
笠岡市地域防災計画（資料編）新旧対照表

頁 行 修正前 修正後 理由

1

34 3

表中

資料１－６ 海岸保全区域，一般公共海岸区域，県管理漁

港・港湾，市管理漁港・港湾

１ 国土交通省所管

（新設）

資料１－６ 海岸保全区域，一般公共海岸区域，県管理漁

港・港湾，市管理漁港・港湾

１ 国土交通省（水管理・国土保全局）所管

海岸名 金浦海岸

区 域 笠岡市金浦字金崎～生江浜字沖浦

延長(m) 2334.0
管理者 岡山県知事

告示年月日 H27. 3.31
番 号 179

県からの

修正意見

35 ４ 国土交通省所管 ４ 国土交通省（港湾局）所管 県 か ら の

修正意見

45 表中

○岡山県急傾斜地崩壊危険区域の指定

資料１－８ 急傾斜地崩壊危険区域指定箇所

（新設）

○岡山県急傾斜地崩壊危険区域の指定

資料１－８ 急傾斜地崩壊危険区域指定箇所

区域名 横島浜平

位 置 横 島

摘 要 H.15.11.28 県告第 549 号

現 況

着 手 ○

区域名 銀 山 東

位 置 吉 浜

摘 要 H.27.3.27 県告第 167 号

現 況

着 手 ○

県からの

修正意見
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区域名 銀 山 西

位 置 吉 浜

摘 要 H.27.3.27 県告第 168 号
現 況
着 手 ○

区域名 大 冝

位 置 大 冝

摘 要 R.1.12.24 県告第 568 号
現 況
着 手 ○

50 表中

資料１－16 消防力一覧表

○笠岡地区消防（笠岡市のみ)（令和３年 10 月 31 日現在）
消防本部（署） 北出張所 計

職員数 73 15 88

○笠岡市消防団 （令和３年 10 月 31 日現在）

団員数（実員）

団 本 部 25

笠岡分団 84

今井分団 60

金浦分団 62

城見分団 56

陶山分団 54

資料１－16 消防力一覧表

○笠岡地区消防（笠岡市のみ)（令和 4年 10 月 31日現在）
消防本部（署） 北出張所 計

職員数 75 14 89

○笠岡市消防団 （令和４年 10 月 31日現在）

団員数（実員）

団 本 部 25

笠岡分団 80

今井分団 57

金浦分団 62

城見分団 53

陶山分団 48

時点修正

値の修正

時点修正

値の修正
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大井分団 75

吉田分団 57

新山分団 46

北川分団 67

神内分団 76

大島分団 89

神外分団 55

白石島分団 48

北木島分団 55

真鍋島分団 38

計 947

大井分団 73

吉田分団 48

新山分団 41

北川分団 66

神内分団 76

大島分団 83

神外分団 58

白石島分団 47

北木島分団 59

真鍋島分団 37

計 913

51 資料１－17 消防現有水利状況調

（令和３年 10 月 31日現在）
貯水池

40㎥以上
今 井 1

城 見

新 山

北 川

計 4

資料１－17 消防現有水利状況調

（令和４年 10 月 31 日現在）
貯水池

40 ㎥以上
今 井 2

城 見 3

新 山 3

北 川 1

計 12

時点修正

値の修正
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52 表中

資料１－18 消防相互応援協定締結状況

応援協定締結年月日 Ｈ30.4.1 更新 R3.4.1
協定締結機関・協定名 消防庁舎使用不能時における施設

利用に関する協定（株式会社メイホ

ウテック・社会福祉法人サンフェニ

ックス）

（新設）

（削除）

応援協定締結年月日 Ｒ4.4.11
協定締結機関・協定名 災害時における笠岡警察署・笠岡

地区消防組合の代替災害警備本部としての使用に関する

協定

廃止のた

め削除

追加

53 表中

資料１－19 避難所及び指定避難場所一覧表

指定避難所及び指定緊急避難場所（兼用施設）

施設番号 36
名称 旧大島東小学校

避難所施設（校舎等）

面積 1,668
収容人員 556

避難所施設（体育館等）

面積 894
収容人員 298

避難所計

面積 2,562
収容人員 854

避難場所計

面積 5,957
収容人員 5,957

資料１－19 避難所及び指定避難場所一覧表

指定避難所及び指定緊急避難場所（兼用施設）

施設番号 36
名称 旧大島東小学校

避難所施設（校舎等）

面積 63
収容人員 21

避難所施設（体育館等）

面積 （削除）

収容人員 （削除）

避難所計

面積 63
収容人員 21

避難場所計

面積 3,458
収容人員 3,458

施設の利

活用によ

る修正
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54 枠外 （新設） ※施設番号 69 の敬愛園にあっては，R5.3.31 をもって閉

園するため R6 削除予定

施設の閉

鎖

54 表中

協定に基づく緊急避難場所（津波避難ビル等）

3 青松楼

協定に基づく緊急避難場所（津波避難ビル等）

3 笠岡すみれハイム 名称変更

55 表中

福祉避難所一覧表

1 名称 特別養護老人ホーム 三愛園

経営主体 社会福祉法人サンフェニックス

福祉避難所一覧表

1 名称 特別養護老人ホーム 笠岡すみれ園

経営主体 社会福祉法人すみれ福祉会

名称変更

62 表中

資料１－32 関係機関電話番号一覧表

中国電力ネットワーク 086-463-9455
倉敷ネットワークセンター 0120-412-788

資料１－32 関係機関電話番号一覧表

中国電力ネットワーク 090-3742-9539
倉敷ネットワークセンター 0120-412-788

連 絡 先 の

変更

101 表中

資料１－41 浸水想定区域及び土砂災害警戒区域内の

要配慮者利用施設一覧表

（新設）

No.28～38

No.39

資料１－41 浸水想定区域及び土砂災害警戒区域内の

要配慮者利用施設一覧表

No.28
施設名 まや児童クラブ

住所 笠岡市笠岡 2786-2
土砂災害警戒区域 ○

No.29～39

No.40

施設の新

設
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施設名 三愛園短期入所生活介護事業所

No.40

No.41
施設名 ケアハウス三愛

No.42
施設名 特別養護老人ホーム 三愛園

No.43
施設名 老人保健施設ナーシングホーム三愛

（新設）

No.44

（新設）

No.45

施設名 短期入所生活介護 笠岡すみれ園

No.41

No.42
施設名 ケアハウス 笠岡すみれケア

No.43
施設名 特別養護老人ホーム すみれ園

No.44
施設名 老人保健施設 笠岡すみれ苑

No.45
施設名 短期入所療養介護 すみれ苑

住所 笠岡市笠岡 1080-1
土砂災害警戒区域 ○

No.46

No.47
施設名 グループホームゆめ

住所 笠岡市神島 5486
土砂災害警戒区域 ○

No.48

名称変更

名称変更

施設の新

設

施設の新

設
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No.46
施設名 養護老人ホーム 敬愛園

（新設）

No.49
施設名 養護老人ホーム 敬愛園

※R5.3.31 をもって閉園するため R6 削除予定

No.50
施設名 重度障害支援センターすまいるキッズ

住所 笠岡市大河 793
土砂災害警戒区域 ○

施設の閉

鎖

施設の新

設

105 表中

資料１－44 災害拠点病院

(2) 地域災害拠点病院

（新設）

病院名 総合病院落合病院

所在地 真庭市落合町垂水 251

資料１－44 災害拠点病院

(2) 地域災害拠点病院

（上から５番目となるように挿入）

病院名 川崎医科大学総合医療センター

〒 700-8505

所在地 岡山市北区中山下 2-6-1

電話番号 086-225-2111

病院名 総合病院落合病院

所在地 真庭市落合町上市瀬 341

県からの

修正意見

112 （新設） 資料１－48 都市公園一覧

（一覧表参照）

本 文 記 載
内容（【風
水 害 対 策
編】公園緑
地の整備）
の 資 料 と
して追加
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112 （新設） 資料１－49 地区防災計画を策定している組織一覧表

組 織 名 金浦地区まちづくり自治協議会防災部会

策定年月日 令和４年３月

地 区 防 災

計 画 提 案

を 踏 ま え

た 修 正 に

よ り 資 料

追加

115 表中

条例協定等２－１ 笠岡市防災会議条例

笠岡市防災会議委員

所属職名 中国電力ネットワーク(株)

倉敷ネットワークセンター所長

電話番号 086-463-9455

条例協定等２－１ 笠岡市防災会議条例

笠岡市防災会議委員

所属職名 中国電力ネットワーク(株)

倉敷ネットワークセンター所長

電話番号 086-463-8925

連 絡 先 の

変更

148 表中

条例協定等２－10 災害救助制度

１ 災害救助制度

(1) 災害救助法の適用
１) 救助の種類と実施期間
救助の種類 ９．災害にかかった住宅の応急修理

実施期間 災害発生の日から１ヵ月以内

条例協定等２－10 災害救助制度

１ 災害救助制度

(1) 災害救助法の適用
１) 救助の種類と実施期間
救助の種類 ９．災害にかかった住宅の応急修理

実施期間 災害発生の日から３ヵ月以内

県 か ら の

修正意見

151 別表第１（２条関係）

(１）収容施設の供与
1 避難所

支出経費 １人１日当たり 320 円以内

2 応急仮設住宅

支出経費 2,660,000 円以内

別表第１（２条関係）

(１）収容施設の供与
1 避難所

支出経費 １人１日当たり 330円以内

2 応急仮設住宅

支出経費 6,285,000 円以内

県からの

修正意見
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(２) 炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供給

支出経費 １人１日当たり 1,110 円以内

(３) 被服，寝具その他生活必需品の供与又は貸与

（１）住家の全壊（焼）・流失世帯

世帯別 夏期 冬期

１人世帯 17,200円以内 28,500円以内

２人世帯 22,200円以内 36,900円以内

３人世帯 32,700円以内 51,400円以内

４人世帯 39,200円以内 60,200円以内

５人世帯 49,700円以内 75,700円以内

６人世帯 1人増すごとに

7,300 円以内 10,400円以内

（２）住家の半壊（焼）・床上浸水世帯

世帯別 夏期 冬期

１人世帯 5,600 円以内 9,100円以内

２人世帯 7,600 円以内 12,000円以内

３人世帯 11,400 円以内 15,800円以内

４人世帯 13,800円以内 19,900円以内

(２) 炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供給

支出経費 １人１日当たり 1,180 円以内

(３) 被服，寝具その他生活必需品の供与又は貸与

（１）住家の全壊（焼）・流失世帯

世帯別 夏期 冬期

１人世帯 18,700円以内 31,000 円以内

２人世帯 24,000円以内 40,100 円以内

３人世帯 35,600円以内 55,800 円以内

４人世帯 42,500円以内 65,300 円以内

５人世帯 53,900円以内 82,200 円以内

６人世帯 1 人増すごとに

7,800 円以内 11,300 円以内

（２）住家の半壊（焼）・床上浸水世帯

世帯別 夏期 冬期

１人世帯 6,100 円以内 9,900 円以内

２人世帯 8,200 円以内 12,900 円以内

３人世帯 12,300円以内 18,300 円以内

４人世帯 15,000円以内 21,800 円以内
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５人世帯 17,400円以内 25,300円以内

６人世帯 1人増すごとに

2,400 円以内 3,300円以内

(６) 災害にかかった住宅の応急修理

救助期間 災害発生の日から１箇月内に完了

支出経費 １世帯当たり 576,000円以内

(８) 学用品の供与

支出経費 小学校児童 １人当たり 4,100 円以内

中学校生徒 １人当たり 4,400 円以内

高等学校等生徒 1人当たり 4,800 円以内

(９) 埋葬

支出経費 １体当たり

大人 206,000 円以内

小人 164,800 円以内

５人世帯 18,900円以内 27,400 円以内

６人世帯 1 人増すごとに

2,600 円以内 3,600 円以内

(６) 災害にかかった住宅の応急修理

救助期間 災害発生の日から３月以内に完了

（災害対策基本法に基づく国の災害対策本部

が設置された場合は６月以内）

支出経費 １世帯当たり 655,000 円以内

※準半壊の場合 318,000 円以内

(８) 学用品の供与

支出経費 小学校児童 １人当たり 4,700 円以内

中学校生徒 １人当たり 5,000 円以内

高等学校等生徒 1 人当たり 5,500 円以内

(９) 埋葬

支出経費 １体当たり

大人 213,800 円以内

小人 170,900 円以内
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(11) 死体の処理

支出経費 １体当たり 3,300 円以内

(12) 災害によって住居又はその周辺に運ばれた土石，竹
木等で，日常生活に著しい支障を及ぼしている物。（以下

「障害物」という。）の除去

支出経費 １世帯当たり 134,800 円以内

(11) 死体の処理

支出経費 １体当たり 3,500円以内

(12) 災害によって住居又はその周辺に運ばれた土石，竹
木等で，日常生活に著しい支障を及ぼしている物。（以下

「障害物」という。）の除去

支出経費 １世帯当たり 138,300 円以内

206

条例協定等２－25 災害時における連絡体制および協力

体制に関する協定

災害時における連絡体制および協力体制に関する協定

の連絡先

〔連絡責任者・連絡先〕

○中国電力ネットワーク株式会社

連絡先 倉敷ネットワークセンター

ネットワークサービス課

連絡責任者 広報班長

ネットワークサービス課長

担当者 広報班班長補佐

ネットワークサービス副課長

連絡番号 電話 086-463-9455

0120-412-788

条例協定等２－25 災害時における連絡体制および協力

体制に関する協定

災害時における連絡体制および協力体制に関する協定

の連絡先

〔連絡責任者・連絡先〕

○中国電力ネットワーク株式会社

防災体制発令前（平時）

平日昼間 ①倉敷ネットワークセンター

副所長

電話 090-3742-9539

②岡山ネットワークセンター

総務課 地域・環境担当

電話 086-22-2652

FAX 086-222-7596

連 絡 先 の

変更
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FAX 086-463-6619 夜間・休日 ＮＷサービスセンター

電話 0120-412-788

防災体制発令中（災害時）

岡山ネットワークセンター

電話 086-221-3154

FAX 086-222-7574

電子メール 869003@pnet.energia.co.jp

332 （新設） 条例協定等２－65 災害時における笠岡警察署・笠岡地区

消防組合の代替災害警備本部としての使用に関する協定書

笠岡警察署・笠岡地区消防組合

協定書本文（略）

追加

（新設） 条例協定等２－66 災害時における物資輸送等に関する

協定書

福山通運株式会社

協定書本文（略）

追加

（新設） 条例協定等２－67 災害時等での施設利用の協力に関す

る協定書

株式会社 ダイナム

協定書本文（略）

追加


