
西海市地域防災計画の修正について

番号 ページ 修正項目

① ２５
災害予防計画 事業所等の自主防災活動

（県地域防災計画に基づき追記）

② ３０
災害予防計画 相互応援体制の確立

（各協定書等締結に基づき追記）

③ ５５
災害予防計画 医療施設の災害に対する安全性の確保

（県地域防災計画に基づき追記）

④ ７８
災害応急対策計画
（風水害対策）

警戒レベルを用いた防災情報の提供
（県地域防災計画に整合）

⑤ ８５
災害応急対策計画
（風水害対策）

キキクル（警報の危険度分布）等の種類と概要
（県地域防災計画に整合）

⑥ ８６
災害応急対策計画
（風水害対策）

長崎県気象情報等
（県地域防災計画に基づき追記）

⑦ １１２
災害応急対策計画
（風水害対策）

土砂災害警戒区域等
（緊急的な傾斜地崩壊対策事業のため記載）

⑧ １１５
災害応急対策計画
（風水害対策）

防災情報の収集・伝達
（県地域防災計画に基づき追記）



番号 ページ 修正項目

⑨ １８０
災害応急対策計画
（震災対策）

緊急地震速報
（県地域防災計画に整合）

⑩ １８４
災害応急対策計画
（震災対策）

津波情報等の種類とその内容
（県地域防災計画に整合）

⑪ １８６
災害応急対策計画
（震災対策）

地震情報の種類、発表基準と内容
（県地域防災計画に整合）

⑫ ２４７
災害応急対策計画
（その他の災害対策）

火気気象通報の取扱い
（県地域防災計画に整合）



改正
理由

事業所等の自主防災活動について
（県地域防災計画に基づき追記）

ページ 現行計画 修正計画

① 25

第３章 自主防災組織の活動計画
４ 事業所等の自主防災活動
（１） 事業所の自主防災活動

事業所においては、自主的な防災組織を作り、
関係地域の自主防災組織と連携をとり、事業所
及び関係地域の安全の確保に積極的に努めるも
のとする。
事業所等における自主防災活動は、それぞれ
の事業所等の実情に応じて概ね次のものについ
て行うものとする。
① 防災訓練
② 従業員等の防災教育
③ 情報の収集、伝達体制の確立
④ 火災その他災害予防対策
⑤ 避難対策の確立
⑥ 応急救護等
⑦ 飲料水、食料、生活必需品等、災害時に
必要な物資の確保

第３章 自主防災組織の活動計画
４ 事業所等の自主防災活動
（１） 事業所の自主防災活動

事業所においては、自主的な防災組織を作り、
関係地域の自主防災組織と連携をとり、事業所
及び関係地域の安全の確保に積極的に努める
ものとする。
事業所等における自主防災活動は、それぞれ
の事業所等の実情に応じて概ね次のものについ
て行うものとする。
① 防災訓練
② 従業員等の防災教育
③ 情報の収集、伝達体制の確立
④ 火災その他災害予防対策
⑤ 避難対策の確立
⑥ 応急救護等
⑦ 飲料水、食料、生活必需品等、災害時に
必要な物資の確保
また、事業所は豪雨や暴風など屋外移動が

危険な状況であるときに従業員等が屋外を移動
することのないよう、テレワークの実施、時差出
勤、計画的休業など不要不急の外出を控えさせ
るための適切な措置を講ずるよう努めるものと
する。

赤色:修正



改正
理由

相互応援体制の確立
（各協定書等締結に基づき追記）

ページ 追 記

② 30

27 西海市社会福祉協議会との災害ボランティアセンター設置及び運営に関する協定書
西海市社会福祉協議会とは、地震、風水害等による大規模な災害が発生した時に、迅速

かつ効率的に被災者に対する生活支援活動を行うことができるよう、相互に連携してボラン
ティア活動を行う団体、又は個人を支援するためセンターを設置し、被災者等の生活安定に
寄与することを目的とする。

28 長崎県環境保全協会及び長崎県環境整備事業協同組合との災害時における災害廃棄物の処
理等の協力に関する協定書
本協定は、西海市において、台風、地震、豪雨等による災害が発生した場合における災害

廃棄物の撤去及び収集・運搬等に関して、西海市と長崎県環境保全協会及び長崎県環境整備
事業協同組合に協力を要請することができる。

29  株式会社バカンとの災害避難施設に係る情報の提供に関する協定
本協定は、災害に備え西海市が市民に対して必要な避難所等の災害に係る情報を提供する

手段を充実させるため西海市と株式会社バカンが互いに協力することを目的とする。



改正
理由

相互応援体制の確立
（各協定書等締結に基づき追記）

ページ 追 記

② 30

30 西海警察署との災害時における相互協力に関する協定書
本協定は、西海市内での災害発生時等の際に西海警察署が管理する庁舎での警察活動業務

遂行が困難となった場合において災害等に迅速・的確に対応し、市民の安全を確保するため、
本市が管理する施設の一部を西海警察署の代替施設として使用するにあたり、必要事項を定
め、相互に協力することを目的とする。

31 電気自動車及び再生可能エネルギーを核とした災害に強いカーボンニュートラルな地域づ
くりに係る連携協定覚書
本協定は、西海市と日産自動車株式会社、長崎日産自動車株式会社、日産プリンス長崎販

売株式会社は、電気自動車の普及を通じ、西海市内の自助力、共助力、公助力向上を図るた
め、本市による電気自動車の計画的な整備（or 電気自動車を非常用電源として活用できる
体制の構築）や市内の電気自動車普及に向けた諸施策の実施に加え、協定各社の協力を得て、
地震又は風水害等大規模災害が発生した若しくはその可能性があることによって、市内に大
規模停電発生のおそれがある場合に、電力不足が想定される指定避難所等において、電気自
動車から電力を供給することにより、住民の生命、身体及び財産を守るための基本的事項を
定めることを目的とする。



改正
理由

医療施設の災害に対する安全性の確保について
（県地域防災計画に基づき追記）

ページ 現行計画 修正計画

③ 55

第１２章 医療・保険に係る災害予防対策

１ 医療施設の災害に対する安全性の確保
県、西彼保健所及び市は、医療施設の災害に対
する安全性を確保するため、医療施設の管理者
（開設者）が実施する次の事項に関し、必要に応じ、
指導・助言その他の支援を行う。
（１） 医療施設における耐震性その他の安全性を
確保するよう啓発を行うこと。

（２） 医療施設の施設や設備等の常時点検を行う
こと。

（３） 医薬品等の備蓄を推進すること。
（４） 医療施設の職員及び入院患者に対し、災害
対策に関する啓発を行うこと。

（５） 災害時の医療活動の実施、入院患者の避難
方法、新たな入院患者の受入れへの対応等に
ついて定め、職員への教育を行うこと。
以下略

第１２章 医療・保険に係る災害予防対策
１ 医療施設の災害に対する安全性の確保
県、西彼保健所及び市は、医療施設の災害に対
する安全性を確保するため、医療施設の管理者
（開設者）が実施する次の事項に関し、必要に応じ、
指導・助言その他の支援を行う。
（１） 医療施設における耐震性その他の安全性を
確保するよう啓発を行うこと。

（２） 医療施設の施設や設備等の常時点検を行い、
発災後も事業継続が可能となる非常用電源の
確保に努めること。

（３） 医薬品等の備蓄を推進すること。
（４） 医療施設の職員及び入院患者に対し、災害
対策に関する啓発を行うこと。

（５） 災害時の医療活動の実施、入院患者の避難
方法、新たな入院患者の受入れへの対応等に
ついて定め、職員への教育を行うこと。
必要に応じて、入院患者の移送先医療施設

や避難経路を確認するとともに、移送先医療施
設と受入れ体制等の調整を行うこと。
以下略

赤色:修正



改正
理由

警戒レベルを用いた防災情報の提供について
（気象庁で定める標準記載に合わせた追記 県地域防災計画に整合）

ページ 現行計画 修正計画

④
78
～
81

第２章 通信及び情報収集伝達計画

２ 県天気予報、気象警報・注意報等

（１） <特別警報>

第２章 通信及び情報収集伝達計画

２ 県天気予報、気象警報・注意報等

（１） <特別警報>

特
別
警
報

大
雨

大雨が特に異常であるため重大な災
害が発生するおそれが著しく大きいと
きに発表される。大雨特別警報には、
大雨特別警報（土砂災害）、大雨特別
警報（浸水害）、大雨特別警報（土砂災
害、浸水害）のように、特に警戒すべき
事項が明記される。
災害が発生又は切迫している状況で
あり、命の危険が迫っているため直ち
に身の安全を確保する必要があること
を示す警戒レベル５に相当

暴
風

暴風が特に異常であるため重大な災
害が発生するおそれが著しく大きいと
きに発表される。
一部の建物の倒壊のおそれもあり、
避難指示の発令の検討も必要。

※ 以下警戒レベルに基づいて追記 （県地域防災計画に整合）

特
別
警
報

大
雨

大雨が特に異常であるため重大な災
害が発生するおそれが著しく大きいと
きに発表される。大雨特別警報には、
大雨特別警報（土砂災害）、大雨特別
警報（浸水害）、大雨特別警報（土砂災
害、浸水害）のように、特に警戒すべき
事項が明記される。
災害が発生直前又はすでに発生して
いる状況であり、命を守るための最善
の行動をとる必要があることを示す警
戒レベル５に相当

暴
風

暴風が特に異常であるため重大な災
害が発生するおそれが著しく大きいと
きに発表される。

赤色:修正



改正
理由

キキクル（大雨警報・洪水警報の危険度分布）等の種類と概要について
（気象庁で定める標準記載に合わせた追記 県地域防災計画に整合）

ページ 現行計画 修正計画

⑤ 85

第２章 通信及び情報収集伝達計画

３ 大雨警報・洪水警報の危険度分布等

警報の危険度分布の概要

第２章 通信及び情報収集伝達計画

３ キキクル（大雨警報・洪水警報の危険度分布）等

キキクル等の種類と概要

種 類 概 要

土砂キキクル
（大雨警報（土砂災害）
の危険度分布）※

大雨による土砂災害発生の危険度の高まりの予測を、地図上で１km四方の
領域ごとに５段階に色分けして示す情報。
２時間先までの雨量分布及び土壌雨量指数の予測を用いて常時１０分ごと
に更新しており、大雨警報（土砂災害）や土砂災害警戒情報等が発表された
時に、危険度が高まっている場所を面的に確認することができる。
・「危険」（紫）：危険な場所からの避難が必要とされる警戒レベル４に相当
・「警戒」（赤）：高齢者等は危険な場所からの避難が必要とされる警戒レベル
３に相当
・「注意」（黄）：避難に備えハザードマップによる災害リスト等の再確認等、
避難に備え自らの避難行動の確認が必要とされる警戒レベル２に相当

浸水キキクル

（大雨警報（浸水害）の

危険度分布）

短時間強雨による浸水害発生の危険度の高まりの予測を、地図上で1km四

方の領域ごとに５段階に色分けして示す情報。

１時間先までの表面雨量指数の予測を用いて常時１０分ごとに更新しており、

大雨警報（浸水害）等が発表された時に、危険度が高まっている場所を面的

に確認することができる。

・「警報」（赤）、「危険」（紫）：避難情報の発令の検討も必要

赤色:修正



改正
理由

キキクル（大雨警報・洪水警報の危険度分布）等の種類と概要について
（気象庁で定める標準記載に合わせた追記 県地域防災計画に整合）

ページ 現行計画 修正計画

⑤ 85

３ 大雨警報・洪水警報の危険度分布等

警報の危険度分布の概要

３ キキクル（大雨警報・洪水警報の危険度分布）等
キキクル等の種類と概要

種 類 概 要

洪水キキクル

（洪水警報の危険度

分布）

指定河川洪水予報の発表対象ではない中小河川（水位周知河川及びその他

河川）の洪水害発生の危険度の高まりの予測を、地図上で河川流路を概ね

１kmごとに５段階に色分けして示す情報。

３時間先までの流域雨量指数の予測を用いて常時１０分ごとに更新しており、

洪水警報等が発表された時に、危険度が高まっている場所を面的に確認する

ことができる。

・「危険」（紫）：危険な場所からの避難が必要とされる警戒レベル４に相当

・「警戒」（赤）：高齢者等は危険な場所からの避難が必要とされる警戒レベル３

に相当

・「注意」（黄）：避難に備えハザードマップによる災害リスト等の再確認等、

避難に備え自らの避難行動の確認が必要とされる警戒レベル２に相当

流域雨量指数の

予測値

指定河川洪水予報の発表対象ではない中小河川（水位周知河川及びその他

河川）の、上流域での降雨による、下流の対象地点の洪水危険度の高まりの

予測を、洪水警報等の基準への到達状況に応じて危険度を色分けした時系列

で示す情報。

６時間先までの雨量分布の予測（降水短時間予報等）を用いて常時１０分ご

とに更新している。

※「災害切迫」（黒）：警戒レベル５緊急安全確保の発令対象区域に絞り込みに活用

赤色:修正



参考資料
「警戒レベル一覧表」キキクル（危険度分布）「黒」の新設と「うす紫」「濃い紫」の統合 R4.6月～運用開始

○ それぞれの警戒レベルに相当する情報を、早めの避難行動の判断に役立ててください。
○ 市からの避難指示等の発令に留意するとともに、避難指示等が発令されていなくとも自らの避難の判断をしてください。
○ 警戒レベル５は、すでに安全な避難ができず命が危険な状況です。
警戒レベル３や４の段階で避難することが重要です。

※1 夜間～翌日早朝に大雨警報（土砂災害）に切り替える可能性が高い注意報は、高齢者等避難（警戒レベル３）に
相当します。

※2 「危険」（紫）が出現するまでに避難を完了しておくことが重要であり、「黒」は、大雨特別警報が発表された
際の警戒レベル５緊急安全確保の発令対象区域の絞り込みに活用することが考えられます。

警戒
レベル

住民がとるべき行動 市町村の情報 警報等
気象庁等の情報

キキクル（危険度分布）
指定河川
洪水予報

警戒

レベル５

命の危険

直ちに安全確保

緊急安全確保
※必ず発令される情報で
はない。

大雨
特別警報

災害切迫
（黒）

氾濫
発生情報

《警戒レベル４までに必ず避難》

警戒

レベル４

危険な場所から

全員避難 避難指示
土砂災害
警戒情報

危険
（紫）※2

氾濫
危険情報

警戒

レベル３

危険な場所から
高齢者等は避難
（他の住民は準備）

高齢者等避難

大雨警報※1

洪水警報

警戒

（赤）

氾濫

警戒情報

警戒
レベル２

自らの避難行動
の確認

大雨注意報
洪水注意報

注意
（黄）

氾濫
注意情報

警戒
レベル１

災害への心構え
を高める

早期
注意情報
（警報級の
可能性）

赤色:修正



改正
理由

長崎県気象情報等について
（気象庁で定める標準記載に合わせた追記 県地域防災計画に整合）

ページ 追 記

⑥
86
～
87

第２章 通信及び情報収集伝達計画

第１節 防災気象情報の伝達計画

６ 長崎県気象情報

気象の予報等について、特別警報・警報・注意報に先立って注意を喚起する場合や、特別警報・警

報・注意報が発表された後の経過や予想、防災上の留意点が解説される場合等に発表される。

「雨を要因とする特別警報が発表されたときには、その後速やかに、その内容を補足するため「記録

的な大雨に関する長崎県気象情報」という表現の気象情報が発表される。」

「大雨による災害発生の危険度が急激に高まっている中で、線状の降水帯により非常に激しい雨が

同じ場所で降り続いているときには、「線状降水帯」というキーワードを使って解説する「顕著な大雨に

関する長崎県気象情報」という表現の気象情報が府県気象情報として同時に発表される。」

７ 土砂災害警戒情報

大雨警報（土砂災害）発表後に、命に危険を及ぼす土砂災害がいつ発生してもおかしくない状況と

なったときに、市町長の避難指示の発令判断や住民の自主避難の判断を支援するため、対象となる

市町を特定して警戒が呼びかけられる情報で、長崎県と長崎地方気象台から共同で発表される。

ただし、佐世保市は「宇久地域」と「宇久地域を除く」、対馬市は「上対馬」と「下対馬」、西海市は「江

島・平島」と「江島・平島を除く」に分けて発表される。

市町内で危険度が高まっている詳細な領域は土砂キキクル（大雨警報（土砂災害）の危険度分布）で

確認することができる。危険な場所からの避難が必要とされる警戒レベル４に相当

赤色:修正



改正
理由

長崎県気象情報等について
（気象庁で定める標準記載に合わせた追記 県地域防災計画に整合）

ページ 追 記

⑥
86
～
87

第２章 通信及び情報収集伝達計画

第１節 防災気象情報の伝達計画

８ 記録的短時間大雨情報

長崎県内で大雨警報発表中の二次細分地域において、キキクルの「危険」（紫）が出現し、かつ数年

に一度程度しか発生しないような猛烈な１時間降水量が観測（地上の雨量計による観測）又は解析

（気象レーダーと地上の雨量計を組み合わせた分析）されたときに気象庁から発表される。

この情報が発表されたときは、土砂災害及び低地の浸水や中小河川の増水・氾濫による災害発生に

つながるような猛烈な雨が降っている状況であり、実際に災害発生の危険度が高まっている場所を確

認する必要がある。

赤色:修正

府県予報区 一次細分区域
市町等を

まとめた地域
二次細分区域

長崎県
南部 西彼杵半島 西海市（江島・平島を除く）

五島 上五島 西海市（江島・平島）

参考資料

令和３年８月豪雨 本土（西海） 降水量（mm） 江島・平島（上五島） 降水量（mm）

１日 １時間最大 １日 １時間最大
11日（水） 108.0 27.5 124.0 54.0

12日（木） 176.5 26.5 81.0 13.0
13日（金） 192.0 51.0 148.0 51.5

14日（土） 261.0 53.5 170.5 41.5
15日（日） 0.0 0.0 0.0 0.0

16日（月） 51.5 12.5 98.5 26.0
17日（火） 48.5 14.0 13.5 4.0

18日（水） 0.5 0.5 0.0 0.0
19日（木） 0.0 0.0 0.0 0.0

計 838.0 635.5

※長崎県の「記録的短時間大雨情報」
１時間雨量１１０mm



改正
理由

土砂災害警戒区域等について
（緊急的な傾斜地崩壊対策事業のため記載）

ページ 追 記

⑦ 112

第８章 土砂災害における警戒避難計画
第１節 土砂災害危険箇所
土砂災害危険箇所とは、長崎県が一定の仕様に基づき、大雨などにより土石流の発生・がけ崩れの発
生・地すべりの発生の恐れのある箇所を調査公表しているものであり、土砂災害危険箇所と山地災害危
険地区がある。

＜土砂災害危険箇所数＞
略（※細部土砂災害警戒区域による。）

＜山地災害危険地区数＞ Ｒ４．３．２７現在

※「山地災害危険地区一覧表」資料編による。

資料編 ： 略

◎「山地災害危険地区一覧表」を資料編に記載することにより、災害救助法が適用された場合、地域防

災計画に記載されていることで対策事業が推進できる一つの要件となっている。

災害危険地区

山腹崩壊危険地区 ７４

崩壊土砂流出危険地区 ３６

地すべり危険地区 ５

計 １１５

赤色:修正



改正
理由

土砂災害警戒区域等について
（緊急的な傾斜地崩壊対策事業のため記載）

ページ 追 記

⑦ 112

第８章 土砂災害における警戒避難計画
第２節 土砂災害警戒区域
土砂災害警戒区域とは、平成１３年度に施行された土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策
の推進に関する法律（土砂災害防止法）により、土砂災害（がけ崩れ、土石流、地滑り）から国民の生命
及び身体を保護するため、土砂災害が発生するおそれがある区域を明らかにし、警戒避難体制の整備
や一定の開発行為の制限及び建築物の構造規制、既存住宅の移転促進などの対策を推進するため、
調査結果に基づき指定する区域であり、警戒区域と特別警戒区域がある。

＜土砂災害警戒区域等数＞ Ｒ２．３．２７現在

※特別警戒区域では、一定の開発行為の制限や居室を有する建築物の構造が規制される。

※「土砂災害警戒区域及び土砂災害特別区域一覧表」資料編による。

資料編 ： 略

◎「土砂災害警戒区域及び土砂災害特別区域一覧表」を資料編に記載することにより、災害救助法が適

用された場合、地域防災計画に記載されていることで対策事業が推進できる一つの要件となっている。

◎「土砂災害警戒区域及び土砂災害特別区域」は、西海市ホームページ「防災情報」→「西海市地域別

防災ハザードマップ」で閲覧可能

災害警戒区域 うち特別警戒区域

急傾斜地の崩壊（がけ崩れ） ９２２ ８９２

土石流 １１９ ９７

地すべり ７９ ０

計 １,１２０ ９８９

赤色:修正



基準の内容

適用基準Ι ・市内で、50世帯以上の世帯の住家が滅失した場合｡

適用基準Ⅱ
・県内において住家が滅失した世帯の数が1,500世帯以上であって、
市内で、25世帯以上の世帯の住家が滅失した場合｡

適用基準Ⅲ

・県内において住家が滅失した世帯の数が7,000世帯以上である場
合又は当該災害が隔絶した地域に発生したものである等災害にか
かった者の救護を著しく困難とする特別の事情がある場合であって、
市内で多数の世帯の住家が滅失した場合｡

適用基準Ⅳ
・多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じ
た場合｡

◎ 災害救助法適用基準
救助法による応急救助は、災害による被害が一定規模以上に達したときに行われるので
あり、市の区域内の人口と災害によって住家が滅失した世帯の数が法適用の基準とされて
いる｡

※西海市地域防災計画 第9章 救助法の適用に関する計画
<西海市における災害救助法の適用基準>P120による。

参考資料



改正
理由

防災情報の収集・伝達について
（県地域防災計画に基づき追記）

ページ 現行計画 修正計画

⑧
115
～
116

第８章 土砂災害における警戒避難計画
３ 情報の収集・伝達
（１） 情報の収集・伝達

略
（２） 情報の種類と収集方法

土砂災害に関する情報を分類すると、降雨
量、大雨注意報、大雨警報、台風情報など降
雨に関する情報および地震噴火等の情報と
土砂災害の発生場所、規模、被害状況、復旧
状況など災害に関する情報に大別できる。
以下略

（３） 情報の伝達
略

（４） 情報の伝達方法
市は、収集した情報を伝達するため、有線

放送、広報車、サイレン、マイク放送、戸別訪
問等の方法により、また緊急情報については
携帯無線等を使用し、迅速かつ正確に行うも
のとする。
以下略

第８章 土砂災害における警戒避難計画
３ 情報の収集・伝達
（１） 情報の収集・伝達

略
（２） 情報の種類と収集方法

土砂災害に関する情報を分類すると、降雨
量、土砂キキクル（大雨警報（土砂災害）の危
険度分布）、大雨注意報、大雨警報（土砂災害）、
土砂災害警戒情報、大雨特別警報、台風情報な
ど降雨に関する情報および地震噴火等の情報と
土砂災害の発生場所、規模、被害状況、復旧状
況など災害に関する情報に大別できる。
以下略

（３） 情報の伝達
略

（４） 情報の伝達方法
市は、収集した情報を伝達するため、防災行

政無線（戸別無線機を含む。）、有線放送、広
報車、サイレン、マイク放送、戸別訪問等の方
法により、また緊急情報については携帯無線
等を使用し、迅速かつ正確に行うものとする。
以下略

赤色:修正



改正
理由

緊急地震速報について
（気象庁で定める標準記載に合わせた修正 県地域防災計画に整合）

ページ 現行計画 修正計画

⑨ 180

第２章 情報活動
２ 情報の受理、伝達、周知
（２） 緊急地震速報
ア 気象庁は、震度５弱以上の揺れが予想さ
れた場合に、震度４以上が予想される地域
（緊急地震速報で用いる区域）に対し、緊急
地震速報（警報）を発表する。

また、最大震度３以上又はマグニチュード
3.5以上等と予想されたときに、緊急地震速報
（予報）を発表する。

第２章 情報活動
２ 情報の受理、伝達、周知
（２） 緊急地震速報
ア 気象庁は、最大震度５弱以上の揺れが予想
された場合に、震度４以上が予想される地域
（緊急地震速報で用いる区域）に対し、緊急地
震速報（警報）を発表する。

また、最大震度３以上又はマグニチュード3.5
以上等と予想されたときに、緊急地震速報（予
報）を発表する。
なお、緊急地震速報（警報）のうち予想震度が
６弱以上のものを特別警報に位置付けている。

都道府県名
緊急地震速報で
用いる区域の名称

市区町名

長崎県

長崎県南西部
長崎市、諫早市、大村市、西海市（江島・平島を除く）、
西彼杵郡（長与町、時津町）

長崎県島原半島 島原市、南島原市、雲仙市

長崎県北部
佐世保市（宇久町を除く）、平戸市、松浦市、東彼杵郡
（東彼杵町、川棚町、波佐見町）、北松浦郡（佐々町）

長崎県五島
佐世保市（宇久町）、五島市、西海市（江島・平島）、
南松浦郡（新上五島町）、北松浦郡（小値賀町）

長崎県壱岐 壱岐市

長崎県対馬 対馬市

赤色:修正



改正
理由

津波情報等の種類とその内容について
（気象庁で定める標準記載に合わせた追記 県地域防災計画に整合）

ページ 追 記

⑩ 184

第２章 情報活動
２ 情報の受理、伝達、周知

（３）津波警報等の種類とその内容

〇沖合で観測された津波の最大波（観測値及び沿岸での推定値）の発表内容

（注）沿岸からの距離が100kmを超えるような沖合の観測点では、津波予報区との対応付けが
難しいため、沿岸での推定値は発表しない。また、最大波の観測値については数値ではなく

「観測中」の言葉で発表して、津波が到達中であることを伝える。

【一例】令和４年１月１６日（日）午前４時０７分津波警報・注意報発表（１４時００分解除）

南太平洋トンガ沖の海底噴火 → 気象庁は大きな潮位変化を観測
（日本から約8,000Km離れている） （前日まで「日本への被害の心配はない」）

・岩手県沿岸に津波警報発表
・長崎県西方に津波注意報発表

発表中の津波警報等 沿岸で推定される津波の高さ 発表内容

大津波警報（特別警報）

３ｍ超
沖合での観測値、沿岸での推定値とも
数値で発表

３ｍ以下
沖合での観測値を「観測中」、沿岸で
の推定値を「推定中」と発表

津波警報

１ｍ超
沖合での観測値、沿岸での推定値とも
数値で発表

１ｍ以下
沖合での観測値を「観測中」、沿岸で
の推定値を「推定中」と発表

津波注意報 （すべての場合）
沖合での観測値、沿岸での推定値とも
数値で発表

赤色:修正



改正
理由

地震情報の種類、発表基準と内容について
（気象庁で定める標準記載に合わせた追記 県地域防災計画に整合）

ページ 追 記

⑪ 186

第２章 情報活動
２ 情報の受理、伝達、周知

（３）津波警報等の種類とその内容
エ 地震情報の種類、発表基準と内容

地震情報の

種類
発表基準 内容

震度速報 ・震度３以上 ・地震発生約１分半後に、震度３以上を観測した地域
名（全国を188地域に区分）と地震の揺れの検知時刻
を速報。

震源に関す
る情報

・震度３以上
・津波警報・注意報発表または
若干の海面変動が予想される
場合
・緊急地震速報（警報）を発表
した場合

・「津波の心配がない」または「若干の海面変動がある
かもしれないが被害の心配はない」旨を付加して、地
震の発生場所（震源）やその規模（マグニチュード）を
発表。

震源・震度
に関する情
報

以下のいずれかを満たした場合
・震度３以上
・津波警報・注意報発表または
若干の海面変動が予想される
場合

・地震の発生場所（震源）やその規模（マグニチュード）、
震度３以上の地域名と市町村毎の観測した震度を発
表。
・震度５弱以上と考えられる地域で、震度を入手してい
ない地点がある場合は、その市町村名を発表。

赤色:修正



改正
理由

火災気象通報の取扱いについて
（気象庁で定める標準記載に合わせた修正 県地域防災計画に整合）

ページ 現行計画 修正計画

⑫ 247

第１章 消防活動計画
６ 火災気象通報の取扱い

火災気象通報は、消防法第22条第２項により
気象官署から県を通じ、市に通報される。
（１） 通報系統
ア 通報区分

略
イ 通報基準

略
ウ 通報内容及び時刻
毎日５時頃（日本時間、以下同様）、翌日９時

までの気象状況の概要を気象概況として通報
する。この際、火災気象通報の通報基準に該当
または該当するおそれがある場合は、これを
もって火災気象通報とし注意すべき事項を追加
する。
また、直前の通報内容と異なる「乾燥注意報」
または「強風注意報」の発表があった場合は、
その発表をもって火災気象通報に代えることと
する。

第１章 消防活動計画
６ 火災気象通報の取扱い

火災気象通報は、消防法第22条第２項により
気象官署から県を通じ、市に通報される。
（１） 通報系統
ア 通報区分

略
イ 通報基準

略
ウ 通報内容及び時刻
毎日５時頃（日本時間、以下同様）、翌日９時

までの気象状況の概要を気象概況として通報
する。この際、火災気象通報の通報基準に該当
または該当するおそれがある場合は、これを
もって火災気象通報とし注意すべき事項を追加
する。
また、直前の通報内容と異なる状況となった
場合は、その旨を随時通報する。

赤色:修正


