　　第１７節 輸送対策
　　　第１　道路交通応急対策

115・116

【震災対策編】
　第３章 震災応急対策
　　第１７節 輸送対策
　　　第３　緊急通行車両の確認手続き

117・118

【基本・風水害対策編】
　第３章 災害応急対策
　　第２５節　応援要請及び協力要請
　　　第３　国及び他の地方公共団体等への応援要請

119

【震災対策編】
　第３章 震災応急対策
　　第２５節　応援要請及び協力要請
　　　第３　国及び他の地方公共団体等への応援要請

120

 ・　「警察官等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律」の改正に伴う、用語の修正

　　■「見分」⇒「調査」

 ９　緊急通行車両の確認手続きの修正

  ・　緊急通行車両標章の掲示位置及び緊急通行車両の確認手続の修正
　
　　■標章の掲示位置　　「運転席と反対側」⇒「当該車両前面」
　　■確認手続　　　　　必要書類に自動車検査証を追加　等

修　　正　　の　　概　　要　　等

  ・　大都市水道局災害相互応援に熊本市が追加されたため、覚書の名称を修正
　
　　■１９大都市水道局災害時相互応援に関する覚書（平成２５年３月３１日締結）

 ・　広島ヘリポートにおける航空機の離着陸回数及び常駐する回転翼航空機数の時点修正

　　■離着陸回数　1,265回/年⇒1,648回/年
　　■常駐する回転翼航空機　15機⇒16機

 ・　広島ヘリポートの北側及び南側の一部が管理区域外となったことに伴う、広島ヘリポートグリッドマップの修正

 ・　広島地方気象台が発表する洪水注意報・警報の発表基準に、指定河川洪水予報による基準を追加

 ・　鉄軌道施設の利用者数の時点修正

　　■51,250人【平成23年度実績】⇒52,294人【平成24年度実績】

 10　広域応援協定の修正（大都市水道局災害相互
   応援に関する覚書）

 ８　検視に関する用語の修正

■洪水注意報の発表基準の追加：指定河川洪水予報の基準観測点で、はん濫注意報の発表基準を満たしているとき。 
 
■洪水警報の発表基準の追加：指定河川洪水予報の基準観測点で、はん濫警戒情報又ははん濫危険情報の発表基準

を満たしているとき。 
 

指定河川 太田川上流 太田川下流 三篠川 根谷川 

基準観測点 土居・加計・飯室 中野・矢口第一・祇園大橋 中深川 新川橋 
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項　　　　目 地　域　防　災　計　画　の　修　正　箇　所 新旧対象表頁番号

【基本・風水害対策編】
　第３章 災害応急対策
　　第２５節　応援要請及び協力要請
　　   第３　国及び他の地方公共団体等への応援要請

119

【震災対策編】
　第３章　震災応急対策
　　第２５節　応援要請及び協力要請
　　　第３　国及び他の地方公共団体等への応援要請援要請

120

 12　土砂災害警戒避難体制の整備
【水防計画】
　別表第１２　土砂災害警戒区域指定地区と警戒避難体制

121・122

 13　災害時要援護者利用施設の追加・削除
【水防計画】
　別表第１４　水防法第１５条第１項第３号で規定される施設

123～133

 14　下水道施設の汚水処理人口及び処理人口普
     及率の修正

【都市災害対策編】
　第９章　ライフライン災害対策
　　第２節　市域におけるライフライン施設等の現況

134

【基本・風水害対策編】
　第２章　災害予防計画
　　第５節　防災拠点施設等の機能確保及び防災施設・設
　　　　　　備等の整備
　　　第１　防災拠点施設等の機能確保

135

【震災対策編】
　第２章 震災予防計画
　　第９節 災害応急体制の整備
　　　第５　防災拠点施設等の機能確保

136

 16　広島地区排出油等防除協議会会則の修正
【都市災害対策編】
　第２章　海上災害対策
　　資料６　広島地区排出油等防除協議会会則

137・138

 17　海上流出油対策用資機材の保有状況の修正
【都市災害対策編】
　第２章　海上災害対策
　　資料７　海上流出油対策用資機材の保有状況

139

 18　大規模火事災害への主な対応用資機材の保有
　 状況の修正

【都市災害対策編】
　第６章　大規模火事災害対策
　　別表７　消防機関及び関係機関における大規模火事災
　　　　　　害への主な対応用資機材（消防車両を除く。）
　　　　　　の保有状況

140

修　　正　　の　　概　　要　　等

 ・　土砂災害警戒区域の指定に伴い、警戒避難体制を整備した安佐北区可部小学校区（東部）及び亀山小学校区（可部町勝木（上行森））
　 の指定区域を追加

 ・　下水道施設の汚水処理人口及び処理人口普及率の時点修正
    ■汚水処理人口：1,114,700人⇒1,118,411 人
　　■汚水処理人口普及率：94,4％⇒94.6％

 15　廃棄物処理拠点施設の追加

  ・　廃棄物処理拠点施設の追加
　
　　■農業集落排水処理施設
　　■小規模下水道施設

 ・　浸水想定区域内の災害時要援護者利用施設（水防法に基づき洪水予報等必要な情報を伝達する施設）の時点修正

 ・　海上流出油対策用資機材の保有数の時点修正

 ・　広島地区排出油等防除協議会会則の会員名簿及び連絡系統図の電話番号等の修正

 ・　消防機関及び関係機関における大規模火事災害への主な対応用資機材（消防車両を除く。）の保有数量の時点修正

 11　日本水道協会中国四国地方支部相互応援対策
　 要綱の名称の修正

  ・　社団法人日本水道協会中国四国地方支部が公益社団法人となったことに伴う、要綱名称の修正

　　■公益社団法人日本水道協会中国四国地方支部相互応援対策要綱（平成２５年４月１日変更）
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