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はじめに 

 

１ 城東地区防災計画の目的 

 

津山市城東伝統的建造物群保存地区は、多くの歴史・文化遺産の存在と市民が通常の生活

を営む場とが混在している。保存地区はその周辺地区を含め木造家屋が集積しており、道路

は狭あいな箇所が多いが、伝統的な建物の外装の不燃化などの変更は実施できない場合が多

いうえ、地割の保存の観点から道路拡幅を行うことができない。また、人口の減少や高齢化

が進んでいることもあり、防災上の対策が特に求められている。そのため、歴史的な環境を

守りながら、新たな設備の導入の可能性を探るとともに、既存の環境や防災機能を有効に活

用し、ハードとソフトの両面での対策を充実させることが重要になる。 

したがって、保存地区及びその周辺地区の住民の生命、身体及び財産を災害から保護する

ことを基本方針とし、津山市城東の歴史的な景観を活かしたまちづくりを推進するため、城

東地区に相応しい防災計画を策定するものである。 

 

２ 計画対象区域 

 

調査対象区域は、津山市城東伝統的建造物群保存地区（以下「保存地区」という。）及びそ

の周辺地区（以下「城東地区」という。）である。 

保存地区及び周辺地区の町内会は、上位組織である連合町内会城東支部に属しており、消

防団も城東分団として一帯となって活動していること、保存地区内の道路が狭く避難や救助

等においては周辺地区との連携がかかせないこと等から、周辺地区も対象区域に含めること

とする。 
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図 計画対象地区 

 

３ 計画策定にあたっての基本方針 

 

城東地区の防災力を高めていくためには、行政の取組みだけでなく、住民等（住民、事業

者、土地・建物所有者等）の取組みや町内会、自主防災組織等の地域の取組みも重要である。

また、保存地区では、消火栓や防火水槽の設置、道路の拡幅などのハード的な対策は一定の

制約があることから、城東地区の防災対策は、多種多様なハード、ソフト両面での取組みが

必要である。 

そのため、城東地区における防災計画は、次の基本方針のもとに策定する。 

 

【計画策定にあたっての基本方針】 

〇住民等や地域の意向を反映した防災計画とすること 

○災害による伝統的建造物等の滅失を防ぐこと 

〇防災に資する既存の資源や機能を活用した防災計画とすること 

〇専門家・関係部署等の意見を踏まえた防災計画とすること 

 

４ 計画の位置づけ 

 

本計画は、上位計画である「津山開花宣言～津山市第５次総合計画」「津山市地域防災計画」

「津山市城東伝統的建造物群保存地区保存計画」を踏まえ、城東地区における防災計画とし

凡例 

    城東地区界 

    保存地区界 
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て策定するものである 。 

また、「津山市景観計画」「城東地区歴史まちづくり計画」「（第二次）津山市耐震改修促進

計画」等の関連計画等と整合を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 計画の位置づけ 

 

５ 計画の策定経過 

 

本計画は、津山市から神戸大学都市安全研究センター（北後研究室）へ委託し、平成 29

年(2017)度及び平成 30 年(2018)度の２か年で策定した。策定にあたっては、「津山市伝統

的建造物群保存地区保存審議会防災専門部会」での協議及び文化庁の助言を得ながら、次

のような経過で作業を行った。 

 

表 計画策定の経過 

年月日 項目 内容 

平成 30年（2018）

2 月 2 日 

平成 29 年(2017)度第１回津

山市伝統的建造物群保存地区

保存審議会 防災専門部会 

・城東地区防災計画策定の方法について 

・アンケート調査について 

平成 30年（2018）

2 月 2 日 

平成 29 年(2017)度第１回津

山市伝統的建造物群保存地区 

保存審議会 

・城東地区防災計画策定の方法について 

・アンケート調査について 

・現地視察 

平成 30年（2018）

2～3月 

城東地区災害からの安全に関

するアンケート調査の実施 

・防災ワークショップ並びに城東地区防災計画の

策定に先立ち、城東地区に居住する全世帯を対

象にアンケート調査を実施 

・622 部を配布、165部を回収（回収率 26.5％） 

 

津山開花宣言～津山市第５次総合計画 

（平成 28年 4 月策定） 

津山市城東伝統的建造

物群保存地区保存計画 

（平成 25年 2 月策定） 

津山市地域防災計画 

（平成 29年度版） 

（第二次）津山市耐震

改修促進計画 

（平成 28年 3月策定） 

・津山市景観計画（平成

28年 2月策定、4月施行） 

・城東地区歴史まちづくり

計画（平成 25年 11 月） 

津山市城東伝統的建造物群保存 

地区防災計画（平成 30年度） 

平成 17 年度津山市城東地区

まちづくりワークショップ 
～地区防災まちづくりプラン～ 

（岡山県） 

整合 整合 
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平成 30年（2018）

4 月 7 日 

消防団による現地説明 ・城東地区の消防団員による、災害履歴、消火設

備の位置等についての説明会の実施 

平成 30年（2018）

5 月 18日 

平成 30 年(2018)度第１回津

山市伝統的建造物群保存地区

保存審議会 防災専門部会 

・アンケート調査結果報告について 

・城東地区防災計画の中間報告について 

・第１回ワークショップについて 

平成 30年（2018）

6 月 22日 

第１回ワークショップ～危険

な場所を話し合おう～ 

 

第一部：防災レクチャー（講師 北後明彦 神戸大

学 都市安全研究センター教授） 

第二部：防災ワークショップ「危険な場所を話し

合おう！」 

平成 30年（2018）

8 月 22日 

平成 30 年(2018)度第２回津

山市伝統的建造物群保存地区

保存審議会 防災専門部会 

・第 1回防災ワークショップについて 

・第 2回防災ワークショップについて 

・今後のスケジュールについて 

平成 30年（2018）

9 月 21日 

第２回ワークショップ～実際

の発災時に何ができるか考え

てみよう～ 

第１部 防災レクチャー 

・「城東地区における最近の災害とその対応につ

いて」（津山市危機管理室） 

・「住宅用火災警報器について」（津山圏域消防組

合） 

第２部 ワークショップ 

「Ⅰ．夜間の火災想定ＤＩＧ～夜間に火災が発生

したらあなたはどうしますか？～」 

「Ⅱ．連動型火災報知器の課題検討～火災の早期

発見を可能にする警報器の設置を考えよう！

～」 

平成 30年（2018）

12月 14日 

平成 30 年(2018)度第３回津

山市伝統的建造物群保存地区

保存審議  防災専門部会 

・第 2回防災ワークショップについて 

・城東地区防災計画の骨子について 

平成 31年（2019）

2 月 15日 

平成 30 年(2018)度第１回津

山市伝統的建造物群保存地区 

保存審議会 

 

平成 31年（2019）

3 月 

城東地区防災計画の策定  
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第１章 津山市の概要 

 

１ 位置及び面積 

 

本市は、岡山県北東部に位置し、北は鳥

取県、南は中部吉備高原に接する位置にあ

る。 

近くの都市中心部への距離は、南は岡山

市へ約 60 ㎞、北は鳥取市へ約 75 ㎞、東は

姫路市へ約 90㎞、西は新見市へ約 75㎞で、

山陽と山陰のほぼ中間で、また、大阪市へ

は約 160 ㎞、下関市へは約 390 ㎞で、中国

自動車道を利用してそれぞれ約２時間、５

時間の位置となっている。面積は、現在

506.33㎢ となっている。 

津山城下町は、慶長 8 年（1603）森忠政

の美作入国後、築城とともに形作られた。 

城東地区は城の東を流れる宮川以東で、北部の丹後山丘陵から吉井川にいたる緩傾斜地に、

北から寺社地、武家地、出雲街道沿いの町人地がある。町人地には商人や職人の住居が軒を

連ね、鉤手状に折れ曲がった往来や、武家地と町人地を結ぶ小路と相まって城下町らしいた

たずまいが感じられる。また、長大な間口を持つ造り酒屋、屋根に煙出しをあげた鍛冶屋、

長屋形式の建物などが町人地らしい雰囲気を醸し出している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 津山市の位置 

図 城東地区の位置 

岡山市 

新見市 

津山市 

出典：「きらきらつやまっぷ」

（津山市 HP） 

津山市城東伝統的建造物群保存地区 

出典：津山市 HP 

凡例 

    城東地区界 

    保存地区界 
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２ 社会的条件 

 

（１）津山市の人口・世帯数 

平成 27 年(2015)10 月現在の本市の人口は 103,746 人で、平成 22 年(2010)に比べ 3,042

人、2.8％の減少となっている。また、平成 17年(2005)と比較すると、6,823 人、6.2％の

減少となっている。 

本市の総人口の推移をみると、昭和 45年(1970)の 101,015人から増加し、平成７年(1995)

の 113,617人を界に減少に転じており、平成 27年(2015)も引き続き減少傾向にある。 

 

年次 人口（人） 

昭和 22年 112,620 

昭和 25年 113,575 

昭和 30年 113,938 

昭和 35年 108,977 

昭和 40年 103,637 

昭和 45年 101,015 

昭和 50年 103,527 

昭和 55年 106,684 

昭和 60年 110,542 

平成２年 112,386 

平成７年 113,617 

平成 12年 111,499 

平成 17年 110,569 

平成 22年 106,788 

平成 27年 103,746 

 

 

 

総世帯数は、平成 27 年(2015)10 月現在 40,303 世帯で、平成 22 年(2010)に比べ 427 世

帯、1.1％の増加となっている。一世帯当たりの人員は 2.57 人で平成 22 年(2010)に比べ

0.11人減少しており、減少率は 4.1％となっている。 

 

年次 
世帯数 

（世帯） 

世帯人員 

（人） 

平成７年 37,831 3.00 

平成 12年 38,987 2.86 

平成 17年 40,171 2.75 

平成 22年 39,876 2.68 

平成 27年 40,303 2.57 

 

 

 

 

 

図 人口（市全体） ※平成 17年に津山市は旧加茂町、旧久米町、旧勝

北町、旧阿波村と合併しているため、平成 12年

以前は、現在の市域で集計したもの 

資料：国勢調査 

図 世帯数と世帯人員（市全体） 

※平成 17 年に津山市は旧加茂町、旧久米町、

旧勝北町、旧阿波村と合併しているため、平

成 12年以前は、現在の市域で集計したもの 

資料：国勢調査 



7 

年齢階層別人口構成比をみると、0～14 歳の年少人口構成比は年々減少し、平成 27 年

(2015)時点では、13.6％となっている。 

65歳以上の高齢者人口構成比は、年々増加しており、平成 27 年(2015)時点では、28.8％

となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）城東地区の人口・世帯数 

城東地区の人口は、平成 22 年(2010)1,338 人、平成 27 年(2015)1,210 人となっており、

10.6％の減少率となっており、市全体の減少率 2.8％より大きい値となっている。 

世帯数は、平成 22 年(2010)608 世帯、平成 27 年(2015)570 世帯となっており、6.3％の

減少率となっており（市全体では 1.18％の増加率）、世帯流出が進んでいることがわかる。 

また、65歳以上高齢者人口は、城東地区全体で 46.7％と高く、保存地区を含む地区（東

新町、西新町、中之町、勝間田町、林田町、橋本町）は 49.2％と特に高い値となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 年齢階層別人口構成比（市全体） 

図 人口・世帯数（城東地区） 

資料：国勢調査 

資料：国勢調査 
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表 町別の人口・世帯数 

町名 人口（人） 世帯数（世帯） 分類 備考 

東新町 137 63 旧町人地 保存地区を含む 

西新町 118 62 旧町人地 〃 

中之町 99 52 旧町人地 〃 

勝間田町 37 17 旧町人地 〃 

林田町 101 54 旧町人地 〃 

橋本町 47 19 旧町人地 〃 

小計 539 267   

上之町 725 377 旧武家地・旧寺社地 保存地区を含まない 

合計 1,264 644 
  

※資料：住民基本台帳（平成 29年 1月 1日） 

 

表 町別の高齢者人口 

町名 
65歳以上人口 

（人） 

高齢者比率 

（％） 

75歳以上人口 

（人） 

後期高齢者比率 

（％） 

東新町 72 52.6 33 24.1 

西新町 61 51.7 36 30.5 

中之町 53 53.5 30 30.3 

勝間田町 14 37.8 9 24.3 

林田町 49 48.5 30 29.7 

橋本町 16 34.0 10 21.3 

小計 265 49.2 148 27.5 

上之町 325 44.8 202 27.9 

合計 590 46.7 350 27.7 
※資料：住民基本台帳（平成 29年 1月 1日） 
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３ 自然的条件 

 

（１）地形 

本市中央部は、概して平坦地であり、県下三大河

川の一つである吉井川が市の西方から市街地の中

央南部を東に貫流している。そのため市東部西部と

もに緩やかな丘陵地と平野が混在し、北部は鳥取県

との県境をなす標高 1,000ｍから 1,200ｍの中国山

地の南面傾斜地であり、南部は標高 100ｍから 200

ｍのなだらかな山地と丘陵地で、吉備高原に続いて

いる。 

城東地区は、北は丹後山、南は吉井川に挟まれた

平地となだらかに傾斜した扇状地となっている。 

 

（２）地質 

津山盆地の基盤をなす地層は、古生層で秩父古生

層に属し、この上に厚さ 200ｍ余りの中新統（勝田

層群）があり、東西に広がっている。市の北部の山

地は、中国背梁山地であって、花崗岩からなってお

り、南部の丘陵性山地は古期流紋岩質角礫岩が広く

分布し、これらに挟まれた中央平担地には、第三紀

層及び第四紀層が分布している。 

城東地区は、台地部分は泥質岩、平地部分は礫等

の堆積層となっている。 

 

（３）河川 

本市には、県下三大河川の一つである吉井川があり、その吉井川水系の一級河川が数多

くあり市域内を網の目のように流下し、支川を集めながら吉井川へ流入している。 

その吉井川は、市の中央南部を西から東へ貫流し、市東部で南折して久米郡美咲町へと

流下し、瀬戸内海に注いでいる。 

城東地区は、南を吉井川に接し、その吉井川の支流の宮川と西側で接している。 

 

（４）気象 

本市の気候は、平成 10年(1998)から平成 29 年(2017)の 20年間の日平均気温の平均値は

14.1℃、年間降水量の平均値は 1,420.1㎜となっている。 

全国的に他の地域と比べてみると、本市は盆地であるため、気温は夏と冬の温度差及び

日較差が大きく、また、降水量は少なくて湿度は高い。風向は、５月から８月にかけては

南東風で、他の月はほとんどが西風である。冬季の北部の気候は日本海側気候に類似して

（5 万分の 1 都道府県土地分類基本調査（津山東部）） 

図 地形分類図（城東地区） 

台地 扇状地 

谷底平野・氾濫原 

（5 万分の 1 都道府県土地分類基本調査（津山東部）） 

図 表層地質図（城東地区） 

堆積層 
泥質岩の台地 

吉井川 

宮川 
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いるが、南部は概して瀬戸内型の気候といわれている。 

台風等が四国沖を北東進する場合など、勝田郡の那岐山ろく沿いに発生する強風「広戸

風」は、市北東部を中心に大きな影響を及ぼすことがある。 

また、本市（旧久米町を除く）は、豪雪地帯対策特別措置法により、累年平均積雪積算

値（ひと冬の累積積雪量（cm）×ひと冬の冬日日数）が 5,000cm／日以上の豪雪地帯とし

て指定されている。 

 

表 津山市の気象（津山測候所） 

年 

降水量(mm) 気温(℃) 風向・風速(m/s) 
最深積

雪(cm) 年合計 
日最

大 

時間

最大 
日平均 最高 最低 

最大

風速 
風向 

最大瞬

間風速 
風向 

平成 10年 1584.5  140.5  40.5  14.9  34.9  -5.8  9.6  南東 20.7  西南西 16  

平成 11年 1489.0  107.5  83.5  14.0  34.4  -6.1  10.6  東南東 24.9  東南東 29  

平成 12年 1328.5  111.5  35.0  14.1  36.3  -5.2  9.3  南東 20.1  南西 14  

平成 13年 1524.0  118.5  31.0  13.9  37.1  -8.4  8.7  北 22.5  北 6  

平成 14年 958.5  45.0  21.5  14.1  36.0  -5.1  10.0  南東 21.6  東南東 8  

平成 15年 1651.0  78.0  40.5  13.8  34.9  -6.8  8.7  南南東 21.0  東 6  

平成 16年 1618.5  128.5  59.0  14.6  36.1  -9.0  18.2  北北西 50.4  北 40  

平成 17年 992.5  56.0  25.5  13.9  36.1  -6.2  17.6  東南東 39.0  東南東 16  

平成 18年 1347.0  68.5  20.5  13.9  36.4  -6.2  12.6  南西 26.2  西南西 24  

平成 19年 1181.5  76.0  37.0  14.4  37.3  -5.0  15.1  北西 28.4  北西 19  

平成 20年 1122.0  64.5  25.5  14.1  36.0  -5.7  12.9  西北西 21.5  北西 10  

平成 21年 1460.0  110.5  34.0  14.0  33.9  -6.4  11.1  西北西 18.8  西 10  

平成 22年 1494.5  85.5  38.5  14.4  36.2  -5.7  15.6  西北西 25.6  西 1  

平成 23年 1421.5  132.5  33.0  14.0  35.1  -8.5  15.0  西北西 25.8  北北東 23  

平成 24年 1350.0  91.5  32.0  13.8  34.9  -9.5  18.3  西北西 28.1  北西 15  

平成 25年 1608.0  103.0  87.0  14.0  37.0  -5.0  13.2  西北西 20.3  西北西 6  

平成 26年 1381.0  78.5  36.5  13.7  35.2  -5.3  13.3  西北西 22.2  北北西 6  

平成 27年 1638.5  87.5  31.0  14.2  36.3  -4.5  12.6  西北西 21.1  西北西 10  

平成 28年 1668.5  111.0  34.5  14.7  37.1  -6.9  11.3  西北西 18.9  南東 7  

平成 29年 1582.5  107.0  36.5  13.7  35.7  -5.5  12.3  西北西 28.6  北 15  

平均 1420.1  95.1  39.1  14.1  35.8  -6.3  12.8  
 

25.3  
 

14  

資料：気象庁 
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４ 災害履歴 

 

（１）風水害 

ア．全市における災害の状況 

①暴風による災害 

岡山県地方は、平素は比較的風の弱い地域であるが、台風の接近時には内陸でも風速

20m/s 前後の強い風が吹き、建物や農作物に大きな被害を与える他、豪雨を伴って洪水

を引き起こすなど大きな被害を発生させている。 

また、台風又は熱帯低気圧が四国沖を北東に進む場合に、県北奈義町の那岐山ろく沿

いに局地的な強風である「広戸風」が発生する場合が多く、この地方はもとより津山市

北東部の農作物等にも大きな被害を与えている。 

②大雨による災害 

大雨の原因としては、台風によるものが一番多く、梅雨前線によるもの、雷雨性の局

地的豪雨によるものがこれに次ぎ、中小河川のはん濫、低地浸水、山崩れ、がけ崩れ、

土石流等の被害が発生している。時期的には、６月から 10 月までが多くなっている。 

③その他異常気象による災害 

岡山県北部地域は、高原、盆地あるいは山岳地帯をなしており、むしろ日本海側気候

となりやすい。このため、西高東低の冬型気圧配置となり強い季節風が吹くときには、

県北一帯に大雪が降り、交通途絶の被害が出ている。 

市の北部地域はやや日本海側気候に似ており大雪が降るが、南部地域は比較的瀬戸内

型の気候に似ており、大雪による被害は少ないといえる。しかし、盆地特有の寒暖の差

が大きく、濃霧の発生、早霜、遅霜による被害が発生している。 

 

表 津山市における風水害等の主な災害履歴 

資料：『地域防災計画資料編（平成 29年度版）』 ※人的被害又は床上浸水の被害のあったものを抜粋 

被害発生

年月日 
災害の原因 気象概要 予警報 気象データ 被害の概要 備    考 

昭9.9.20

～21 

(1934年) 

室戸台風に

よる暴風雨 

9/215:00 室

戸→鳴門→淡

路→福井→佐

渡(12:00) 

  気圧：室戸上陸時

911.9mb 

風：9/21早朝より強ま

り､最大瞬間風速約

30m/s 

雨：県北部では9/16～18 

までに100mm 

あり､さらに台風時に

200mm程度 

死者3人 

家屋 全壊18 戸、半壊19 戸、床上浸水

616戸 

耕地 田30町、畑6町、井堰9箇所 

土木 橋流失4箇所、道路埋没流失4箇所

187m、堤防決壊7 箇所845m 

  

昭

20.9.16  

～18 

(1945年) 

枕崎台風に

よる暴風雨 

9/1714:00 枕

崎→大分→

19:00 広島→

太田→日本海 

一方､20:00副

低気圧が松山

東方に発生→

岡山西→山陰

沖 

  気圧：枕崎上陸時

916.6mb 

津山9/1717:00972.8mb 

雨：16:00頃より強雨と

なり9/17に続く｡  

雨量252.4mm風：平均風

速南東19.8m/s 

家屋 床上浸水4,955 戸、床下浸水

1,595戸、流失43戸､一部流失37戸、全壊

21戸､半壊37戸 

耕地 流失19ha､埋没158ha､浸水412ha 

土木 道路183 箇所24km､橋19箇所

1,100m、護岸10箇所 

  

昭

23.7.21 

(1948年) 

梅雨末期の

前線停滞に

よる大雨 

県北中部に雷

を伴う強雨｡

過日来の増水

  雨：7/2110:00～2210:00

の日雨量津山100mm 

吉井川支流の氾濫により津山､久米､勝

田を中心に被害発生 

床上・床下浸水も出る。公共施設、田畑
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にさらに加わ

る｡ 

被害も多大。 

昭

24.7.29  

～30 

(1949年) 

台風6 号に

よ  

る大雨 

7/29 早朝、志

摩半島上陸→

12:00 若狭湾 

  雨：7/2910:00～3110:00

の雨量110mm 

家屋床上浸水16戸、床下浸水116戸 

耕地 流失38町 

土木 道路損壊8箇所、橋流失2箇所、堤

防決壊4箇所 

･7/29 午後から

7/30 にかけ、県北

東部に大雨｡ 

昭

29.9.25  

～26 

(1954年) 

台風29 号

(洞  

爺丸) 

9/262:00 九

州南端→安芸

灘→松永→米

子(8 :00) 

  最低気圧:(中心)970mb 

毎時80Kmの猛スピ－ド 

風:最大瞬間風速

26.1m/s 

死者1人､負傷者1人 

家屋全壊9戸、半壊33戸、一部損壊14戸、

非住家30戸、塀被害7箇所 

通信施設被害9箇所 

  

昭

38.7.10  

～11 

(1963年) 

梅雨前線に

よる大雨 

7/10夜半より

県北姫新線沿

いに強雨 

  雨：雨量166mm 負傷者1人 

家屋 全壊1戸､半壊3戸､床上浸水184戸､

床下浸水1,246戸 

耕地 田流失51ha、田冠水2,090ha 

土木道路損壊38箇所、橋流失31箇所、堤

防決壊6箇所、山･崖崩れ15箇所 

通信施設被害15箇所 

･いわゆる｢３８年

災害｣の中心｡公共

災害が多く、他市町

村より技術応援を

受ける 

･災害救助法適用 

昭

40.7.22

～23 

(1965年) 

梅雨末期の

大雨  

梅雨前線の

山陰から瀬戸

内への南下と

22日午後山陰

に低気圧発

生｡前線刺激

による大雨｡ 

  

  

雨: 県北の総雨量200mm  家屋 全壊1棟、半壊3棟、床上浸水10戸、

床下浸水160戸、非住家損壊4棟耕地 水

路30箇所17,660千円、頭首工9箇所6,620

千円、ため池4箇所10,300千円、農道12

箇所3,220千円、農橋2箇所550千円、農

地334ha 11,317千円、農地保全1箇所

2,500千円 計 52,167千円 

土木 河川堤防46箇所30,000千円、道路

40箇所16,000千円、橋12箇所10,000千円     

計56,000千円 

農作物 水稲44,200千円、野菜1,687 千

円 計45,887千円 

合計 154,054千円 

･県北中心に大雨｡

特に英田郡北部に

被害｡吉井川も増水 

･小河川の決壊と溢

水による農用施設

と冠水被害 

昭

40.9.14  

～17 

(1965年) 

台風24号に

よる暴風雨 

台風接近に

よる大雨と汐

岬→渥美半島

→新潟通過に

よる暴風雨 

  最低気圧：988.9mb 

雨：雨量9/1485.8mm、

9/1545.8mm、

9/1646.6mm､9/1768.0mm 

計246.2mm 

風：最大風速22.7m/s 

最大瞬間風速39.6m/s 

水位：最高240cm(9/17 

2:30) 

負傷者1人 

家屋全壊1戸、半壊1戸、床下浸水6戸、

非住家損壊3棟 

土木 河川堤防損壊10箇所10,000千円、

道路損壊106箇所13,450千円、橋損壊2

箇所3,000千円   計 26,450千円 

農作物2,310ha238,700千円 

公共施設 小学校2校、中学校3校 1,056

千円 

合計 266,206千円 

･県下の総雨量は

200～370mm 

･特に県南東部で

370mm 

･風はあまり吹かな

かったが、9/17、勝

田郡で広戸風 

昭

45.6.14  

～17 

(1970年) 

梅雨前線の

停滞による

大雨 

  

南海上に停

滞の梅雨前線

が台湾からの

熱帯低気圧崩

れの温帯低気

圧と重なり大

雨 

  

･大雨洪水警

報発令 

  

雨：総雨量202mm 

風：最大風速21.3m/s 

最大瞬間風速33.4m/s 

家屋床上浸水1戸、床下浸水43戸 

耕地 農地損壊34箇所6,970千円、水路損

壊29箇所8,150千円、農道損壊3箇所650

千円、林道損壊2箇所400千円  計17,570

千円、田畑冠水83.7ha、田畑流出･埋没

3.0ha 

土木 道路損壊76箇所8,500千円、河川損

壊9箇所7,400千円、橋8箇所500千円     

計16,400千円 

農作物 水稲5,478千円、ビ－ル麦3,210

千円 計8,688千円  

合計 42,658千円 

土木 2,150千円 

農作物 28,237千円 

公共施設 文教施設554千円、その他666

千円  合計 49,357千円 

･災害対策本部設置  

･14日夕刻から15日

朝及び15日昼～16

日朝の２回の大雨

が中心 

･消防団二宮分団出

動、用水路氾濫対策  

･野介代地区民家浸

水に東津山分団出

動 

･災害対策本部設置 

昭

46.7.23

～25 

(1971年) 

梅雨末期の

大雨 

7/23～25 に

かけて前線が

活発化｡県北

に局地的大

雨｡ 

･大雨洪水警

報発令 

雨：7/23の降雨量

148.8mm 

家屋 損壊8棟、床上浸水20戸、床下浸水

452戸 

耕地農地損壊189箇所、水路損壊87箇所、

農道損壊74箇所、農橋損壊9箇所､その他

6箇所    計64,800千円  田畑冠水

363ha 土木道路損壊151箇所、河川損壊

17箇所、橋損壊3箇所、崖崩れ 45箇所    

計42,100千円  

農作物96,121千円   その他9,000千円 

･県北の局地的大雨 

･消防署出動48人 

･消防団出動315人 

･小河川の決壊によ

る水防と、土砂崩れ

による除去作業(土

のう530袋) 

･災害対策本部設置 
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合計 212,021 千円 

昭47.6.7

～8 

(1972年) 

前線活動の

活発化によ

る大雨 

台風３号崩

れの低気圧が

7日夜から8日

朝にかけて山

陰沖を北東に

進み、大雨と

なる｡ 

  雨：総雨量131.0mm 

4:00～5:00の１時間雨

量39.0mm 

家屋 一部損壊7棟、床上浸水8戸、床下

浸水417戸  

耕地 田損壊162箇所36,030千円、水路損

壊99箇所36,340千円、農道損壊24箇所

5,400千円、頭首工損壊3箇所3,200千円、

ため池損壊4箇所1,000千円、農橋損壊4

箇所2,500千円 計 84,470千円 

田畑冠水28.6ha 

土木 道路損壊161箇所32,400千円、河川

損壊32箇所20,250千円、橋損壊7箇所

2,500千円 計55,150千円  

農作物 水稲15.3ha2,262千円、野菜

33.0ha3,670千円、飼料10.0ha 320千円   

計6,252千円  

公共施設 文教施設(高野小､北小､二宮

幼) 3,000千円､スポ－ツセンタ－ 20千

円、水道1箇所80千円    計3,100千円 

合計148,972千円 

･小河川の氾濫、浸

水。津山－備前線の

吉井川増水｡低地浸

水(土のう540袋) 

･6/81:40～17:00災

害対策本部設置 

･6/8 6:00 消防団非

常招集 

昭47.7.9

～13 

(1972年) 

５日連続し

て停滞した

梅雨前線の

活発な活動

による梅雨

末期の大雨 

２回にわた

る集中豪雨。 

･7/10 5:30 

大雨注意報発

令 

･7/11 5:30 

大雨洪水注意

報発令 

16:00 大雨洪

水警報発令 

･7/12 14:45 

更新 

･7/13 10:50 

大雨洪水警報

解除 

･7/14 12:30 

大雨洪水注意

報発令18:40 

大雨洪水注意

報解除 

雨：7/10 夕刻～11朝時

間雨量20mm 7/11 夕刻

～12朝 時間雨量25mm 

総雨量478.0mm  

7/12 15:00 419mm 

7/14 15:00 478mm 

水位：吉井川最高340cm 

死者2人、負傷者2人  

家屋全壊3棟、半壊13棟、一部損壊9棟、

床上浸水184戸、床下浸水1,178戸  

耕地 田畑流失83ha105,000千円、水路損

壊320箇所27,000千円、農道損壊85箇所

19,100千円、頭首工損壊21箇所52,000

千円、ため池損壊13箇所9,500千円、農

橋損壊10箇所9,000千円、農地保全損壊8

箇所53,000千円、林道損壊7箇所14,300

千円 計488,900千円    田畑冠水950ha  

土木 道路損壊440箇所138,200千円、河

川損壊194,950千円、橋損壊26箇所

29,950千円    計363,100千円 

農作物水稲850ha、野菜10ha、飼料100ha   

計82,730千円 

商工他産業関係120,585千円 

公共施設 文教施設損壊6箇所1,695千

円、スポーツセンタ－3箇所2,000千円、

市営住宅2箇所1,550千円、水道施設3箇

所300千円 計5,545千円 合計1,060,860

千円 

･連続の降雨により

吉井川の本流増水｡

各支流小河川の排

水不能｡各所で堤防

決壊｡崩壊も各地で

あり､死者も出る 

･土のう1,200袋、古

畳400枚使用 

･7/105:30～

7/1817:00 災害対

策本部設置 

･7/13 災害救助法

発令(7/9 より適

用) 

･災害対策本部出動

延1,179人消防本部

出動延200人消防団

出動延4,080人計延

5,459人 

昭

51.9.10  

～13 

(1976年) 

台風17 号

による大雨 

    最低気圧：993.6mb 

風：最大風速15.0m/s 

最大瞬間風速26.1m/s 

家屋全壊1棟、半壊3棟、床上浸水17戸、

床下浸水193戸 

耕地 田畑損壊27ha141,240千円、水路損

壊229箇所141,940千円、農道損壊137 箇

所94,780千円、頭首工損壊7箇所13,400

千円、ため池損壊2箇所2,500千円、山林

損壊6箇所11,500千円、林道損壊6箇所

7,830千円、橋損壊6箇所15,050千円、農

地保全6箇所38,000千円 計 466,240千

円  

土木 崖崩れ23箇所、道路損壊385箇所

183,000千円、河川損壊75箇所96,450千

円、橋損壊8箇所15,350千円  計294,800

千円 

農作物 水稲625ha198,198千円、野菜

60ha23,658千円、果樹33ha13,040千円、

飼料88ha6,552千円  計 241,448千円  

公共施設 市営住宅4箇所810千円、文教

施設5箇所11,671千円 合計1,014,969千

円 

  

昭52.9.3 

(1977年) 

寒冷前線南

下に伴う異

常気象によ

る集中豪雨 

9/313:40 よ

り雷を伴った

局地豪雨｡特

に16:00～

17:00に集中。 

･13:40 雷雨

注意報発令 

･16:30 大雨

雷雨洪水注意

報発令 

･18:10 大雨

洪水警報、雷

雨：13:00  0.5mm 

15:00 130.5mm 

18:00 167.5mm 

20:50 177.5mm 

時間最大雨量 16:04～

17:0493.0mm  

水位：吉井川 14:0087cm 

家屋 床上浸水471戸、床下浸水3,605戸 

耕地 田畑損壊83.2ha371,600千円、水路

損壊250箇所200,000千円、農道損壊90 

箇所72,000千円、農橋損壊3箇所5,000

千円、頭首工損壊5箇所10,000千円、た

め池損壊5箇所19,000千円、林道損壊2

箇所720千円、林地損壊1箇所3,000千円   

･津山市域のみに集

中した豪雨｡当日は

晴の夏日｡全く予警

報もないままに昭

和18年津山測候所

開設以来例のない

豪雨となる 
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雨注意報へ 

･20:50 大雨

雷雨洪水注意

報へ 

･21:40 大雨

雷雨洪水注意

報解除 

16:00106cm 17:00186cm 

18:00244cm 19:00269cm 

20:00248cm 22:00212cm 

24:00187cm 

計681,320千円 

土木 道路損壊321箇所72,000千円、河川

損壊60箇所21,000千円、橋損壊3箇所

4,000千円、公園損壊11箇所6,100千円、

都市下水路損壊5箇所2,000千円   計

105,100千円 

農作物356ha133,228千円  

商工関係71件140,210千円 

公共施設 文教施設7箇所12,500千円、市

営住宅6箇所3,000千円、水道施設12箇所

710千円､民生住宅壁77箇所69,300千円 

計85,510千円     合計1,145,368千円 

･短時間の降雨によ

り主として市街地

小河川の氾濫、下排

水の溢 

・滞水による被害が

特徴  

(吉井川本流の水位

は最高時でも269cm

であり､この数値は

警戒水位にも達し

ていない)  

･9/317:00～

9/179:00災害対策

本部設置 

･9/3～災害救助法

適用 

昭

54.10.18

～19 

(1979年) 

台風20 号

による暴風

雨 

10/19 早朝

足摺岬の南方

→和歌山県白

浜→中部地方

へ｡ 

･0/1814:00 

風雨波浪注意

報発令 

･0/1820:20 

大雨洪水強風

波浪注意報へ 

･10/195:00 

暴風雨洪水波

浪警報 

･0/1911 :50 

強風波浪洪水

注意報へ 

･0/1916:00 

強風波浪洪水

注意報解除 

最低気圧：

982.8mb(10/1910:00) 

雨：雨量 

10/18 67.0mm 

10/192:00106.0mm 

5:45166.6mm 

7:45217.0mm 

9:00223.5mm 

12:00224.0mm 

20:00226.0mm(最終) 

時間最大雨量31mm(19日

4:40～5:40) 

水位：吉井川吹屋町 19

日8:30390cm 

死者1 人(瓜生原) 水死 

家屋 床上浸水208戸、床下浸水428戸 

耕地  田畑損壊430箇所350,000千円、水

路損壊240箇所240,000千円、農道損壊

105箇所70,000千円、橋損壊3箇所

152,000千円、頭首工損壊10箇所60,000

千円、ため池損壊5箇所10,000千円、林

道･林地損壊13箇所10,380千円 

 計892,380千円 

田畑冠水540ha 

土木 道路損壊64箇所64,200千円、河川

損壊30箇所53,000千円、橋損壊1箇所

90,000千円､公園損壊2箇所3,000千円 

計 210,200千円  

農作物540ha115,331千円 

商工関係 50,000千円 

公共施設 文教施設5箇所4,400千円、環

境衛生施設1箇所2,645千円、市営住宅20

箇所3,000千円   計10,045千円 

合計1,277,956千円 

･10月台風にしては

例をみない大雨 

･県北の豪雨(特に

吉井川流域) によ

り吉井川の水位高

く、加茂川も著しい

増水｡沿線(津山駅

前・福南・神滝・日

上・高尾など) の被

害が大 

･収穫ずみの稲架稲

の流失が大 

･黒木ダムの放水 

(最大206.9t/s) 

は、加茂川、吉井川

の水位を高めたと

して柵原町民から

問題指摘 

･市街地浸水少なし 

･災害対策本部設置 

昭57.8.8 

(1982年) 

大気の不安

定 

局地的集中

豪雨 

･18 :15 大雨

警報雷雨洪水

注意報発令 

･19:20 大雨

洪水警報、雷

雨注意報 

･21:50 大雨

洪水警報解

除、洪水注意

報へ 

･22:30 洪水

注意報解除 

雨：雨量 津山測候所 

17:00～18:0030.5mm 

18:00～19:0022.0mm 

19:00～20:00 0.5mm 

計53.0mm 

津山地方振興局 

16:00～17:006.0mm 

17:00～18:0029.5mm 

18:00～19:00 7.5mm 

計43.0mm 

家屋 床上浸水33戸、床下浸水210戸 

産業関係 123箇所105,565千円 

建設関係 72箇所20,300千円 

水道関係 1箇所400千円    合計 

126,265千円 

国道53 号線佐良山地区で一時不通とな

る｡ 

･中央町、久米南町

の局地的集中豪雨

により皿川の出水

異常あり、福田、高

尾に被害集中その

他、皿､平福、押渕、

荒神山､種、井口、

一方、中原、瓜生原、

市街地では西今町、

西寺町､西新座、南

新座等でも被害あ

り｡  

･8/818:20 災害対

策本部設置 

8/918:00 本部閉鎖 

昭

61.7.11  

～12 

(1986年) 

梅雨前線 梅雨前線が

山陰付近に停

滞して活動が

活発。不安定

な気象状況が

続き、局地的

に雷を伴い一

時強い雨。 

･7/11 11:30 

大雨洪水雷雨

注意報発令 

･7/1118:40 

大雨洪水警

報、雷雨注意

報へ 

･7/12 2:50 

大雨洪水警報

解除､大雨洪

水雷雨濃霧注

意報へ 

･7/12 11:20 

大雨洪水警

報、雷雨濃霧

注意報発令 

雨：雨量7/10～1116:00

総雨量53.5mm7/1114:00

～121:00総雨量110mm時

間雨量最大

33.0mm(7/1115:00～

16:00) 

水位：210cm(7/11 19:30

～20:00) 

死者1人、重体1人 

家屋床上浸水1戸、床下浸水88戸  

耕地  田畑損壊41箇所21,200千円、農業

施設損壊17箇所22,900千円、林地損壊1

箇所1,500千円、林道損壊2箇所500千円 

計46,100千円  

農作物水稲55ha4,060千円、野菜

10.5ha640千円   計4,700千円 

土木 道路24箇所47,300千円、河川損壊7

箇所8,100千円      

計55,400千円 

公共施設 小学校2校3箇所2,360千円、中

学校4校4箇所1,300千円    計3,660千

円    合計109,860千円 

･7/1118:20 水防本

部設置 

7/123:00本部閉鎖 

･7/1211:30 水防本

部設置 

7/1213:00 本部閉

鎖 
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･7/1212:50 

大雨洪水警報

解除､大雨洪

水雷雨注意報

へ 

昭

61.7.13 

(1986年) 

梅雨前線 梅雨前線の

中国地方停滞 

･7/13 5:20 

大雨洪水警

報、雷雨濃霧

注意報発令 

･7/13 7:15 

大雨洪水警報

解除､雷雨注

意報へ 

･7/1320:00 

大雨雷雨注意

報へ 

･7/140:15 大

雨雷雨注意報

解除 

雨：雨量7/1219:40～

136:0042.5mm7/1320:30 

日雨量32.5mm 

水位：吉井川吹屋町

130cm 

家屋床上浸水1戸、床下浸水63戸、山崩

れ等による土砂流出による被害又は被

害発生のおそれのあるもの7戸 

耕地 田畑損壊79箇所48,800千円、農業

施設損壊111箇所169,900千円、林地損壊

8箇所17,600千円、林道損壊2箇所5,000

千円 計241,300千円 

土木 道路損壊32箇所51,200千円、河川

損壊9箇所18,600千円 計 69,800千円 

農作物41.2ha1,850千円 

公共施設 小学校3校5箇所1,250千円、幼

稚園1園1箇所200千円    計1,450千円   

合計314,400千円 

･5 :50 水防本部設

置 

7:30 本部閉鎖 

昭

62.7.14 

(1987年) 

台風５号の

影響による

雷雲 

10:30 頃か

ら降り始め､

11:20～12:00

にかけて強い

雨 

･10:40 雷雨

注意報発令 

･12:40 大雨

洪水雷雨注意

報へ 

雨：雨量10:30～

12:0055.0mm 

家屋床上浸水4戸、床下浸水36戸、東横

山で宅地に土砂流入 土木昭和町中鉄バ

ス裏の市道冠水 

･12 :10 水防本部設

置 

15:00 本部閉鎖 

昭

63.7.13∼

14 

梅雨前線の

活発化 

 ･7/13 20:00 

大雨･洪水･雷

注意報発令  

･7/13 21 :40 

大雨･洪水警

報､雷注意報

発令  

･7/14 18 :00 

大雨･洪水警

報解除 

雨: 雨量  

7/13 22 :00 95. 0mm  

7/14 3 :00 108.0mm 

8 :00 139.0mm  

11 :00 143.0mm 

15:00 173.0mm 

道路崩壊 4 箇所(5,000 千円)  

畦畔崩壊  15m  

家屋 床上浸水1 戸、床下浸水50戸、土

砂流入1 戸 

･7/13 22 :00 水防

本部設置  

7/14 18 :15 本部閉

鎖 

平

元.9.14  

～15 

(1989年) 

秋雨前線の

活発化 

 ･9/14 18:15 

大雨･洪水･雷

注意報発令 

･9/1418:58 

大雨･洪水警

報、雷注意報

発令 

･9/150:25 大

雨･洪水警報

解除、雷注意

報 

雨: 雨量9/14 

17:00～18:00 1.0mm 

18:00～19:0079.5mm 

19:00～20:0046.5mm 

20:00～21:0023.5mm 

21:00～22:00 0.5mm 

累計151.0mm 

水位9/14 (河川情報c. ) 

吉井川加茂川(高野) 

17:001.55m  0.62m 

18:001.55m  0.62m 

19:001.65m  0.71m 

20:001.82m  1.54m 

21:002.00m  1.60m 

22:002.12m  1.46m 

23:002.03m  1.29m 

家屋床上浸水19戸床下浸水487戸 

田･畑冠水   田16ha 畑16.7ha 

道路損壊97箇所 河川護岸損壊15箇所 

崖崩れ6箇所、鶴山公園2箇所 農林道損

壊12箇所 用水路損壊15箇所 ため池損

壊5箇所 道路冠水30箇所  

農地損壊50箇所 その他2(落雷火災1(全

焼) 、老朽家屋倒壊1) 被害額農林水産

業施設121,200千円 公共土木施設  

118,000千円 農産被害 17,860千円  合

計257,060千円 

･9/1419:05 水防本

部設置 

9/1419:15 災害対

策本部設置 

9/150:30本部閉鎖 

災害対策本部配置

68人 

情報連絡員配置59

人 

消防団警戒配置 

平2.9.18

～20 

(1990年) 

台風19 号

による大

雨･洪水･暴

風警報 

大型で非常

に強い台風 

･9/18 12:55 

大雨･洪水警

報､雷注意報

発表 

･9/1822:00 

大雨･洪水･強

風･雷注意報

へ 

･9/19 6:00 

大雨･洪水･暴

風警報､雷注

意報へ 

･9/205:50強

風注意報へ 

雨: 雨量 

9/1735.5mm 18日148.0m 

9/1993.5mm 20日4.0mm 

累計281.0mm 

風: 平均風速11.2m/s 

最大瞬間風速

29.3m/s(9/1920:51) 

水位: 吉井川吹屋町

328cm 

家屋床上浸水1戸、床下浸水17戸、損壊1

戸(屋根) 

農林 耕地194箇所、施設65箇所236,500

千円、農作物127,371千円     計

363,871千円 

土木 道路28箇所47,000千円、橋梁1箇所

5,000 千円、河川2箇所3,000千円  計

55,000千円 

公共施設  中学校1 校1,500千円、水道

施設1箇所6,000千円 計7,500千円 その

他 避難3戸、交通止7 箇所(県道2箇所､

市道5箇所) 

･9/1813:10 水防本

部設置 

･9/1824:00 災害対

策本部設置 

･9/2016:00 本部閉

鎖 

平3.9.27

～28 

(1991年) 

台風19 号

による暴風

警報 

大型で非常

に強い台風 

･9/2713:35 

暴風警報､大

雨･洪水注意

風:最大瞬間風速

30.2m/s(9/2717:42) 

最大瞬間風速

軽傷者1人 

家屋 一部破損99戸､非住家損壊25棟 

公共施設 小学校5校幼稚園1園 公共建

･9/2713:45 水防本

部設置 

･9/2717:30 消防団
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報発表 

･9/280:40暴

風警報解除、

注意報へ 

 

31.2m/s(18:43) 

最大瞬間風速

32.9m/s(19:19) 

最大瞬間風速

45.3m/s(22:16) 

物公民館6館その他8箇所      計

14,060千円耕地 農業施設損壊132 箇所

26,000千円  

公共土木施設 道路支障17件 農作物 

162,165千円  

商工被害 13件2,500千円  合計204,725

千円 

(6分団)出動 

･9/280:53 消防解

除 

･9/28 1:00 水防本

部閉鎖 

平

10.10.17

～18 

(1998年) 

台風第10号

に伴う集中

豪雨 

広域での集

中豪雨 

･10/17 11:20 

大雨･雷･強

風･洪水注意

報発表 

･10/1714:40 

暴風警報､大

雨･雷･洪水注

意報発表 

･10/17 16:50 

大雨･雷･強

風･洪水注意

報へ 

･10/17 21:30 

大雨･洪水警

報､雷･強風注

意報発表 

･10/18  2:50

洪水警報 

･10/18 12:35 

洪水注意報へ 

･10/1815:30 

洪水注意報解

除 

雨：雨量(津山測候所観

測値) 

１日雨量10/17140.5㎜

10/1816.5㎜ 

最大時間雨量 

10/1722:00～23:0033.5

㎜ 任意最大１時間雨量 

10/1721:19～22:1940.5

㎜(河川情報センター観

測値)１日雨量10/17188

㎜ 10/1823㎜  

最大時間雨量 

10/1723:00～0:0051㎜  

集中降雨時間帯雨量 

10/1721:00～18日 

0:30156㎜ 

水位：吉井川吹屋町   

小桁 10/17 

22:00  1.63m  1.95m 

23:00  2.93   3.53 

10/18 

0:00   3.52   4.91 

1:00   4.67   5.69 

2:00   4.95   5.69 

3:00   3.84   5.69 

4:00   2.86   5.69 

5:00   1.54   5.35 

6:00   4.50 

7:00   3.90 

8:00   3.44 

9:00   3.18 

風：最大瞬間風速

18.2m/s (10/18 0:44) 

西南西の風 

人的被害  

負傷者：重傷1人、軽傷4人 

住家被害 

全    壊：    4世帯 

半    壊：    5世帯 

一部破損：   43世帯 

床上浸水：1,740世帯 

床下浸水：1,414世帯 

非住家被害 

公共建物：1棟   その他：21棟 

その他被害 

田     ：流失・埋没90ha、冠水185ha 

畑     ：流失・埋没2ha、冠水8ha 

文教施設：22箇所    道    路：116箇

所 

橋りょう： 1箇所    河    川：29箇所 

清掃施設：1箇所   水道：570戸 

電話：2,106回線    電気：4,131戸 

ﾌﾞﾛｯｸ塀等：18箇所   公園：3箇所 

その他の公共施設：29 箇所 

被害額（単位:千円） 

公共文教施設88,175､農林水産業施設

1,913,448､公共土木施設482,586､その

他の公共施設340,104､農業被害77,000､

林業被害15,000､畜産被害10,000､水産

被害2,000､商工被害3,115,000 合計

6,043,313 

･10/1714:50 水防

本部設置 

･10/1717:10 水防

本部廃止 

･10/1721:45 水防

本部設置 

･10/1722:30 災害

対策本部設置 

･H11/3/3117:00 災

害対策本部廃止 

･災害救助法適用 

平15.6.7 大気状態の

不安定 

 ･14:25 大雨･

雷･洪水注意

報  

･19:10 大雨･

雷･洪水注意

報解除 

 床上浸水 非住家 1 件 ･15 :30 圏域消防出

動  

･15 :40 一宮分団１

０名出動 

平

16.8.30∼

31 

台風16 号

による暴

風・大雨･洪

水 

 ･8/30 5 :35 

暴風警報  

･8/30 7 :35 

大雨･洪水注

意報  

･8/30 21 :51 

大雨･洪水･暴

風警報  

･8/30 23:40 

大雨・洪水注

意報、暴風警

報継  

続  

･8/31 2 :55 

暴風警報解除 

 負傷者1 名  

その他 屋根の損壊8 件、倒木26 件、カ

ーブミラー破損・損壊7 件、防犯灯倒壊

1 件、電線破損・切断9 箇所、電柱倒壊

1 箇所、停電12 町内会2,645 戸、道路

の規制9 箇所、車の被害2 箇所 

･8/30 6 :45 災害警

戒本部設置  

･8/30 15 :30 特別

警戒体制  

･8/30 17 :00 情報

連絡員配置  

･8/30 23 :30 警戒

体制を縮小  

･8/31 3 :00 災害警

戒本部廃止 

平16.9.7 台風18 号

による  

暴風 

 ･5 :50 暴風

警報、大雨･

洪水注意報  

･19:24 暴風

警報が強風注

 負傷者2 名  

その他 住家一部損壊1 件、非住家全壊1 

件、屋根の損壊12 件、倒木 11 件、信

号破損1 件、電柱・電線関係14 箇所、

停電1 町内会450 戸、道路の規制・支障

･ 7 :00 災害警戒本

部設置  

･12 :55 情報連絡員

配置  

･19 :00 警戒体制を



17 

意報へ、大雨･

洪水注意報解

除 

9 箇所、ごみステーション損壊2 箇所 縮小  

･19 :45 災害警戒本

部廃止 

平

16.9.29 

台風21 号

による大

雨･洪水 

 ･14:01 大雨･

洪水警報、雷･

強風注意報  

･21 :49 大

雨･洪水警報

解除、注意報

へ 

18 :40 吹屋町 通報水

位を超える  

19 :20 小桁 警戒水位

超える 

負傷者1 名、 自主避難2 名  

床上浸水 住家1 棟、非住家1 棟、床下

浸水 住家16 棟  

その他 倒木1 件、停電11 町内会1,223 

戸、道路の規制・支障5 箇所 

･14:05 災害警戒本

部設置  

･17 :30 情報連絡員

配置  

･21 :00 警戒体制を

縮小  

･22 :00 災害警戒本

部廃止 

平

16.10.20 

台風23 号

による  

暴風・大雨･

洪水 

 ･ 6:11 大雨･

洪水･暴風警

報  

･20:36 大雨･

洪水･暴風警

報解除、注意

報へ 

 負傷者(軽傷)4 名、避難所利用12 箇所、

17 世帯48 名  

住家 全壊1 棟、半壊18 棟、一部損壊526 

棟、非住家23 棟  

床下浸水1 棟、停電10,000 戸  

農業関係 33箇所、倒木多数、  

土木関係 350 箇所、通行止15 箇所 

･10/20 7 :15 災害

警戒本部設置  

･10/20 13 :40 情報

連絡員配置  

･10/20 15:10 特別

警戒体制  

･10/20 15:40 災害

対策本部設置  

･10/20 22 :00 災害

対策本部を縮小  

･11/5 17 :00 災害

対策本部廃止 

平 

23.9.2∼4 

台風12 号

による暴

風・大雨・

洪水 

 ・9/2 16 :32 

暴風警報  

・23:25大雨警

報  

・9/3 16:30 

土砂災害警戒

情報  

・17:45洪水警

報  

・20:58暴風警

報解除  

・23:47洪水警

報解除  

・9/4 3:50 土

砂災害警戒情

報解除  

・6:17大雨警

報解除、注意

報へ 

・9/3 16:00 避難準備情

報発令（久米地域2,772 

世帯、7,214 人）  

・9/4 3:50 避難準備情

報解除 

住家 床下浸水２棟  

自主避難 １９世帯、４０人（うち久米

地域６世帯、１８人） 

･9/2 16:35 災害警

戒本部（１号配備）

設置  

･9/4 0:00 災害警戒

本部（初動配備）に

縮小  

・9/4 8:00 災害警

戒本部廃止 

 

イ．城東地区における災害の状況 

消防団ヒアリングによると、水害については、平成 10年(1998)の台風 10号災害にて、

床上浸水があった。西側では出雲街道と関貫小路との交差点辺りの地盤が低く、東側で

は出雲街道と大隅小路との交差点辺りの地盤が低くなっており、この辺りを中心に浸水

の被害があった。 

水害の原因は、小路沿いの側溝より吉井川に雨水を放流しているが、吉井川の水位が

上昇したことで側溝へ逆流し浸水した。側溝の放水口には逆流防止のポンプゲートが設

置されているが、手動であったため、逆流が起こってしまった後では、危険であり閉め

ることはできない状況であった。 

平成 10 年(1998)以前は、昭和 20 年(1945)に大規模な水害があった。それ以外では、

大雨の際、丹後山からの水が側溝からあふれることはあるが、出雲街道沿いでの浸水被

害に至ったことはない。周辺地区である上之町では土嚢を積み備えることがある。 
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図 平成 10年(1998)台風 10号災害における浸水箇所 

 

（２）地震災害 

津山市に影響を及ぼす地震としては、主に陸域の浅い地震で震源が近い、いわゆる直下

型地震と、南海トラフ沿いで発生する巨大地震（いわゆる海溝型巨大地震）とがある。 

過去の地震履歴は、以下の表のとおりである。なお、震度の記録は全市における状況で

あり、城東地区における災害の状況の記録はない。 

 

ア．津山市に震度４以上の揺れをもたらしたと推定される地震（明治 34年(1901)以前） 

年代 震源地 規模(M) 備考 

宝永４年(1707) 

宝永 7年(1710) 

正徳元年(1711) 

駿河湾－四国沖 

伯耆・美作 

伯耆 

８.６ 

６.５程度 

６.２程度 

宝永地震 岡山、津山等で震度５ 

津山で震度４～５ 

県北で被害 

資料：『地域防災計画震災対策編（平成 29年度版）』 

イ．津山市で震度４以上を観測した地震（明治 35年(1902)以降） 

発生 

年月日 
震 度 震央地名（地震名） 規模(M) 備考 

昭和 5.12.21 

(1930年) 

岡山３、津山５ 広島県北部  ５.９  

昭和 18.9.10 

(1943年) 

岡山５、津山４ 鳥取県東部（鳥取地震） ７.２  

平成 7.1.17 

(1995年) 
岡山４、津山４ 

大阪湾【平成７年（1995）

兵庫県南部地震】 
７.３ 軽傷１人 

平成 12.10.6 

(2000年) 

津山４ 

（加茂町、阿波、新

野東、中北下）鳥取

県西部 

【平成 12 年（2000）鳥取

県西部地震】 
７.３  

平成 28.10.21 

(2016年) 

真庭、鏡野５強 

津山４ 
鳥取県中部 ６.６  

資料：『地域防災計画震災対策編（平成 29年度版）』 

浸水発生箇所 

※浸水発生箇所は、地元ヒアリングによる 
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（３）火災 

ア．全市における災害の状況 

平成 19年(2001)～平成 28年(2016)の 10年間の建物出火件数は、30～62件（平均 41.3

件）となっている。出火原因は、「放火・放火の疑い」が１位で、次いで「たき火・火入

れ」「こんろ」「たばこ」「炉・かまど類」「ストーブ」が多い。 

 

表 火災履歴 

 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 

り災世帯（世帯） 39 45 83 37 41 24 36 34 44 35 

り災人員（人） 103 101 206 90 101 54 93 80 96 84 

死者（人） 4 1 7 3 3 0 1 2 3 5 

負傷者（人） 9 14 16 13 12 7 7 5 13 12 

出火件数（件） 77 79 85 55 65 40 50 52 75 76 

損害額（千円） 244738 617656 421097 222804 186222 103152 215811 158797 168149 172736 

出

火

件

数

・ 

損

害

額

等 

建物 

件数(件) 46 62 51 39 32 37 55 50 43 30 

損害額(千円) 231507 617202 408912 198576 99715 212101 163649 162020 174140 98250 

面積(㎡) 3008 8837 7686 4074 2848 3838 4384 3210 4317 2533 

林野 

件数(件) 8 4 7 3 3 0 5 6 3 3 

損害額(千円) 40 28 484 116 84 0 678 100 130 238 

面積(ａ) 727 4 175 9 28 4 2029 21 42 401 

車両 

件数(件) 4 2 10 9 15 6 9 6 14 6 

損害額(千円) 535 115 6560 4703 7510 3110 2244 8230 9192 2832 

台数(台) 4 2 10 9 17 7 10 6 15 6 

その

他 

件数(件) 19 11 17 4 2 7 6 14 5 1 

損害額(千円) 12656 311 5141 19409 2152 600 1578 2218 2760 1832 

原

因

別

出

火

件

数 

たばこ 3 6 4 6 3 3 5 1 2 1 

こんろ 9 8 6 2 8 3 2 5 8 3 

炉・かまど類 4 1 2 2 5 2 1 6 2 5 

ストーブ 4 3 0 3 2 3 2 3 2 2 

こたつ 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

電気機器、装置 4 4 0 2 1 0 0 3 7 5 

電灯・電話等の配線 3 0 5 1 2 1 2 2 1 2 

車両配線・内燃機関等 1 5 2 4 1 2 4 4 4 2 

火遊び等 2 3 4 0 2 0 0 1 1 2 

たき火・火入れ 11 5 10 2 4 3 6 6 9 4 

灯火 0 2 0 3 1 2 0 0 1 1 

溶接・溶断機・火花等 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 

放火・放火の疑い 14 27 14 10 8 9 8 16 11 3 

その他 22 15 37 19 18 22 21 28 26 10 

合計 77 79 85 55 55 50 52 75 76 40 

資料：『地域防災計画震災対策編（平成 29年度版）』 ※ 平成 16年以前は、旧津山市の記録。 

 

イ．城東地区における災害の状況 

平成 13年(2001)以降に城東地区で発生した火災は 17件（うち建物火災 15件、車両火

災 1 件、その他火災に至らない程度の出火１件）であった。これらの火災のうち、２棟

以上に延焼した建物火災は３件であった。 



20 

 

表 城東地区における火災発生状況 

番

号 
覚知年 覚知日時 発生場所 火災種別 出火原因 延焼等の状況 

① 平成13年 1/28 16:28 東新町25 建物火災 
天ぷら鍋の消

し忘れ 
４棟全焼 

② 平成13年 6/30 2:46 上之町436 建物火災  １棟全焼 

③ 平成14年 2/16 14:06 上之町341 建物火災  ボヤ（布団のみ） 

④ 平成14年 7/24 1:58 中之町44 建物火災 
コンロの消

し忘れ 
７棟全焼 

⑤ 平成15年 2/5  3:12 西新町65-1 建物火災 石油ストーブ ４棟全焼、死者１名 

⑥ 平成15年 10/23 15:18 上之町79 建物火災  本堂奥の小屋 

⑦ 平成16年 2/29 6:30 中之町36 建物火災  （詳細不明） 

⑧ 平成18年 2/14 11:08 東新町72-1 建物火災  倉庫全焼 

⑨ 平成18年 4/28 3:02 西新町2 車両火災   

⑩ 平成22年 3/14 18:18 上之町378-6 建物火災  
アパート１室(布団

のみ) 

⑪ 平成23年 3/8 13:30 林田町15 建物火災  （詳細不明） 

⑫ 平成25年 3/16 21:42 橋本町24 建物火災  空き家全焼 

⑬ 平成26年 1/13 2:15 上之町308-1 建物火災 不審火 １棟全焼 

⑭ 平成27年 3/28 9:11 林田町8 建物火災 ストーブ １室 

⑮ 平成27年 7/28 22:13 東新町57 建物火災 不審火 車庫 

⑯ 平成28年 7/21 2:42 上之町3-2 建物火災  １棟全焼、死者１名 

⑰ 平成28年 12/17 16:31 上之町140 その他火災  （火災に至らず） 

資料：津山圏域消防組合資料 ※延焼等の状況は、消防団ヒアリングによる 
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ウ．城東地区における出火率・延焼率 

保存地区含む地区（東新町、西新町、中之町、勝間田町、林田町、橋本町）と保存地区

以外の地区（上之町）並びに城東地区全体における出火率・延焼率は、次表のとおりとな

っている。 

 

表 保存地区を含む地区と保存地区以外の地区における出火率・延焼率 

 

保存地区含む地区 保存地区以外の地区 

城東地区 

全体 
備考 東新町、西新町、

中之町、勝間田町、

林田町、橋本町 

上之町 

出火件数（件） 10 7 17 
平成 13年(2001)～平成 28年

(2016)間の総数 

資料：津山圏域消防組合資料 

出火件数の 

年間平均（件） 
0.63 0.44 1.06 

平成 13年(2001)～平成 28年

(2016)間の平均 

出火率(件/万人) 11.60 6.03 8.41 
人口１万人当たりの出火件

数 

津山全市の出火率 

(件/万人) 
4.14 

平成 27年(2015)データ 

資料：津山圏域消防組合資

料、住基台帳平成29年(2017)

１月１日 

出火率の全国平均 

(件/万人) 
2.90 

平成 28年(2016)データ 

資料：総務省消防庁資料 

延焼件数（件） 3 0 3 
平成 13年(2001)～平成 28年

(2016)間の総数 

資料：津山圏域消防組合資料 

延焼件数の 

年間平均（件） 
0.19 0 0.19 

平成 13年(2001)～平成 28年

(2016)間の平均 

延焼率 30.0% 0.0% 17.6% (延焼件数/出火件数) 

木造の延焼率の 

全国平均 
32.2% 

平成 28年(2016)データ 

資料：総務省消防庁資料 

人口（人） 539 725 1,264 
住基台帳平成 29 年(2017)１

月１日 
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【城東地区で発生した火災についての新聞記事】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①平成 13年（2001）１月 28日 ４棟延焼火災 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典：「平成 13年(2001 年)１月 29日付 津山朝日新聞」（個人蔵） 

④平成 14年（2002）７月 24日 １０棟延焼火災 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典：「平成 14年(2002年)7月 25日付 山陽新聞」（個人蔵） 
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⑤平成 15年（2003）２月５日 ４棟延焼火災 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典：「平成 15年(2003年)２月５日付 山陽新聞」（個人蔵） 

■延焼火災における消火活動等の状況（消防団ヒアリングによる） 

①平成 13年（2001）１月 28日 ４棟延焼火災 

・このとき消防団は、吉井川の水を利用するため、送水栓は使用せず、国道にホースを敷設して消

火活動を行った。 

・火事の原因は、台所の天ぷら鍋を火にかけたままによる出火。 

④平成 14年（2002）７月 24日 １０棟延焼火災 

・小屋裏で延焼したと思われ、鎮火まで丸２日かかった。向かいにある城東分団消防機庫に 40ｔの

防火水槽があるが、30分で使い切ったので、吉井川の水利を利用する送水栓から随時水を補充し

ながら、消火活動を行った。 

・牛乳をコンロにかけたまま外出してしまったことが原因。 

⑤平成 15年（2003）２月５日 ４棟延焼火災 

・石油ストーブにタオルを掛けて乾かしていたところ、石油ストーブが転倒したことが原因。（当

時のストーブには転倒時の安全装置はついていなかった。） 
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５ 想定される災害と被害 

 

（１）水害 

県は、水位周知河川等について、洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、異常

な大雨（おおむね 100 年に１回発生すると予想される大雨）が発生し、堤防が決壊し、河

川が氾濫した場合に浸水が想定される区域を洪水浸水想定区域として指定し、指定の区域

及び想定される水深、浸水継続時間等を明らかにして公表している。 

本市では、吉井川、広戸川、加茂川、宮川、皿川、久米川を対象とし、洪水浸水想定区

域が指定されている。 

城東地区は、東新町、西新町、中之町、上之町が吉井川浸水想定区域に指定されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 吉井川浸水想定区域 

 

（２）土砂災害 

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）

に基づいて行われる調査の結果、城東地区内は、土砂災害（がけ崩れ、土石流、地すべり）

により住民の生命または身体に危害が生じるおそれのある区域として「土砂災害警戒区域

（急傾斜地の崩落）」が指定されている。 

 

出典：「津山市防災ハザードマップ」（平成 30年３月作成） 

浸水想定区域 

    城東地区界 

津山東高等学校 

作州城東屋敷 

（洪水時不可） 
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図 城東地区における土砂災害警戒区域 

（３）地震災害 

岡山県北部では「山崎断層帯の地震」の被害が最大で、建物全壊が約 600 棟となるなど

甚大な被害が想定されている。各断層別の被害想定の特徴と主な被害想定結果は、次のと

おり。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    城東地区界 

土砂災害警戒区域 

（急傾斜地の崩落） 

出典：「津山市防災ハザードマップ」（平成 30年３月作成） 

津山東高等学校 

作州城東屋敷 

津山市 

図 想定地震 12地震の断層面 
資料：「断層型地震の被害想定について」（平成 26年 5月）岡山県危機管理課 
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ア．山崎断層帯の地震 

美作市、奈義町で最大震度６強の強い揺れに見舞われ、美作市では約半分の区域で、

奈義町ではほぼ全域で、震度６弱以上の揺れに見舞われる。 

その場合、美作市・奈義町を中心に約 500 棟の建物が揺れにより全壊となると想定さ

れ、建物倒壊により甚大な人的被害も想定される。 

揺れが強い美作市、勝央町、奈義町、津山市を中心に、河川沿いで液状化の危険度が

高まる。 

避難者数は１週間後に美作市で約 3,500 人、全県で約 5,700 人と想定される。 

小集落が散在する山間部が強い揺れに見舞われるため、 孤立集落が発生する可能性が

ある。 

 

表 山崎断層帯の地震による被害想定 

被害項目 ケース 県全体 
主な市町村と被害想定 

津山市 美作市 奈義町 

最大震度 ６強 ６弱 ６強 ６強 

建物全壊(棟) 冬・18 時 604 7 471 56 

死者数(人） 冬・深夜 33 0 30 3 

最大避難者数(人) 冬・18 時 5,680 179 3,474 532 

※１）被害想定は、３種類の季節・時間帯で被害が最大となるケースを表示する。（以下同) 

※２）建物全壊、死者数は、揺れ、液状化、火災等の合計値を表す。（以下同） 

※３）最大避難者数は、発災後１週間後の数値（以下同） 

資料：『地域防災計画震災対策編（平成 29年度版）』 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 山崎断層帯の地震による震度分布    図 山崎断層帯の地震による液状化危険度 

資料：「断層型地震の被害想定について」（平成 26年 5月）岡山県危機管理課 
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イ．那岐山断層帯の地震 

津山市、鏡野町、奈義町で震度６強の揺れに見舞われ、特に鏡野町で大きな被害が想

定される。 

津山市、鏡野町、真庭市を中心に川沿いで液状化の危険度が高まる。 

避難者数は１週間後に鏡野町で約 1,200 人、全県で約 2,100 人と想定される。 

小集落が散在する山間部が強い揺れに見舞われるため、 孤立集落が発生する可能性が

ある。 

表 那岐山断層帯の地震による被害想定 

被害項目 ケース 県全体 
主な市町村と被害想定 

津山市 美作市 奈義町 

最大震度 ６強 ６強 ６強 ６強 

建物全壊(棟) 冬・18 時 209 60 126 10 

死者数(人） 冬・深夜 12 3 8 1 

最大避難者数(人) 冬・18 時 2,078 486 1,242 220 

資料：『地域防災計画震災対策編（平成 29年度版）』 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 那岐山断層帯の地震による震度分布    図 那岐山断層帯の地震による液状化危険度 

資料：「断層型地震の被害想定について」（平成 26年 5月）岡山県危機管理課 

ウ．大立断層・田代峠－布江断層の地震 

真庭市、鏡野町で震度６強の大きな揺れに見舞われ、特に真庭市北部で甚大な建物・

人的被害が想定される。 

揺れが強い真庭市・鏡野町を中心に川沿いで液状化の危険度が高まる。 

小集落が散在する山間部が強い揺れに見舞われるため、 孤立集落が発生する可能性が

ある。 
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表 大立断層・田代峠－布江断層の地震による被害想定 

被害項目 ケース 県全体 
主な市町村と被害想定 

津山市 美作市 奈義町 

最大震度 ６強 ６弱 ６強 ６強 

建物全壊(棟) 冬・18 時 340 21 265 50 
死者数(人） 冬・深夜 20 1 16 3 
最大避難者数(人) 冬・18 時 3,868 244 2,632 952 

資料：『地域防災計画震災対策編（平成 29年度版）』 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 大立断層・田代峠－布江断層の地震による震度分布    図 大立断層・田代峠－布江断層の地震による液状化危険度 

資料：「断層型地震の被害想定について」（平成 26年 5月）岡山県危機管理課 

 

エ．南海トラフ地震 

南海トラフの巨大地震による県内の震度

分布では、県下の最大震度は６強となって

おり、最小でも５弱が予想される。 

津山市においては、最大震度５強が想定

されている。 

南海トラフ地震での城東地区の震度、液

状化は以下の通りである。 

 

 

 

 

 

  

資料：「南海トラフ巨大地震における震度分布図・液状化危

険度分布図について」（平成 25年 3月）岡山県危機管理課 

図 南海トラフ地震による震度分布 
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図 城東地区の震度分布 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 城東地区の液状化危険度分布 

※平成 25年 2月に県が公表した「南海トラフ巨大地震」が発生した場合の震度及び液状化危険度を示したもの 

  

出典：「きらきらつやまっぷ」（津山市 HP） 

出典：「きらきらつやまっぷ」（津山市 HP） 

凡例 
   城東地区界 

凡例 
   城東地区界 
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（４）火災 

城東地区は、市内の中心部から宮川を隔てた地区にあり、木造家屋が多く密集した地域

である。国の重要伝統的建造物群保存地区であり、市道 A095 号（旧出雲街道）沿いは道路

の両脇に木造家屋が隙間なく立ち並んでいる。建物の特徴として、間口は狭いが、玄関か

ら奥に長い建物構造となっている。 

過去に発生した火災は前述のとおりであり、ひとたび火災が発生した場合は、連続する

複数棟に類焼する火災となる危険がある。 

また、上之町地内では空き家の割合が多く、放火による火災の危険も考えられる。 

なお、津山圏域消防組合消防本部では、城東地区は火災危険区域に指定され、警防計画

を作成している。警防計画によると、市道 A095号（旧出雲街道）沿いは、道路に面した建

物間は進入困難であるため、延焼の恐れのある建物屋内及び炎上建物側から筒先を配備し、

延焼阻止にあたる必要があるとしている。 

 

表 城東地区における火災に対する弱点等 

地区の概況 水利の状況や消火活動上の留意点等 

・市道 A095 号（旧出雲街道）

沿いは道路の両脇に木造家

屋が隙間なく立ち並んでい

る。建物の特徴として、間口

は狭いが、玄関から奥に長い

建物構造となっている。  

・過去の火災記録では、ひとた

び火災が発生した場合は、連

続する複数棟に類焼する火

災となっている。 

・上之町地内では空き家の割合

が多く、放火による火災の危

険も考えられ、地域での防

火・防犯活動が必要である。 

・消火栓は、宮川東側市道 A064 号（管径 250mm・150mm）、市道

A095号（管径 250mm）、上之町の東西の通り市道 A097 号（管径

300mm）で、消火活動上十分な管径を有している。 

・国道 53号歩道上の消火栓は管径が 75mmのため補完的な利用と

なる。  

・津山洋学資料館敷地内の防火水糟（100t）がある。 

・消火栓の圧力不足になる場合は、吉井川からの送水管利用も可

能である。 

・道路に面した建物間は進入困難であるため、延焼の恐れのある

建物屋内及び炎上建物側から筒先を配備し、延焼阻止にあた

る。 

・高所から飛火警戒や風向き及び火勢の状況により、道路及び空

地利用による延焼阻止線を設定する必要がある。 

・地域を代表する関係者（町内会長等）から、現住・非現住家屋

についての情報収集を行う。 

 参考資料：「火災危険区域警防計画」（津山圏域消防組合消防本部） 
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第２章 城東地区の現況 

 

城東地区防災計画策定の基礎資料とするため、城東地区の構造、建築物等、道路、公共施

設、防災関連施設の現況を、「津山城東の町並」（伝統的建造物群保存対策調査報告書：平成

元年(1989)）等資料をもとに整理する。 

 

１ 城東地区の構造 

 

城東地区は、宮川の東の地区の内の町人地に当たる。西から橋本町・林田町・勝間田町・

中之町・西新町・東新町が連なる。このうち西の三町が慶長年間(1596～1615)に城下町とし

て形成され、残る三町は寛永二年(1625)に城下町に編入された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 城下町の形成時期 

 

この地区は出雲街道に沿って町家が建ち並び、街道は東端・中程・西端の三力所に矩折れ

の升形を設けている。町家の敷地は街道に向かって口を開いており、間口は一定しないが、

奥行は十七間が原則であったと考えられる。しかしこの敷地奥行も町によって異なっている。

敷地奥行規模からみると、林田町・勝間田町は規格性が高く、城下町建設の初期に形成され

たことを裏付けている。東新町・西新町東半分もこれに準じた規格を持つており、十から二

十年を隔てた後に形成された町についても、建設当初の計画原則は踏襲されていたことが窺

える。この中間にあたる中之町・西新町西半部は、南側に位置する吉井川との北側は武家屋

敷地である上之町の制約を受けて奧行が狭くなったと考えられる。 

敷地の間口についてみると、大規模なものでは十間を越えるものがあるが、通常は二間か

ら四間のものが多い。津山松平藩の町奉行日記などから敷地の分割や統合が頻繁に行われて

いたことが知られ、近世における盛んな経済活動が窺える。 

近世初頭に津山の町作りが着手された時、社寺地は東と西に振り分けられ、それぞれ城下

町の端に設定された。これが「西寺町」と城東の寺社群である。 

出典「津山城東の街並」平成元年、津山市 
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城東の寺社群は丹後山を背にしてその山裾に、城に近い西から本伝寺・浄光院・大信寺・

本蓮寺・千光寺・長松寺・蓮光寺・香寅寺と続き、さらにその東に産土神である大隅宮が位

置する。また、本蓮寺下の上之町筋の角地に浄円寺があり、逆に香寅寺上の一角に庚申堂が

ある。このように９寺１堂１社の存在が知られる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 城東地区の概念図 

 

２ 建築物等 

 

（１）用途 

伝統的建造物群保存対策調査では、敷地単位毎に行い、主屋の用途別に６種類に分類し

た。「住居専用」「店舗もしくは事務所併用住宅」「店舗もしくは事務所専用」「公共建築」

「工場」「車庫・駐車場」の６種類である。 

出雲街道に面する建物は本来町家で、居住空間に商業空間・作業空間を取り込んでいた。

したがって、現在でも出雲街道沿いには店舗併用住宅が多い。しかし、商売をやめたり、

店舗を他の地へ移すことによって、住居専用になっているところも多い。例えば敷地が国

道 53 号線に面する場合は、店舗を出雲街道沿いから国道 53 号線側に移すところも見られ

る。また、大正以降のものでは、当初から住居専用建物として建てられたものや、新しい

店舗併用住居として、１階を店舗、２階を居住空問とするものがある。 

出雲街道の北側、上之町一帯は住居専用の建物が立ち並び閑静な住宅街となっており、

店舗・事務所はほとんど見られない。そして、上之町道路の北側には寺院・神社が丘陵に

沿って点在している。 

以上のように城東地区は、出雲街道沿いでは商業活動がおこなわれ、部分的に工場が存

在するが、基本的には居住を原則とした建物によって構成されている。 

 

（２）構造工法 

構造体を材質工法によって、伝統的木造建築、非伝統的木造建築、鉄骨・鉄筋コンクリ

出典「津山城東の街並」平成元年、津山市 
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ート造建築に分類した。伝統的木造建築とは、木造、真壁、瓦葺を基本とした工法で建て

られた建物をいい、非伝統的木造建築とは木造ではあるが、壁体がモルタル塗りであった

り、新建材を多用したり、屋根に色瓦・金属板などを使用した建物をいう。なお、主構造

が伝統的木造でありながら、表構えのみ非伝統的な工法によって改造されているものは、

伝統的木造建築に含めることとした。 

出雲街道沿いでは、 橋本町～東新町間で約８割の建物が伝統的木造建築である。その東

の古林田－玉琳間では伝統的木造建築の割合がやや少なくなり、約６割となる。このよう

に出雲街道沿いでは一見、改造や看板によって、非伝統的工法で建てられた建物に見える

ものでも、その多くは建物本体が伝統的工法で建てられた木造建築が多い。しかし、近年

非伝統的工法で建てられた建物が次第に増えつつある。とくに、東部の東松原－玉琳地区

で頭著であり、現在ではすでに４割近くの建物が非伝統的工法によって建てられた建物と

なっている。また、出雲街道の南の国道 53 号線沿いでも、国道 53 号線に面したところで

は鉄骨または鉄筋コンクリート建築が多く分布し、さらにその数を増してゆくものと考え

られる。橋本町・東新町間の出雲街道沿いの建物については、昭和 56年(1981)９月の調査

と比較すると、建物の建替・取り壊しが急速に進んでいることが歴然としている。昭和 63

年(1988)までに伝統的木造建築から非伝統的木造建築もしくは鉄骨・鉄筋コンクリート建

築に建て替えられたものが 23軒、伝統的木造建築が取り壊され、空き地・駐車場となった

ものが８軒と、実に 31軒の伝統的木造建築が消失した。さらに分布調査をおこなった昭和

63年(1988)５月から、各戸調査を行った同年７月の２力月の間に４軒の伝統的木造建築が

取り壊されている。 

市では、平成 25 年 2 月 18 日に城東伝統的建造物群保存地区を決定し、その後、文化庁

により平成 25 年 8 月 27 日に重要伝統的建造物群保存地区に選定された以降は、地区内の

保存事業を計画的に進めることにより、伝統的建造物の保全が図られるようになってきて

いる。 

つぎに、出雲街道の北に目を転じると、上之町道路沿いで伝統的木造建築が比較的多く

残っている。しかし、出雲街道と上之町道路を結ぶ南北小路では、西部の林田町の北方付

近より西では比較的伝統的木造建築が多いものの、勝間田町の北方付近から東では、アパ

ート、工場、ガレージやミニ開発による住宅が建ち、伝統的木造建築が数少ない。また上

之町の東北でもミニ開発が進んでおり、新しい住宅の建設が行なわれている。 
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（３）伝統的建造物 

伝統的建造物の分布（昭和 63年(1988)調査時点）は、次図のとおりである。 
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（４）駐車場 

上之町にモータープールが増えつつ

あり、出雲街道に面した敷地でも、家屋

を取り壊した空き地が駐車場として利

用されているところが多く、景観上の問

題点となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図
 
駐
車
場
の
分
布
（
昭
和

63
年
時
点
）
 

出
典
「
津
山
城
東
の
街
並
」
平
成
元
年
、
津
山
市
 

凡
例
 

 
 

 
 
城
東
地
区
界
 

 
 

 
 
保
存
地
区
界
 

 
 

 
 
駐
車
場
 



38 

３ 道路 

 

ア．認定道路 

城東地区及び周辺における市道に認定された道路は、次図のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ．地区内道路の幅員 

城東地区及び周辺内の市道に認定された道路の幅員は、次図のとおりである。 

 

 

 

 

 

  

出典：津山市統合 GIS 

図 市道認定図 

    城東地区界 
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４ 公共施設 

 

（１）教育・育児施設 

教育・育児関連施設は、次図のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）観光・文化施設 

観光・文化施設は、次図のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 教育・育児施設 

出典：津山市統合 GIS 

図 観光・文化施設 

出典：津山市統合 GIS 

    城東地区界 

    城東地区界 
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５ 防災関連施設 

 

（１）消防団機庫 

城東地区内の消防団機庫は、次図のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）消防水利 

城東地区内の消防水利の現況は、p43～44の図のとおりである。 

また、町内会等が設置した消火器は、p45の図のとおりである。 

 

（３）指定避難場所等 

城東地区内の指定避難場所、指定緊急避難場所は、次図のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 消防団機庫 

出典：津山市統合 GIS 

図 指定避難場所、指定緊急避難場所 

出典：津山市ハザードマップ 

    城東地区界 

津山東高校 

津山東公民館 

作州城東屋敷 

    城東地区界 
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第３章 上位計画及び関連計画等 

 

１ 津山市総合計画 「津山開花宣言～津山市第５次総合計画～」（平成 28年(2016)３月） 

 

「津山開花宣言～津山市第５次総合計画～」（平成 28 年(2016)３月）における城東地区に

係る計画の概要は以下のとおりである。 

 

（１）歴史まちづくりと景観の保全 

ア．基本方針 

城跡、武家屋敷、町家、社寺といった城下町の歴史的な構成要素を保存活用するとと 

もに、それらを取り巻く周辺の町並み景観を整備することにより、古いものと新しいも

のとが調和した津山らしい景観を市民とともに守り・育て・創り、将来世代に引き継げ

るよう、景観行政に積極的に取り組む。観光駐車場や道路美装化などのインフラ整備に

取り組み、津山の魅力的な景観を観光振興に活かす。 

イ．施策の方向と主な取組 

① 歴史資産の保存と町並み景観の整備 

② 歴史資産の活用と施設整備 

③ 景観行政の推進 

 

（２）防災体制の充実と防災意識の啓発 

ア．基本方針 

自助・共助の考え方による自主防災組織の設立を推進し、平素から防災意識の高揚を

図るとともに、減災に向け、公助との協働体制の構築と的確かつ迅速な情報伝達システ

ムを整備する。 

消防団の施設・設備の充実や圏域消防組合の効率的な体制整備により、消防力の向上

に努める。あわせて、救急救命活動と医療の連携を図る。 

イ．施策の方向と主な取組 

① 防災情報伝達システムの整備 

② 防災意識の高揚 

③ 消防・防災・救急救助体制の充実 

 

（３）災害予防と減災の推進 

ア．基本方針 

治山・治水事業や雨水浸水対策、住宅の耐震化などに取り組むとともに、関係機関の

協力のもと体系的な緊急輸送道路の整備を図るなど、防災・減災対策を推進し、災害に

強いまちづくりを進める。 

イ．施策の方向と主な取組 
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① 治山・治水対策の推進 

② 雨水浸水対策の推進 

③ 耐震対策の推進と緊急輸送道路の確保 

 

（４）共創・協働の推進 

ア．基本方針 

市民・ボランティア団体・ＮＰＯ・事業者などと行政とが連携して、将来の姿や課題

解決を図る共創・協働のまちづくりを推進する。 

行政情報の提供・共有により、多くの市民の声を取り入れ、市民が主役のまちづくり

を進める。 

イ．施策の方向と主な取組 

① 共創・協働のまちづくりの推進 

② 市民参画のまちづくりの推進 

 

 

２ 津山市地域防災計画 （平成 29年(2017)度版） 

 

津山市地域防災計画（平成 29年(2017)度版）では、災害の発生を完全に防ぐことは不可能

であることから、災害時の被害を最小化し、被害の迅速な回復を図る「減災」の考え方を防

災の基本理念とし、災害対策の実施に当たっては、行政、地域、住民、事業者等が一体とな

って最善の対策を講じるものとしている。 

地域防災計画において、特に城東地区に関連する事項の概要を掲載する。 

 

（１）自立型の防災活動の促進 

いつどこででも起こりうる災害による人的被害、経済的被害を軽減し、安全・安心を確

保するためには、行政による公助はもとより、個々人の自覚に根ざした自助、身近な地域

コミュニティ等による共助が必要であり、個人や家庭、地域、企業、団体等社会の様々な

主体が連携して日常的に減災のための行動と投資を息長く行う市民運動を展開し、地域防

災力の向上を図る。 

 

【自立型の防災活動の促進のための計画】 

ア．防災知識の普及啓発 

イ．自主防災組織の育成等 

ウ．住民、地域、企業等の防災訓練計画及び参加 

エ．住民及び事業者の地区防災活動の推進 

オ．地域防災活動施設整備計画及び推進 

カ．要配慮者等の安全確保 
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（２）避難及び避難所の設置・運営計画 

市は、あらかじめ避難経路について複数ルートを確保しておくとともに、総合的な避難

計画を策定し住民等への周知を図るとともに、避難計画に基づく訓練に努める。 

 

【避難及び避難所の設置・運営計画】 

ア．防災訓練への参加による、避難所、避難方法等の確認 

イ．指定避難所における避難者の自治体制の確立 

 

（３）地震に強いまちづくり 

ア．一般の住宅・建築物の不燃化・耐震化 

市は、一般の住宅・建築物について、建築基準法に基づき不燃化が図られるよう指導

及び助言を行う。 

また、耐震改修促進計画に基づき、一般の住宅・建築物の耐震診断及び耐震改修の促

進を図る。 

 

【一般の住宅・建築物の不燃化・耐震化】 

① 建物の不燃化、耐震化 

② まちの不燃化 

 

イ．文化財保護対策 

文化財の保護のため、市民の愛護意識の高揚を図るとともに、文化財の適切な保護、

管理体制の確立、防災施設の整備促進を図る。 

 

【文化財保護対策】 

① 防災意識の高揚 

② 防火・防災設備の整備 

③ 防火・防災訓練の実施 
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３ 津山市城東伝統的建造物群保存地区保存計画 （平成 25年(2013)２月） 

 

津山市伝統的建造物群保存地区保存条例（平成 24年津山市条例第 53号、以下「保存条例」

という。）第３条の規定に基づき、津山市城東伝統的建造物群保存地区（以下「保存地区」と

いう。）の保存に関する計画（以下「保存計画」という。） が定められた。 

保存計画の概要は以下のとおりである。 

 

 

 

 

 

  

【保存地区の名称・面積・範囲】 

○保存地区の名称：城東伝統的建造物群保存地区 

○保存地区の面積：約 8.1ヘクタール 

○保存地区の範囲：津山市橋本町、林田町、勝間田町、中之町、西新町、東新町の各一部 
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（１）保存地区の特性 

城東町並み保存地区は津山城下町の東の玄関として、近世から近代にかけての商業の中

心地としての町家の町並みが一体的に残っていることが特徴であり、歴史的な町並みがよ

く残されている。中でも幕末の洋学者である箕作阮甫の生家である箕作阮甫旧宅や近世の

造り酒屋の構造を今に伝える苅田家住宅及び酒造場、代表的な近代町家である城東むかし

町家などは、津山城下町の町並みを代表する歴史的風致を今日まで伝えるものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）伝統的建造物群の特徴 

津山城下町の伝統的建造物群の特性は、伝統的建造物及びこれと一体をなして歴史的風

致を形成する環境要素が作り出している。伝統的建造物のうち、建築物には町家建物があ

り、工作物には門、塀等がある。 

敷地はその多くが間口が狭く、奥行きの長い敷地割となっている。敷地内における建築

物の配置は、通りに面して切妻造・平入りの主屋があり、その背後に便所・風呂棟・離れ・

土蔵が配されるのが一般的である。敷地の中程には中庭が設けられ、この配置によって日

照と通風の確保が図られている。 

町家の平面はトオリニワと呼ばれる土間を出雲街道の南北ともに東側に配し、ミセノ

マ・ナカノマ・オクノマからなる１列３室の部屋をとるものが典型である。 

 

 

 

 

 

 

 

                        

図 伝統的町家の概念図         図 伝統的町家の平面模式図 

 

主屋の基本構成は前述のごとく切妻造・平入である。大屋根の前後に半間の庇が付くの

が通常の型で、大屋根と後庇は桟瓦葺、前庇を本瓦葺とするのが通例である。 

この前面庇は主構造体の最前列柱筋から半間前に出る。この庇と主構造体の取付に津山

の町家の著しい特徴がある。すなわち主構造体の最前列柱筋を、緩くカーブした梁状の部

オクノマ 

ナカノマ 

ミセノマ 

ザシキ 

マエザシキ 

ミセオク 

ダイドコロ 

ナカノマ 

ミセノマ 
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材でつなぐのであり、これを「胴差梁」と呼ぶ。この胴差梁は途中で柱を立てることなく

必ず両端を柱で支持するため、胴差梁の下に間仕切りを設けることができない構造になっ

ている。そのため表構えは前庇前面に設置せざるを得ない。このため津山の町家の表構え

は庇前面に揃えられることになる。ところが、この表構えが設置されている庇部分は、主

構造体部分と独立しており、この両者を結びつけるものは庇の垂木のみという構造になっ

ているのである。 

二階は、ミセノマ上がまず、「厨子二階」として利用され、次いで天井をはった「居室」

として整備され、さらに近代以降にそれがナカノマないしオクノマ上にまで拡大される傾

向がある。小屋組については前後から登り梁をかけ、中央部は陸梁として上に束を建てて

母屋・垂木をかける形式が一般的である。 

町家前面の装置と意匠については、近世では入口はハネ上げの大戸、ミセノマ前はシト

ミとするものが基本である。 

 

 

 

 

 

 

（玄関の大戸） 

 

 

 

 

 

 

（出格子） 

図 町家の構造と津山での細部名称        図 町家前面の意匠 

 

（３）保存物件 

保存地区内において伝統的建造物群の特性を維持していると認められる町家建築の主屋

及び付属屋及び門、塀等の工作物を「伝統的建造物」とする。伝統的建造物の位置及び範

囲は次図に示すとおりとする。 

また、保存地区を特色づけている環境要素のうち、伝統的建造物群と一体をなす環境を

保存するため、特に必要と認められる物件を「環境物件」とする。環境物件は、タラヨウ

の木（１本）とする。 
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 図 保存物件（建築物） （H31.2.15 現在） 
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（４）保存地区内における建造物及び環境物件等の保存整備 

保存地区内には、比較的よく原状を維持している建築物等が多いが、改造や経年による

老朽化や破損あるいは歴史的風致に調和しない広告物等による改変も見られる。これらの

多くは、適切な修理や修景を行えば保存地区の風致にふさわしい外観に回復することが可

能である。このことから、地区住民の理解と協力のもと快適な生活の確保と防災機能の向

上を図りながら、伝統的建造物群の外観を保存するための修理並びに伝統的建造物以外の

建築物等について修景を進め、保存地区全体の価値を高める。修理、修景に際しては、保

存地区の住民等で組織される保存団体と連携して、計画的に保存整備を進める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 伝統的建造物群保存地区内での規制 

 

（５）保存地区の保存のため必要な防災計画策定及び防災施設等 

ア．保存地区の総合的な防災計画について、下記事項を含めた形で早期に策定し、災害に

対する安全確保に努める。 

イ．災害を未然に防ぎ、災害を最小限とするため、防災訓練の充実や広報等による啓発に

努めるとともに、自衛消防組織との連携を図る。 

ウ．災害時等の緊急連絡や各種情報の収集を迅速に行うため、防災行政無線等による地域

防災情報伝達システムの整備を図る。 

エ．災害に強い保存地区づくりを進めるため宅地内植裁を推進するとともに、初期消火及

び延焼防止を目的とした消火栓等の消火設備の設置や増設に努める。さらに、保存地区

内の消防水利を確保するため、必要に応じ防火水槽等の増設を図る。 

 

  



53 

４ 津山市景観計画 (美しい未来の津山へ向けて『守り・育て・創るふるさと景観』：平成 28 年(2016)2 月) 

 

津山市景観計画(平成 28 年(2016)4 月 1 日施行）において、特に城東地区に関連する事項

は、以下のとおりである。 

 

（１）良好な景観形成の基本方針 

ア．豊かな自然を守り、育てる 

中国山地の山々や吉井川などの河川、郊外に広がる田園風景などの豊かな自然は、津

山市の景観基盤であり、これらを守り、育てることで自然環境と一体となる景観を形成

する。 

イ．地域の歴史を守り、伝える 

津山城を中心とした城下町の遺跡や町並み、市全域に点在する遺跡や社寺などの歴史

資産を守り、次の世代に伝えていくことで郷土への誇りと愛着を育てる。 

ウ．にぎわいのある、美しいまちをつくる 

建築物や屋外広告物などをコントロールし、風格や統一感のある町並みとにぎわいの

ある美しい景観を創出する。 

エ．地域主体の景観づくりを目指す 

地域固有の景観資源との調和を図り、地域が主役のまちづくりを行うことで、真に市

民が愛着と誇りを持てる景観の形成を目指す。 

 

（２）景観形成重点地区・景観重要公共施設 

景観形成重点地区・景観重要公共施設は、次図のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 景観形成重点地区・景観重要公共施設 
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５ 城東地区歴史まちづくり計画 （平成 25年(2013)11月） 

 

「城東地区歴史まちづくり計画」は、「津山市歴史的風致維持向上計画」（平成 21 年(2009)

度）を上位計画とし、城東地区の町並みを観光資源として活かしながら、住民との協働によ

り、地域の活性化を図ることを目的としている。 

「城東地区歴史まちづくり計画」の概要は以下のとおりである。 

 

（１）まちづくりの視点 

城東地区のこれからのまちづくりは、 

①地域主導のまちづくり 

②地区の住環境の向上及び防災機能の強化 

③空き家・空き地の整備・活用 

の大きな３つの視点のもと、 

①重伝建地区の町並みとしての歴史的風致の向上 

②地区の住環境の向上 

③観光資源としての価値の向上 

の３点をまちづくりの要とする。 

これまでの城東地区におけるまちづくりは、ともすれば町並みの保存に偏りがちであっ

たが、今後は観光的な視点を視野に入れ、 

①眠れる観光資源（歴史的資産の価値づけ）の掘り起し 

②イベント開催やガイドによる案内などソフト面の重視 

③「本物」を体験することによる満足感 

を追求していく。 

 

（２）城東地区の目指す将来像 

町並み景観の維持・向上を図りつつ、津山洋学資料館などの地区内の拠点施設を東西に

細長い地区内にバランスよく配置することにより、「歴史」を軸として近世から近代にかけ

ての町家景観と町人文化、津山が誇る洋学を融合した「歴史文化のまち城東」を目指すこ

ととする。 

また、町家群の北側に広がる武家地・丹後山麓の社寺地等も取り込んだ回遊ルートの設

定等、地区全体の魅力を発信する。 

そして「歴史文化のまち城東」は地域住民が“住み続けたい”、観光客が“訪れたい”ま

ちを将来像としてまちづくりを継続して進める。 

 

（３）まちづくりの基本方針 

地区の課題を踏まえ、「歴史文化のまち城東」の実現に向けて、次の基本方針により取り

組むものとする。 

① 建造物の修理・修景による歴史的町並みの整備 
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② 町並み空間の景観の向上と住環境の整備 

③ 空き家、空き地の積極的な活用 

④ 地区の特色を活かした魅力的な拠点施設や駐車場の整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 拠点施設等位置図 
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６ 平成 17年度津山市城東地区防災まちづくりワークショップ（平成 18年(2006)３月） 

 

城東地区においては、岡山県が主催し、ＮＰＯ法人まちづくり推進機構岡山が主体となり、

平成 17年(2005)度に防災まちづくりワークショップが開催され、ワークショップの成果とし

て「津山市城東地区防災まちづくりプラン」及び「津山市城東地区わが家の防災ノート」が

提案されている。 

以下に「津山市城東地区防災まちづくり：平成 17 年(2005)度街区防災計画作成モデル事業

委託報告書」（平成 18 年(2006)３月、岡山県土木部都市局建築指導課まちづくり推進班）よ

り概要を掲載する。（５）については、平成 17 年の計画について、進捗状況と課題を追記し

た。 

 

（１）ワークショップ対象地区 

城東地区は、ほぼ旧城下町の町割りのままで、狭い道路や鍵曲がりやＴ字路が多い。ま

た、上之町地区には坂道も多く、急坂もある。住宅も旧出雲街道の沿道は伝統様式の古い

町家が連担している。このような居住環境の要因から、地震、火災等の災害の危険性が高

い。さらに、市内のなかでも高齢化率が高く、地域の力が徐々に弱まってきている。特に、

近年当地区において火災が発生するなどして、火災から歴史ある町並みをどう守って行く

かが課題となり、住民も危機感をもっているが自主防災組織の結成には至っていない。そ

のため、当地区をモデル地区に選定した。 

また、城東地区のうち、旧出雲街道の沿道約 1.2ｋｍの市指定町並保存地区（昭和 63年

(1988)）は、歴史的町並みが良く保存され、国指定史跡箕作阮甫旧宅など洋学者に関する

資源も多くあり、津山洋学のまちとしても特色をもっているため、まち歩きや火災図上訓

練 DIGの重点地区とした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ワークショップ対象地区 
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（２）ワークショップ実施の目的 

城東地区防災まちづくりワークショップは、住民との協働による火災に強いまちづくり

のあり方を検討するものであり、自分たちが住んでいる地区における防災上の課題や活用

できる資源等を話し合うとともに、火災に強い町並み保存のまちづくりに向けての対策な

どを皆で考えることにより、住民主体の防災まちづくり活動への展開を図り、今後の地域

の総合的な安全・安心のまちづくりを目的とするものである。 

 

（３）ワークショップの開催経過 

地域住民を対象にした防災まちづくりワークショップを全５回、以下のスケジュールで

開催した。 

 

表 ワークショップの開催経過 

回  数 日     程 主  な  活  動  内  容 

第１回 

平成17年11月13日（日） 

13：30～16：30 

（2005年） 

「テーマ：聞く」 

・専門家から歴史的町並み保存地域での火災に対する備え、

対策、また、先進事例の紹介等の講演を聞き、火災に対す

る基本的な知識を高める。 

第２回 

平成17年12月４日（日） 

13：30～16：30 

（2005年） 

「テーマ：見る・知る」 

・参加者をグループ分けしてまち歩きを行なう。火災防災の

観点から自分たちの住むまちの問題点や利用できる事柄

を調べる。 

第３回 

平成18 年１月18日（水） 

19：00～21：00 

（2006年） 

「テーマ：想定する」 

・参加者をグループ分けして、まち歩きの内容を踏まえ火災

図上訓練ＤＩＧを行う。実際に火災が起こった時どのよう

な対策をとれば良いか。火災が起きたことを想定して何を

準備しておくべきかを話し合う。 

第４回 

平成18年２月15 日（水） 

19：00～21：00 

（2006年） 

「テーマ：考える」 

・参加者をグループ分けして、３回のワークショップを踏ま

え、火災を出さないためにはどうしたら良いのか。もし起

きたらどうすれば良いのか。また火災の拡大を抑えるため

にはなにが必要なのかなど具体な対策等を考える。 

第５回 

平成18年３月３日（金） 

19：00～21：00 

（2007年） 

「テーマ：提案する」 

・これまでのワークショップで出た意見を、ハード、ソフト、

役割、対策時期別に大まかに整理する。 

・モデル地区各戸に配布する「わが家の防災ノート」の内容

の協議、確認をする。 

 

（４）ワークショップの成果 ～地区防災まちづくりプラン～ 

全５回のワークショップで学び、調べ、想定し、考え、話し合った事柄を基に「火災か

ら命とまちを守る」に必要な主要対策を専門家の立場でまちづくり推進機構が以下の地区

防災まちづくりプランにまとめた。 
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ワークショップの成果 ～地区防災まちづくりプラン～ 

 

１．地区防災環境の情報の共有化 

防災の基本は自らの住む地区、まちの防災環境がどのような状況にあるのかをしっかりと把握

しているか、また、その情報を地区住民のなかでどの程度共有化されているかが大事と言われて

いる。 

当ワークショップにおいても、まち歩きにより地区防災環境の現状、実態、問題点、課題を直

接自らの目で確かめる機会を設けて、我がまちの置かれている状況を確かめ合った。 

このことは、今後不幸にも火災等の災害に遭遇するような場合があったとしても、命とまちを

守るために有形無形の幅広い防災、減災、耐災効果があるものと思われる。 

 

２．ハード面の防災まちづくりプラン 

（１）マクロ地区防災環境 

城東地区のマクロ防災環境は次のように大まかに整理できる。 

①自然的・ 地形的防災ベルト 

北の丹後山丘陵による冬季の季節風及び市街地からの延焼の遮断効果がある。また、西の宮

川、南の吉井川による市街地からの延焼遮断効果と消防水利の確保が可能である。 

②市整備防災ベルト 

当地区の東端に都市計画道路総社川崎線（18

ｍ）が整備中で、平成 21年(2009)春には供用開

始となる予定である。現在旧出雲街道の東松原

の市街地が当地区に連担しているが、この都市

計画道路の道路空間により防火帯が形成される

ことになる。また、この道路の開通により消防

車の到着時間が大幅に短縮される効果がある。

故に、防災幹線道路と言えよう。 

③東地区防災リング 

前述したように上記の自然的・地形的及び都市整備による防災ベルトが当地区を４周するこ

とにより、他地区からの延焼防止に大きな効果が図られるため、当地区から火災を出さない限

り安全な環境下にあると言えよう。このことは、城東地区の大きな防災資源と言っても良いの

ではないだろうか。 

（２）防災幹線道路 

当地区に至る吉井川左岸の国道 53号、都市計画道路総社川崎線（市道・整備中）を指す。災

害時に津山消防本署から主力消防隊が出動するルートである。 

（３）避難所 

当地区の避難所は、中之町の作州城東屋敷と津山東高校である。作州城東屋敷は町並み保存

地区のほぼ中央にあり身近で便利な位置ではあるが、大きな火災などでは、災害の只中に置か

れる危険があると言えよう。 
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  そのため、北の丘陵上にある津山東高校の存在は大きい。だだ、そこに至る避難経路の設定

には急坂や狭小な道が多く難しさがある。そこで、丹後山南麓に点在している多くの社寺、東

隣接の川崎公園などの広いオープンスペースを持つ施設を一時避難所として利用することが可

能であれば有効である。そのためには、関係施設に対し地元町内会から充分な説明をして理解

と協力を得ることが大切である。また、日頃から親密な友好関係を築いておくことも必要なこ

とであろう。 

・一時避難所 － 社寺、川崎公園 

・避 難 所 － 作州城東屋敷、津山東高校 

（４）避難経路 

津山東高校への通常の避難経路は現在、少し遠回りになるものもあるが概ね３本想定できる。

一つ目は地区のほぼ中央の中之町郵便局から浄円寺の前を通って丹後山の頂部に出る市道。二

つ目は東端の林田郵便局の前を通って林田山根を抜け、丹後山の頂部に出る市道。三つ目は宮

川左岸の市道。いずれも車の通行は可能であり、また、外灯も点在しており、夜間でも歩行が

可能である。 

次に、一時避難所から津山東高校への緊急避難経路は３本想定できる。西から見てみると、

まず一つ目は、上之町二丁目から丹後山のＲＳＫの鉄塔に至る細い階段状のルート。 二つ目は、

上之町五丁目の千光寺の東及び蓮光寺の東から丹後山の頂部に出るルート。三つ目は、上之町

六丁目の大隈神社の東から谷筋を抜け、丹後山の鞍部に出て、津山東高校の通用門に至るルー

ト。いずれも健脚向きで外灯もないが、火急の際の短絡路としては活用出来よう。 

しかし、この緊急避難経路を実際に使うとなれば、まず、一度歩いて見ることが不可欠であ

ろう。地元町内会などで体験ハイキングも考えて見てはどうだろうか。また、避難経路を示す

標識など整備の必要な点も多々ある。この点でも地元町内会の活動の範囲もかなり広いものが

あると言えよう。 

（５）防火水槽 

現在、当地区に設置されている防火水槽は、作州城東屋敷の消防機庫の地下に１箇所ある。 

消防の見解では、消火栓の数はほぼ充足されていると聞いているが大きな火災の場合、消火

栓が各所で開栓され水圧が低下して消火活動に影響がでることが多い。そのため、新たな防火

水槽の設置が求められている。その可能性のある場所として、２箇所が想定出来よう。一つは

城東むかし町家の北の上之町六丁目の旧工場跡地（市有地）、もう一つは隣接する川崎公園（旧

東中跡地）である。上之町六丁目の工場跡地には、町並み保存地区にふさわしい市施設設置の

計画もあると聞いている。その際に地下に防火水槽を設けることが可能であれば、当該施設の

防災効果を高めることは勿論のこと地区全体の防災機能を強化するものとなろう。 

（６）大溝 

当町並み保存地区の北端部と南端部を東西に走る城下町時代の遺構である２本の幅約１ｍの

開渠がある。現在でも生活排水の機能を保っているがこれを延焼防止の水利として一定の活用

を考えられないか。今はヘドロなどが堆積している部分が多々あるが底浚えをして、流れを改

善すれば環境衛生面の効果もあり防災との両面での有効性があると言える。 

（７）消火活動道路 
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南北に幾筋も走る道路は城下町時代からの狭小道路のため、 消防車は進入しないが町家地区

の背後の火災に対して、肋骨道路として機能することになる。つまり、上記の消防車進入道路

から消防隊がホースを伸ばし、迅速な消火活動を展開するための機能を持つことになる。 なお、

当道路には、城下町時代から個々に大隈小路などの名称が付けられており、地元住民の愛着は

深いものがある。また、この道路空間が火災時の火よけ地の役割をも果たしている。 

（８）消防車進入道路 

当地区の道路の内、消防車が進入出来るルートは防災幹線道路の外、次のルートが消防によ

り設定されている。また、このルート上に点々と消火栓が設置されている。 

・上之町二丁目の大入道坂から同六丁目に至る市道 

・旧出雲街道 

・宮川左岸の市道 

・中之町・西新町境の大曲から上之町五丁目の連光寺東に至る市道 

上記の道路は狭いながらも消防車の進入が可能であるので消防隊は、この線を軸に消火活動

を行うこととしており平素から作戦を立てている。そのため、このルート上に不用意な駐車行

為があると消防車が進入不能になるため、運転者の特段の注意と協力を呼びかけている。 

（９）町並重点整備地区 

旧出雲街道の沿道約 1.2ｋｍの市指定町並保存地区（昭和 63年(1988)）は、歴史的町並みが

良く保存され、国指定史跡箕作阮甫旧宅など洋学者に関する資源も多くあり、津山洋学のまち

としても特色をもっている。 

しかし、近年の少子高齢化の急速な進展により、地域コミュニティの劣化、防災力の低下な

ど多くの困難な課題を抱えている。 

また、歴史的町並み特有の防災面での問題点も幾つか内包しているのも事実である。 

そこで、伝統様式の町家の修理、修景時に次の事項について今後の対応課題とした。 

 

【今後の対応課題】 

①火災時の延焼の原因の一つになっている小屋裏に戸境壁の設置を進め延焼防止を図る。 

②台所などの常時火気使用室の内装の防火化を進める。 

③防火袖壁の設置を進め延焼防止を図る。 

④板木による火災発生の伝達手段を整備する。 

火災などの異変を知らせる警鐘用具として、町並み保存地区にふさわしいもののひとつである板木（バ

ンギ）を各町内に数箇所程度軒先に吊るし、その打撃音で火災を知らせることを考えて見たい。また、個々

の家庭に町内会などでホイッスルを配り、火災の発生をすばやく近隣に知らせる仕組みを考えてみてはど

うだろうか。 

上記の課題については、「津山市町並保存対策補助金交付要綱」の対象事業としての可能性について行

政で検討することとする。） 

⑤無電柱化 

旧出雲街道には、多くの電柱が立ち並び町並保存地区の歴史的景観に違和感を与えている。また、防災

面でも災害時の緊急車両のすれ違いや上空を走る電線によるハシゴ車の活動障害など様々な問題を惹起

している。また、日常生活の上でも交通障害、交通事故などの問題もあり、「何とかならないだろうか」

との声が強い。そうした中、行政おいても長期的視点で無電柱化の構想の検討が始められている。今後、

無電柱化には地元の住民の全面的な協力体制が不可欠であるので、しっかりとした地元体制の立ち上げが

ポイントのひとつであろう。 
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３．ソフト面の防災まちづくりプラン 

（１）自主防災組織の設立に向けて 

当地区では、近年５回の火災が発生するなど住民の火災に対する危機意識はかなり高まって

来ている。現在では、急速な高齢化が進展する中での独居高齢者の増加などや過去の火災の教

訓から独自の緊急連絡網の組織が町内会や山陽新聞販売所の連携で結成されており、下地は整

っているとも言えよう。また、今回のワークショップでの問題意識の向上など勉強の成果もあ

り、参加した多くの町内会長の意見も段々と設立の必要性についての認識が深まった。 

なお、当地区には大隈神社、城東むかし町のお祭りやイベントの伝統を持つ有力な組織があ

り、結束力も強いものがある。 こうした組織の協力を得て行けば実現性も高いのではないか。 

今後は、単位町内会程度の規模で消防の支援を受けて、まず消火訓練などから始めて準備を

整える中で目標の自主防災組織の結成を目指して欲しい。なお、組織化の際は、今の各町内の

単位に拘ることなくもう少し大きい単位の方が現実的だと思われる。 

また、特に青壮年、女性の積極的な参画が必要不可欠である。 

（２）住宅用火災警報器の設置の促進 

消防法規の改正で新築の場合は平成 18年(2006)６月１日から設置が義務付けられる。更に、

平成 23年(2011)６月１日から既存の住宅にも設置が義務付けられる。今後、この火報の設置を

焼死事故防止の観点からどう速く進めて行くかが大きな課題である。設置促進にあたり、注意

すべきは、過去、悪質住宅リフォームに係る事案が多発し、社会問題化したことがある。こう

した点を回避するため、独居高齢者などの家庭に対して町内会、自主防災組織による設置作業

の取り組みが望まれ、期待されている。 

（３）防災の日の設定 

ワークショップの話題の中で、地元の町内会長から城東の防災の日を設けたらどうかと言う

貴重な提案があった。防災意識の高揚、コミュニティの結束のためにも良い提案である。今後、

地元調整や消防、行政機関との連携を図って是非実現して欲しいテーマである。実現出来れば

他にあまり例のないユニークな事例となろう。 

（４）ＩＴの防災活用 

ワークショップで、地域でのＦＭ放送開設による、災害情報の提供や共有の必要性が提案さ

れたが、実現出来れば防災面での情報伝達や災害復旧時における民生安定にも大きな効果が期

待出来よう。また、光ファイバーネットワークなどによる情報伝達システムの構築の必要性も

高い。ただし、高齢化社会に対応できる安価で使い易いシステムでなければならない。 

（５）相談窓口の設置 

今回、歴史ある城東地区で火災をテーマに全５回のワークショップを開催した。これを契機

にあらためて、我がまちの課題、問題点などよりリアルに感じ取った住民が多く、今後、まち

づくりをどう進めてゆけば良いのか、どこに相談すれば良いのかとの声などが出て来ている。 

相談窓口は、一般的に行政が担うのが通例ではあるが、当地区内にある当機構の会員の開設

している「結」の事務所を現地相談窓口として、行政と緊密な連携のもとに地域貢献の一助の

務を果たして行きたい。 
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（５）「ワークショップの成果 ～地区防災まちづくりプラン～」の進捗状況（平成 30年度現在） 

ア．ハード面の防災まちづくりプラン 

項目 計画内容 進捗状況 課題 

(1)マクロ地

区防災環

境 

①自然的・地形的防災ベルト 

②市整備防災ベルト 

③東地区防災リング 

※具体的な計画の記述な

し 

 

(2)防災幹線

道路 

○災害時に津山消防本署から

主力消防隊が出動するルー

トである当地区東端の都市

計画道路総社川崎線（18ｍ）

の整備（平成 21年(2009)春

供用開始予定） 

○都市計画道路総社川崎

線（18ｍ）は供用済み 

 

(3)避難所 ○丹後山南麓に点在している

多くの社寺、東隣接の川崎公

園などの広いオープンスペ

ースを持つ施設を一時避難

所として利用（関係施設の理

解と協力を得ること） 

・一時避難所：社寺、川崎公園 

・避難所：作州城東屋敷、津山

東高校 

 

○城東地区では、指定緊

急避難場所※１兼指定

避難所※２として「津山

東高等学校」、指定緊急

避難場所として「作州

城東屋敷」が指定され

ている。 

○個別に一時避難所とし

て利用できるよう、施

設と協議している町内

会がある。 

・上之町一丁目：慈恩寺

（ただし、宮川から近

い・宮川沿いの市道よ

り低い・土砂災害警戒

区域に指定されている

ことから、必ずしも避

難所としては適してい

ない。） 

・上之町二丁目：町内会

所有の公会堂 

・上之町三丁目：自分の

菩提寺に自主的に避難

している場合あり 

・東新町：鶴山ホテルと

町内会が独自に提携を

結んでいる。 

□一時避難所の

見直しや必要

に応じて追加

の施設との協

議 

□関係施設との

協力関係の維

持 

 

(4)避難経路 ○津山東高校への通常の避難

経路及び上記の一時避難所

から緊急避難経路を利用し

た体験ハイキング等の実施 

○避難経路を示す標識などの

整備  

×未実施 

 

 

 

×未実施 

□東高校への避

難訓練の実施

が必要 

 

□避難経路の標

識などの整備

が必要 

□乗用車の大型

化により避難

経路の見直し

が必要 
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(5)防火水槽 ○防火水槽の整備（城東むかし

町家の北の上之町六丁目の

旧工場跡地（市有地）又は川

崎公園（旧東中跡地）） 

○下記２箇所で整備 

・洋学資料館駐車場（旧

工場跡地）：100tの防

火水槽を整備済み

（H21） 

・上之町多目的広場（上

之町 124-1他）：40t防

火水槽を整備中（平成

30年(2018)度完成予

定） 

□苅田酒造桶干

し場：40t防火

水槽を整備予

定（H32） 

(6)大溝 ○町並み保存地区の北端部と

南端部を東西に走る幅約１

ｍの開渠（城下町時代の遺

構）の水利としての活用の検

討 

×未整備 □安定した水量

が確保できな

いため、水利と

しての活用は

困難 

□簡易型の消火

栓の設置を検

討することが

必要 

(7)消火活動

道路 

○南北方向の道路は、消防隊が

ホースを伸ばし、迅速な消火

活動を展開するための機能

を持つ。 

※具体的な計画の記述な

し 

 

(8)消防車進

入道路 

○当地区への消防車の進入ル

ート（消防により設定）上の

不用意な駐車行為への注意

喚起（上之町二丁目の大入道

坂から同六丁目に至る市道、

旧出雲街道、宮川左岸の市

道、中之町・西新町境の大曲

から上之町五丁目の連光寺

東に至る市道） 

※現状、駐車行為は特に

見られない。 

□今後も駐車行

為への注意喚

起を行うこと

が必要 

(9)伝統的建

造物の防

火対策 

○伝統的建造物の下記の防火

対策の検討 

・小屋裏戸境壁の設置 

・台所など火気使用室の内装の

防火化  

・防火袖壁の設置 

・板木による火災発生の伝達手

段の整備 

○補助金を利用した修理

の際は、小屋裏戸境壁

を不燃ボード等でふさ

ぐよう、市が指導して

いる。 

※防火袖壁は、明治以前

に設置してなければ設

置することはできな

い。 

□知識の普及や

啓発、補助金の

創設が必要 

□連動式自動火

災報知機の検

討が必要 

(10)無電柱

化 

○旧出雲街道において、災害時

の緊急車両の通行やハシゴ

車の活動障害など様々な問

題のある無電柱化。 

□一部無電中化を実施済

み  

□技術的に無電

柱化が困難な

場所が多いが、

今後も継続し

て無電中化の

検討が必要（無

電柱化の延伸

を現在検討中） 

※１：「指定緊急避難場所」とは、災害対策基本法施行令で定める安全性等の基準に適合する施設又

は場所であって、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合における円滑かつ迅速な避難の



65 

ための立ち退きの確保を図るため、災害の危険が切迫した場合に、一時的に難を逃れるために緊

急に避難する避難先として市長が指定したもの。 

※２：「指定避難所」とは、災害対策基本法施行令で定める規模、構造等の基準に適合する公共施設

等であって、被災者等が一定期間滞在する場所として市長が指定したもの。 

 

イ．ソフト面の防災まちづくりプラン 

項目 計画内容 進捗状況 課題 

(1)自主防

災組織の

設立 

○単位町内会程度の規模で消

防の支援を受けて、まず消

火訓練の実施 

○自主防災組織の結成（各町

内の単位に拘ることなくも

う少し大きい単位） 

○青壮年、女性の積極的な参

画 

○消火訓練は実施 

 

 

○自主防災組織は結成

済み 

 

×必ずしも青壮年、女性

の積極的な参画は得

られていない。 

□防災訓練の継

続的な実施が

必要 

□活動の実効

性、継続性の

確保が必要 

□青壮年、女性

の積極的な参

画への工夫が

必要 

(2)住宅用

火災警報

器の設置

の促進 

○住宅用自動火災報知機の設

置 

 

 

○独居高齢者などの家庭に対

して町内会、自主防災組織

による設置作業の取り組み 

△住宅用自動火災報知

機の設置が進んでい

ない。 

 

×町内会等での取組み

はなされていない。 

□住宅用自動火

災報知機の設

置の推進が必

要 

□町内会等での

取組みの推進 

(3)防災の

日の設定 

○ワークショップより「城東

の防災の日」の設定への提

案 

×「城東の防災の日」は

設定されていない。 

□「城東の防災

の日」の設定

への取組みが

必要 

(4)ＩＴの

防災活用 

○ワークショップより、地域

でのＦＭ放送開設による災

害情報の提供や共有の必要

性が提案 

○光ファイバーネットワーク

などによる情報伝達システ

ムの構築の必要性 

×未実施 

 

 

 

×未実施 

 

 

※市（危機管理室）で緊

急告知防災ラジオの

普及に取り組んでい

る。（設置補助あり） 

□地域でのＦＭ

放送開設や新

たなシステム

の構築は、コ

スト面でも人

材面でも困難

なため、既設

のシステムを

活用した災害

情報の伝達を

進めることが

必要 

(5)相談窓

口の設置 

○まちづくりに関する相談窓

口の地区内への設置 

×未実施 □市担当課との

継続的な意見

交換等の実施

について検討

が必要 
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第４章 居住者の意向 

 

１ 城東地区での災害からの安全に関するアンケート調査結果 

 

城東地区に居住する全世帯を対象にアンケート調査を実施した。 

 

（１）調査の概要 

アンケート調査の概要は以下のとおりである。 

 

調査範囲：津山市城東地区(橋本町、林田町、勝間田町、中之町、西新町、東新町、上

之町一丁目～七丁目) 

調査対象：城東地区に居住する各世帯の世帯主、あるいはその代表者 

配布方法：市職員による直接配布 

回収方法：各町内会長による回収、城東地区内の各所・市役所に設けられた回収箱への

投函 

調査期間：平成 30年(2018)2月 19日～3月 5日 

回収状況：622部を配布し 165部を回収(回収率 26.5％) 

 

ア．回答者の年齢構成 
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図 城東地区区割り図並びに主な避難先の位置図 

 

 

 

 

（２）調査結果 

ア．住まいでの暮らし方 

「町家タイプ」①②及び「一軒家タイプ」⑤が多く、「町家タイプ」では、①が②の約

２倍となっている。また、現状調査より空家が多数あり、人口の減少率も 10.6％（平成

22年(2010)～平成 27年(2015)の５年間）と高い。 

したがって、近隣で出火した場合、火災に気付くのが遅れる可能性が高い。 

 
 

【用語の定義】 

・保存地区を「含む地域」   …橋本町、林田町、勝間田町、中之町、西新町、東新町を指す。 

・保存地区を「含まない地域」…上之町一丁目～七丁目を指す。 
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イ．就寝場所 

就寝場所については、日常の生活場所と同じ建物が多い。 

年齢が上がるにつれて就寝場所が１階となるが、50歳以下では２階が多いため、夜間

に火災に気付くのが遅れる可能性がある。 

 

 

ウ．災害経験 

城東地区での被災経験は、「洪水」が多く、「暴風」「火災」と続く。全く「被災経験の

ない人」は全体の 36％である。 

一方、心配している災害は「火災」で、次いで「洪水」「地震」となっている。 
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エ．避難時の不安 

避難時の不安は、「避難道路が狭い」「避難所が遠い」が多い。 

年齢別にみると、85 歳以上で「一人で避難できない」「近くに頼れる人がいない」が

多くなっている。 

 

 

オ．城東地区の防災設備の認知度 

城東地区の防災設備のうち、「町内会設置の消火器」は、約７割の人に認知されている。

一方、「消防機庫」「消火栓」「防火水槽」の認知度は低い。 

使用経験については、「町内会設置の消火器」が 20％となっており、約７割の人は「使

ったことがない」となっている。 
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カ．防災対策の不十分な点 

全体として「防災訓練の少なさ」「夜は薄暗い避難経路」が防災対策として不十分と思

う人が多い。 

火災経験のある人は、「防火設備設置に対する補助金支援」や「消火器や住宅用火災警

報機の普及率」が不十分と思う人が多い。 

 

 

キ．防災上の不安 

防災上不安に思っていることは、「建物の延焼」が 70％と最も多く、特に「保存地区

を含む地域」で割合が大きい。また、「狭い道」も 61％と多く、特に「保存地区を含ま

ない地域」で多い。 
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ク．今後必要な防災対策 

今後必要とする防災対策としては、「古い建物の耐震化」が 40％と最も多く、次いで

「道路の拡幅」「要援護者の支援体制の充実」が 30％となっている。 
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２ 城東地区防災ワークショップの結果 

 

２－１ 第一回ワークショップ 

 

平成 30 年(2018)６月 22 日（金）19：00～20：30、作州城東屋敷において、城東地区第一

回防災ワークショップを実施した。ワークショップの結果は以下のとおりである。 

 

（１）ワークショップの目標 

ワークショップの目標は、以下のとおり設定する。 

 

【ワークショップの目標】 

①城東地区防災計画策定における検討課題の列挙および整理につながること 

②地区住民の防災意識の向上や今後の防災活動の維持・継続に資すること 

 

（２）ワークショップの実施概要 

ア．第一部 防災レクチャー 

ワークショップの開催にあたって、神戸大学都市安全研究センター教授 北後明彦か

ら防災レクチャーとして、 

①津山市城東地区災害からの安全に関するアンケート調査報告 

②津山市城東地区の現状と課題 

について説明を行った。 

イ．第二部 ワークショップ「危険な場所を話し合おう」 

①ワークショップの参加者 

城東地区を７つのグループに分け、それぞれの地区から以下のとおり住民の参加を得

て実施した。 

表 ワークショップ参加者 

グループ 町名 参加人数 備考 

グループ①  

上之町一丁目 ３名 保存地区以外 

上之町二丁目 ３名 

上之町三丁目 ３名 

グループ② 
上之町四丁目 ３名 

上之町五丁目 ３名 

グループ③ 
上之町六丁目 ３名 

上之町七丁目 ３名 

グループ④ 

橋本町 ２名 保存地区 

林田町 ３名 

勝間田町 ３名 

グループ⑤ 中之町 ８名 

グループ⑥ 西新町 ８名 

グループ⑦ 東新町 ８名 

 合 計 ５３名  
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②グループのファシリテーター及びオブザーバー 

神戸大学都市安全センターの学生及び関係者がグループのファシリテーターとなり、

津山市歴史まちづくり推進室がオブザーバーとなってワークショップを進めた。 

③グループワーク 

グループワークのテーマとして、次の４つを設定し話し合いを行った。 

・火災について危険なことは？ 

・地震について危険なことは？ 

・風水害について危険なことは？ 

・火災への対応をしやすくするには？ 

 

④全体発表 

グループワークで話し合った結果を参加者全員で共有するため、各グループの代表者

が発表を行った。 

ウ．ワークショップアンケートの実施 

ワークショップ終了後、参加者に対しワークショップに対する評価や印象に残った点

などに関するアンケートを実施した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 ワークショップでの発表の様子 
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（３）ワークショップの結果 

ワークショップにおいて、各班で出された意見等の記録と発表内容を示す。 

ア．火災について危険なことは？ 

＜凡例＞ 各表共通 

「〇」：全地区共通的な意見 

「・」：一般的意見（各班で 1人程度出された意見） 

「上」：保存地区以外（上之町）での特徴的な意見 

「伝」：保存地区内での特徴的な意見 

表 各班で出された意見等の記録（火災について危険なことは？） 

火災 自分のこと 地域のこと 

うっかりした火

の不始末が心配 

〇揚げ物など調理の後の火の消し

忘れに注意 

〇高齢者が多いのでガスを IH、電

化にする 

〇うっかりした火の不始末 

・仏壇の線香やろうそく 

・アイロンの切り忘れ 

・ストーブの消火をしたつもり 

・老人の火の不始末が心配 

・家の周囲に燃えやすいものを置

かない 

・家が古い、燃えやすい 

〇うっかりした火の不始末が心配 

〇互いに火の不始末に気を付ける 

〇老人が多いので火の不始末が心

配  

・タバコを吸わない、投げ捨てな

い  

・冬期に石油ストーブ使用者が多

く火災の危険性が高い 

・火事発生時の警報方法がないの

で類災の可能性があるのでは？ 

火事があっても

気づきにくい 

〇単身者が多く、火事があっても

気づきにくい 

〇隣家の火災に気づくのが遅くな

る  

〇昼間、誰も居ない時の火災 

・コンセントのホコリ 

伝：長屋の奥で暮らしているので、

出火に気づきにくい 

〇出火時点の迅速、適切な対応方

法ができない 

〇隣近所に声が通るか心配 

〇深夜の火災が心配 

〇空き家の不審火が心配 

〇空き家へ不審者の侵入が心配 

・消火栓の位置が認識できている

か？ 

まちの不審火、

空き家からの出

火 

〇空き家からの出火が心配 

〇空き家対策（古い家は取り壊し、

更地にする） 

〇不審火の可能性(空き家が多い) 

〇火災報知器の設置 

〇空き家からの出火。放火。不審

火が心配。 

〇空き家で火事があっても気づか

ない。 

〇空き家の戸締り、人のたむろが

心配 

〇古い家が多いので延焼・大火に

なりやすい 

・火災に対する家屋の管理が全く

ないのでは？ 

・町内での取り締まり 

・不審火に関連して、近所をうろ

ついている人が気になる。観光

客など知らない人が多く歩い

て、不審者かどうかの判別が難

しく不安である。 

道が狭くて消火

しにくい 

上：道が狭くて消火しにくい。 

上：道が狭く歩行者が危険 

伝：逃げ道が(経路)が少ない 

〇古い家が密集している、類焼し

やすい 

上：道が狭くて、消防車が進入し

くい所がある 
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その他 ・消火器の使用方法がわからない 

・自宅に消火器を置きたい 

・消火器の設置場所がわからない 

・消火器の使用期限過ぎてないか

確認が必要 

・散水栓（ﾏﾏ）が分かりにくい  

・火災報知器の設置 

・日ごろから防災意識をもつ 

・持って逃げるものの整理 

・高齢者宅一人住まいが増えてい

て、日頃から防災について話し

合いをしておく 

・逃げ場所がわからない 

・一人住まいで何もできない 

・団員の不足若い人に加入しても

らいたい 

 

〇町内消火器の場所を認知する 

〇消火器の使用方法が分からない

人が多いので、町内会で消火器

を使って訓練する 

〇防火訓練を複数回実施する。町

内会で日頃から各戸注意すべき

である。参加者を増やす。 

〇消火栓の使い方の消火訓練が必

要 

〇老人が多く、老人は運びにくい、

誰が助けるか心配。 

〇独居老人の避難が心配・自主防

災組織の設立 

・防火水槽の利用について（洋学

資料館） 

・消火に対する河川の活用 

・放火に備えて町内を明るくする 

・監視カメラ設置 

・火災がおきた時、気付いたもの

が 119連絡できるようにする。 

・自主防災ができていないのでや

るように努力 

 

【発表内容のまとめ（火災について危険なことは？）】 

①城東地区では、数年前にも不審火による空き家火災があった。 

②空き家からの出火。放火、不審火が心配。→空き家対策を検討する。 

③消火器の使用方法が分からない人が多いので、町内会で消火器を使っての消火訓練を

する。 

④「気づいた時に 119 番通報できるか」が重要だ。火災を知覚した時に物怖じして通報

を怠ることはさらなる被害の拡大が予想される。 

⑤無理に消火しようとしてその場にとどまらないで、逃げることも重要である。 

 

イ．地震について危険なことは？ 

 

表 各班で出された意見等の記録（地震について危険なことは？） 

地震 自分のこと 地域のこと 

家の中の家具が

倒れてけがをす

る 

〇家具の倒壊 

〇食器戸棚からの落下 

〇照明器具の落下 

〇ガラスの破片による怪我 

〇家具、テレビなどを倒れないよ

う固定する。家具にストッパー 

〇各家庭で倒れる家具は十分注意

して、寝室等には置かない。家

具の配置を検討する。 

〇家具固定など地元の専門家、大

工木工に依頼する。 

〇家具を固定していないので心配 

〇倒壊するレベルはどうしようも

ないが、転倒とか内部のものが

飛び出すことへの対策 

〇ガラスが割れて足を切る 

・外に出にくい 

・家屋の屋根瓦、ガラス、ブロッ

ク塀が危ない。 
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・各戸で防災ブザー等設置が望ま

しい 

・風呂に入っているとき地震があ

れば閉じ込められる恐れがあ

る。トンカチを用意しておく 

余震の際に避難

する場所が心配 

・避難場所を確認しておく 

 

 

〇町内ごとに避難場所を決めてお

く。 

〇高齢者の避難が不安である。 

〇高齢者・子供世帯は避難場所を

十分周知させておき、声をかけ

て一緒に行く。避難場所に行く

まで支援がいる 

・指定避難所として津山東高校が

指定されているものの高齢者は

遠くて行けない。城東屋敷は少

し浸かる心配がある。各避難所

には課題がある。 

・地震どこにいたら良いのか。(1．

車の中？ 2．城東屋敷？ 3．苅

田酒造駐車場？) 

・夜は避難場所が分からなくなる

（道路が分からなくなる） 

・幼稚園で避難の時パニックにな

った(訓練時) 

・近隣住民同士で安否確認する手

段が構築されていない。 

・近所に声掛けをする 

・高齢者、障害者の方の救助 

・大地震時は状況をみて対応する 

・避難時電柱が倒れてこないか心

配、断線も心配 

上：避難場所が高地にあり逃げに

くい 

伝：東新町では避難場所として、

鶴山ホテルと協力している。 

古い家が地震で

倒れる 

〇家が古いので倒れる心配 

〇家屋の耐震性が心配 

〇避難中に瓦が落ちて怪我をする 

〇家具が倒れてくる 

・家の中のどこにかくれるか知っ

ておく、便所など(家屋が耐震で

ないため) 

〇古い家が多い、カスガイを入れ

て耐震化する 

〇古い家の耐震化対策は難しい 

〇空き家の古い家が心配、倒れや

すい家屋 

・家が古く倒壊が心配 

・電柱の倒壊、電線 

・家が倒れた時道路がふさがれる 

・家が倒れても重機がないと手を

出せない、人力では限度がある 

地震のあとに火

事になる 

・地震が起きたら必ず火を消す（防

災意識） 

・地震のあとの火災が心配(備えて

いない) 

・木造が多く火災になった時広が

りやすい 

その他 ・家族でその時どう行動するか決

めておく 

・ブロック塀が危険 

・水の心配 
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・地震発生時の行動に判断すべき

経験がない 

・地震発生時に屋内にいるべきか

外に出るべきかの判断が難しい 

・大きな地震を経験していないの

で準備不足 

・災害グッズを用意していない 

・避難時に持って逃げるものを整

理できていない。 

・地震後の情報がなかなか分かり

づらい。近くのことでもテレビ

等で知ることが多くある 

・市には耐震診断の補助があるの

かないのか？ 

・災害が起これば消防団はすぐ出

動  

上：石垣が崩れる。石垣がこわい 

・堤防が壊れる 

・自主防災に力を入れる 

・町内会で多少の防災グッズを揃

える 

上：丹後山が崩れるか心配 

上：丹後山沿いの石垣が崩れる恐

れがある。 

 

【発表内容のまとめ（地震について危険なことは？）】 

①家具固定の推進。家具の安全な配置の検討。 

②高齢者が多いことから、誰がどこの避難所へ連れていくかを計画しておく必要がある。

どこの町内に高齢者がいるのかを把握する必要がある。 

③避難所の不足に関して増設したらどうか。 

④避難場所について、どこに避難したらよいのかわからない。 

⑤避難場所までの経路が安全かどうか分からないので、町内で避難場所を設定し周知さ

せたらどうか。 

⑥阪神・淡路大震災や鳥取の地震では少し揺れた程度で、この辺り(津山)には地震は来

ないと思っている方が多い。「美作は、絶対地震は来ないから大丈夫」と思っているこ

とが危険である。  

 

ウ．風水害について危険なことは？ 

 

表 各班で出された意見等の記録（風水害について危険なことは？） 

風水害 自分のこと 地域のこと 

地盤の低い地域

の浸水 

上：家が高所にあるので心配ない

伝：高い所へ逃げる 

伝：まず逆川（さかさまがわ）の

改修整備を、早急にしないと

被害が拡大する 

・安全な避難場所（高い所の認識） 

・トイレが使えないのが心配 

伝：溝の氾濫で浸水するおそれ 

伝：建物が古いので倒壊の恐れが

ある 

伝：瓦が危ない 

山側のがけ崩れ ・日頃から注意し、万一の場合早

期に避難する。 

上：裏山の木が心配 

 

・木などが倒れて通行人、車に当

たる 

・空家の倒壊が心配 

上：山側のがけ崩れが心配 

上：町内に土砂災害の危険性あり 

伝：宮川の三枚橋から北に行く道
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の土砂崩れが心配です 

吉井川の堤防の

決壊 

〇水害で苫田ダム・津川ダムが決

壊すると水量が増大し、町中が

被害を受ける、発生するまでに

早く行動する 

 

・みんながハザードマップをどれ

だけ知っているか 

伝：吉井川、宮川の堤防決壊が心

配  

伝：吉井川の中に雑木が大きくな

っており早く取り除くこと。吉

井川の清掃(国交省に依頼) 

伝：宮川へ逆流してくる心配があ

る  

伝：幹線水路のオーバーフロー 

伝：水路が土砂により止まる 

伝：水路への逆流が心配 

台風時などの瓦

等の吹き飛ばさ

れ 

・台風時、瓦、トタンの吹き飛び 

・飛来物があたるのが心配 

・むやみに外出しないこと 

・飛んできたものに当たり怪我を

する 

・看板が落ちる 

・瓦が飛ぶ 

・強風による窓ガラスの破壊 

・台風で木が倒れる 

その他 ・家内で畳を積み上げる 

・台風時の避難場所が遠い 

・避難時期の判断 

・家族でどこに避難するか決める 

・逃げる方向の判断 

・水、食料をどう確保するか。ど

こに置いておくか？ 

・ガレージや屋根に対する対策は

どうしたらいいかわからない 

上：山側の鉄砲水 

上：倒木が心配 

・川の水は止んだ後増える 

・家の安全診断は公的補助ができ

ないか 

・避難場所まで行けない。東高校

まで登って行くのが大変であ

る。 

・避難場所が不適切(水害時) 

・独居老人の避難 

・高齢者の救助、避難誘導 

・避難所が少ない 

上：空き家の石垣が崩れそうなの

で、調査してほしい 

上：避難場所が遠すぎる 

伝：吉井川の出水時の水の流れが

昔と変わった 

伝：吉井川の中に立木が多くある 

伝：電線が切れる、電線のたれさ

がる 

伝：電柱の倒壊 

 

【発表内容のまとめ（風水害について危険なことは？）】 

①ハザードマップは全戸配布されているが、それをどのように読み込めばよいか分から

ない、活用法が分からないなど、あまり機能していない。 

②風水害に関して、発災時に高齢者をどのように避難させるかのマニュアルを作成した

らどうか、 

③上之町地区は山沿いにあり大雨による山崩れが心配である。県や市で防災対策を行っ

てもらいたい。 
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エ．火災の対応をしやすくするには？ 

 

表 各班で出された意見等の記録（火災の対応をしやすくするには？） 

火災対応 自分のこと 地域のこと 

火が出にくい生

活スタイルに 

〇オール電化にする。老人を対象

に IH化を推進する 

・耐火構造にする 

・家屋内に防火対策 

・風呂の水は捨てない 

〇家庭内の消火設備の充実。消火

器は各台所に備えるべき 

〇各家庭に警報機等の設置を促進

する。行政の補助も検討。助成

制度の充実 

・日頃から近所の声かけをする 

・道路に物(車)を置かない 

・自分の家だけでなく地域に目を

向ける 

・まちづくりを根本的に考える 

住宅用火災警報

器ネットワーク

化 

〇住宅用火災警報器の設置 

・昔は鐘で出火を知らせていた。

(高齢者にとっては)火災警報器

よりも鐘の方が単純でわかりや

すいかもしれない。 

〇住宅用火災警報器を各家庭につ

ける 

〇住宅用火災警報器のネットワー

ク化 

〇空き家に住宅用火災警報器をつ

ける。近所にすぐわかるような

設備を設置してもらいたい  

→出火場所がわかればなおよ

い。 

・防災無線の充実 

使いやすい消火

栓の設置 

〇消火器の設置 

〇消火栓の場所が分からない(消

火の障害になっても困る) 

〇訓練で消火器・消火栓の使用を

練習する(使い方をしらない。素

人の使用を制限されている) 

・防災グッズの設置 

〇家庭用消火器を置く 

〇消火器の使い方の訓練を定期的

にする 

〇消火栓の使用法の教育 

・消火器の増加 

・素人でも使える消火栓が欲しい 

・消火栓ボックスの設置 

消防団活動の充

実 

 ・消防団に加入するように協力す

る  

その他 〇町内の消防訓練が必要 

・火災になる要因を知る 

・退出時の点検の実施 

・空き家の戸締り、放火が心配 

・最低三日間の食料の確保 

〇城東地区内に消火器は設置して

いるが、消火器を使ったことが

ない。 

〇消火訓練の実施 

・消火器を多く設置する。 

・防火水槽の設備が必要 

・各町内の防災組織の確認 

・地域の住民防災対応の周知 

・現実味のある伝達の仕方（一人

暮らし等） 

・老朽家屋の漏電点検 

・道路の拡張 

 

【発表内容のまとめ（火災の対応をしやすくするには？）】 

①うっかりした火の不始末が心配なため、ガスからオール電化への切り替えを進めては

どうか。 
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②火災報知機のネットワークの範囲を城東地区全体に広げることで、火災時の避難開始

を早めることができ有効ではないか。 

③空き家からの出火が心配なので、ネットワーク化した火災警報器を設置する。できれ

ば空き家を取り壊して更地にしてほしい。 

④上之町六丁目では自主防災組織ができ、防火訓練（補助金が出る）を行った。今度は、

五丁目、七丁目と合同で訓練を行いたい。地区間の連携を高める取組みは有効である。 

⑤防火訓練では、消火器を使うのが初めてという方がほとんどであったことを受け、複

数回の消火訓練実施の重要性を感じた。 

⑥比較的素人でも使えるような消火器の設置が必要である。 

⑦消火栓・消火器の場所の確認と使い方の教育が必要である。 

⑧油の使用による火災時に慌てないよう、防火シートや油火災用消火器等を準備するこ

とが必要である。  

⑨自宅や地域設置の消火器の耐用年数の確認が必要である。  

⑩洋学資料館には防火水槽があるが、どのように使用されるかを知らない方が多く、PR

も必要である。 

⑪昔は、火事には鐘を鳴らして知らせ、判断がしやすかった。しかし、最近ではそのよ

うなことはないため、比較的誰でもならせるようなサイレンなどの機器を設置したら

どうか。 

⑫不審火対策に防犯カメラの設置をしたいと考えている。 

⑬放火に備え、まちを明るくする。  

 

オ．その他 

【発表内容のまとめ（その他の内容）】 

①空き家対策として空き家の持ち主に連絡を取ろうにも連絡先が分からず、個人情報保

護の関係で市も教えてくれない。耐震診断調査をしようにも、補助制度を知らなかっ

たために調査に踏み出せなかった。など、市の方で空き家対策の調査や、耐震診断補

助など様々な防災情報の提供が必要である。 

②城東地区では 10 年前に WS を実施した実績、各町内には自主防災組織が存在していた

事実を忘れている人が多い。 

③津山東高校への避難ルートに関して健常者と災害弱者のルートが分かれているように

示されたことがあった。健常者が災害弱者を連れて一緒に避難する場合を想定するな

らば、このような異なる避難経路を想定することは疑問である。 

 

カ．ワークショップアンケートの結果 

ワークショップ終了後に実施した「参加者アンケート」の結果は、次の通りであった。 
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津山市城東地区防災まちづくりワークショップ 参加者アンケートの結果 

 

実施日時：平成 30年(2018)6月 22日（金）19：00～20：30 

開催場所：作州城東屋敷 

参加者：50人 （男性 39 女性 11、地区別に 7班に分かれて作業） ※写真などの目視による 

回収数：42枚 （ワークショップ終了時に回収、回収率 84%） 

 

回答者年代 

 

問 1 防災講義について、どのような評価をおもちですか。 

①第一部防災レクチャー 

 

※「全くそう思わない」「あまりそう思わない」はいずれも選択者なし 

②第二部ワークショップ 

 

※「全くそう思わない」「あまりそう思わない」はいずれも選択者なし 

N=42 

N=40 

N=39 

50代 

60代 

70代 

80代以上 

無回答 
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問 2 講義内容で一番印象に残っている点をお聞かせください。(自由記述) 

 

問 3 ワークショップ内容で一番印象に残っている点をお聞かせください。(自由記述) 

 

問 4 その他ご意見やご感想等ございますか。(自由記述)  

 

〇概要 

平成 30年(2018)6月 22日に開催した津山市城東地区防災まちづくりワークショップ（以

下 WS）において、参加者に対し当 WSに関するアンケートを実施した。参加者は 50人（男

性 39 女性 11）で、内 42 部（回収率 84%）を回収した。年齢層は全員 50 代以降で特に 70

代の参加が多い。 

開催における成果としては、全体的に防災講義並びに WS によって参加住民の防災意識は

向上したようである。イベント参加前の自分自身の防災意識の甘さに気づいた人が多いよ

うだ。 

問２では自分の防災意識を見直した人がほとんどで、中には、WSを通して津山市が城東

地区のことを気にかけてくれていることに安心感を覚えた人、住宅用火災警報器のネット

ワーク化に理解を示した人がいた。 

問３では各班作業での成果発表において自身以外の異なる意見が大変参考になったとい

う方が多かった。その中で、高齢者の避難救助等で自分にできることなら協力したいとい

う積極的な意見も見受けられた。 

最後の問 4 では集会所での議論の枠を超えて、防災訓練等において話し合った内容を活

かすような実践の必要性を感じている方が数名いたことが印象的である。 

  

N=42 

N=42 

N=42 
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（４）城東地区防災計画の検討に向けて～ワークショップの意見から～ 

城東地区防災計画の検討に向けて、ワークショップで出された意見から考えられる主な

検討項目は以下のとおりである。 

 

＜城東地区における防災計画の検討に向けて＞ ワークショップで出された意見から

考えられる主な項目 

 

地域の取り組みについての項目 

 防災訓練、避難訓練、消火訓練等の実施、これらをまとめた城東地区防災計画の策定 

 火を出さない生活スタイルの地域ルールづくりと啓蒙・啓発活動 

 火事の早期発見、早期通報が出来る地域の取り組みの検討（ネットワーク化） 

 城東地区の防災安全点検（防災マップづくり等）の実施 

 町内毎に、一時避難場地の検討 

 災害時避難行動要援護者（特に高齢者、障がい者）の避難計画づくり 

 空き家対策の実施 

 

市の支援についての項目 

 城東地区防災計画づくり、地域の防災訓練、避難訓練の支援 

 さまざまな防災に関する情報の提供 

 住宅用火災警報器のネットワーク化の支援、警報の即時受信体制の検討 

 ハザードマップの見方、活用方法についての講習、城東地区の防災安全点検の協働実

施 

 災害に合わせた指定避難所の再検討 

 災害時避難行動要援護者（特に高齢者、障がい者）の避難計画づくりの支援 

 空き家対策の実施及び地域支援 
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２－２ 第二回ワークショップ 

 

平成 30 年(2018)9 月 21 日（金）19：00～20：30、作州城東屋敷において、城東地区第二

回防災ワークショップを実施した。ワークショップの結果は以下のとおりである。 

 

（１）ワークショップの目標 

ワークショップの目標は、第一回と同様、以下のとおり設定する。 

【ワークショップの目標】 

①城東地区防災計画策定における検討課題の列挙および整理につながること 

②地区住民の防災意識の向上や今後の防災活動の維持・継続に資すること 

 

（２）ワークショップの実施 

ア．第一部 防災レクチャー 

ワークショップの開催にあたって、防災レクチャーとして、以下の説明を行った。 

① 城東地区における最近の災害とその対応について (津山市危機管理室) 

② 住宅用火災警報器について (津山圏域消防組合、パナソニック(株)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 第一回 WSの概要と連動型住宅用火災警報器の導入事例（神戸大学都市安全研究セン

ター教授 北後明彦） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 連動型住宅用火災警報器の導入事例紹介 

（神戸大学都市安全研究センター教授 北後明彦） 

住宅用火災警報器の紹介 

（津山圏域消防組合、パナソニック(株)） 
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＜③の配布資料より＞ 

  

 
 

イ．第二部 ワークショップ 

① ワークショップの参加者 

第一回ワークショップと同様に、城東地区を７つの班に分け、それぞれの地区から

以下のとおり各町の住民の参加を得て実施した。 

 

表 ワークショップ参加者  

班 町名 参加人数 備考 

１班  

上之町一丁目 ２名 保存地区以外 

上之町二丁目 ２名 

上之町三丁目 ２名 

２班 
上之町四丁目 ３名 

上之町五丁目 ３名 

３班 
上之町六丁目 ２名 

上之町七丁目 ２名 

４班 

橋本町 １名 保存地区 

林田町 ３名 

勝間田町 ２名 

５班 中之町 ３名 

６班 西新町 ６名 

７班 東新町 ７名 

 合 計 ３８名  
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② グループのファシリテーター及びオブザーバー 

神戸大学都市安全研究センターの学生及び関係者が各グループのファシリテーター

となり、津山市歴史まちづくり推進室職員がオブザーバーとなってワークショップを

進めた。 

 

③ ワークⅠ「夜間の火災想定 DIG ～夜間に火災が発生したらあなたはどうしますか？

～」 

ワークⅠのテーマとして、次の４つを設定し、各班で話し合いを行った。 

a. 住宅用火災警報器ネットワークのグループ設定 

b.「警報音が鳴っているが火元はどこかわからない」時の必要な行動と日ごろの備え 

c.「小火(ぼや)の場所がわかった」時の必要な行動と日ごろの備え 

d.「火災が手に負えなくなった」時の必要な行動と日ごろの備え 

 

「住宅用火災警報器ネットワークのグループ設定」は、b.～d.の検討を各班で行うた

めに、仮に設定してもらったものである。「連動型住宅用火災警報器を設置する場合に、

３～10世帯程度で、どの世帯（家屋）でネットワークを形成するかを設定してくださ

い。」との指示のもと、各班の住宅地図から適当に街区を選んでいただき、ネットワー

クを形成する範囲を書き込んでもらった。各班での検討の後、ワークⅠで、各班で話

し合った結果を参加者全員で共有するため、各班の代表者が発表を行った。 

 

④ ワークⅡ「連動型住宅用火災警報器設置にかかる課題検討～火災の早期発見を可能

にする警報器の設置を考えよう～」 

ワークⅡのテーマとして、次の２つを設定し話し合いを行った。 

a. 連動するグループはどのように決めると納得しやすい？ 

b. 連動するグループを継続していく上で必要なことは？ 

 

ワークⅡで話し合った結果を参加者全員で共有するため、各班の代表者が発表を行っ

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
各班での話し合いの様子 
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（３）ワークショップの結果 

ア．ワークⅠ「夜間の火災想定 DIG ～夜間に火災が発生したらあなたはどうしますか？～」 

① 住宅用火災警報器ネットワークのグループ設定 

各班でのグループ設定は、下表の通り行われた。全体の傾向としては、2 本以上の

道路に面する６～10世帯程度でグルーピング設定を行っていた。道路を挟んだものと、

何本かの道路に囲まれたものの２種類のパターンがみられ、避難場所や空き家への配

慮もみられた。 

 

１班(上之町 1～3

丁目) 

道路を挟んで空き家を含む 10世帯程度でグルーピングしている。 

奥まった街区で住宅の裏手にあたる部分も同グループに組み込ん

でいるため、実際の火災の際に、同グループでも玄関から玄関ま

での距離が遠い部分がある。 

２班 

(上之町 4,5 丁目) 

町内会設置の屋外消火器を含む７世帯でグルーピングしている。 

消火器を意識したグルーピングであるが、1班同様の問題がある。 

３班 

(上之町 6,7 丁目) 

連結する 2 本の道路に囲まれた７世帯でグルーピングしている。

消火器を意識したグルーピングで、火災が発生した場合は、同グ

ループ内の消火器を使用する想定をしている。 

４班(橋本町、勝間

田町、林田町) 

連結する 2 本の道路に囲まれた６世帯程度でグルーピングしてい

る。 

火災の際に、逃げる場所も踏まえた空き地を含むエリアを意識し

ている。 

５班(中之町) 道路を挟んだ T 字路の７世帯でグルーピングしている。実際の火

災の際に、他の家を確認して回るにはコンパクトで回りやすい範

囲設定をしている。 

６班(西新町) 道路を挟んだ空き家を含む８世帯でグルーピングしている。消火

器の位置や避難する場所をふまえた範囲設定をしている。 

７班(東新町) 連結する 2本の道路に囲まれた 10世帯以上でグルーピングしてい

る。空き家を含み、避難場所も踏まえたエリア設定をしている。 

各班でのワーク結果発表の様子 



88 

②「警報音が鳴っているが火元がどこかわからない」時の必要な行動と日ごろの備え 

各班から報告のあった「必要な行動」、「必要なもの」、「日頃の備え」について下表

に示す。「必要な行動」については、同様の行動については同じ枠に入れて示している。

なお、（ ）内の数字は、報告のあった班の数である。 

 

状況：警報音が鳴っているが火元がどこかわからない 

必要な行動 必要なもの 日頃の備え 

・ 誤報でも良いので(警報音の)発

見者が 119 番へ通報する(5) 

・ (確認と)同時に消防に通報(1) 

 

・ 携帯電話(1) 

 

 

・ 懐中電灯(3) 

 

 

 

 

 

・ 火災の起きにくい環境づく

り(2) 

・ 住民各々が心がける(2) 

・ ガス漏れ警報器(1) 

 

・ 空き家の日頃の点検、草刈等

(1) 

 

・ まずはコミュニケーション

づくり、会話で情報交換して

おく(1) 

・ 火災の発生源を探す(5) 

・ まず自宅を確認する(3) 

・ 対象の家を順番に確認する(1) 

・ 煙の場所を探す(1) 

・ 家族を起こす(認識の共有）(2) 

・ 家族に知らせる(1) 

・ パニックにならないようにす

る(1) 

 

③「小火(ぼや)の場所がわかった」時の必要な行動と日ごろの備え 

各班から報告のあった「必要な行動」、「必要なもの」、「日頃の備え」について下表

に示す。 

 

状況：小火（ぼや）の場所がわかった 

必要な行動 必要なもの 日頃の備え 

・ 通報する(2)  
・ 家庭用消火器、

町内会設置消

火器(5) 

 

・ フライパン(1) 

・ 鐘(1) 

・ 声(1) 

 
・ 非常袋、懐中電

灯(1) 

 

 

・ 拡声器(3) 

 
・ 町内会単位での消火訓練(5) 

・ 屋外消火栓の位置を確認(3) 

・ 正常に使用できるように定

期的にメンテンナンスして

おく(1) 

・ 消防団へ入る(1) 

 

・ 自主防災組織を作り活動す

る(2) 

 

・ 高齢者の位置と人数を把握

(4) 

・ 避難経路の整備(1)  

・ 町内会毎に避難場所を決め

ておく(4) 

・ 消火を試みる、初期消火(6) 

・ 火が小さければ消火を試みる

(1) 

・ 大きな音の出るものを叩いて

知らせる、近所への声掛け(6) 

・ 大声を出して叫ぶ(3) 

戸を叩く、走り回って起こす(2) 

・ 火元近くの要配慮者の避難誘

導(2) 

・ 決めておいた避難場所に避難

する(自助）(5) 

・ エリア外にも伝える(1) 

 

④「火災が手に負えなくなった」時の必要な行動と日ごろの備え 

各班から報告のあった「必要な行動」、「必要なもの」、「日頃の備え」について下表

に示す。 
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状況：火災が手に負えなくなった 

必要な行動 必要なもの 日頃の備え 

・ 全員の避難状況を確認（共助）

(2) 

・ 避難するのみ(安全確保）(2) 

・ 要配慮者の避難誘導をする(1) 

・ 安否確認(1) 

・ 記憶、町内会名

簿(1) 

・ 誰が住んでいるかどうかの

確認(1) 

 

 

 

 

 

 

 

・ 個人で貴重品をまとめてお

く(1) 

・ 役割分担(消防団/最後迄,消防

職員/消火,住民/オムスビ) (1) 

・ 後の準備(テント張り、炊き出

し) (1) 

・ お金をもって逃げる(1) 

 

イ．ワークⅡ「連動型住宅用火災警報器の課題検討 ～火災の早期発見を可能にする警報器

の設置を考えよう～」についての各班からの意見 

① 連動するグループはどのように決めると納得しやすい？ 

「グループはどのように組むか」、「空き家はどのようにグループに組み込むのか」、

「グループリーダーはどのように決めるか」についての各班での意見を以下の表に示

す。 

 

グループはどう組めばよいだろうか？ 

・ すでにできている町内会の班を利用する(3) 

・ 3～10 戸の班でグループを組む(1) 

・ 住居タイプごと(戸建て/マンション,ワンルーム/ファミリータイプ)(1) 

・ トップダウンで決めるしかないのでは(2) 

・ 町内で話し合う(1) 

・ 高齢者だけでは決めない(1) 

 

空き家はどうグループに組み込めばよいだろうか？ 

・ 各所属する町内会の班に組み込む(2) 

・ 所有者に連絡をする(2) 

・ 町内の安全に関することなので町内会全体で負担する(1) 

・ 空き家が取り残されないように町内会一体となって活動する(1) 

 

グループリーダーはどう決めればよいだろうか？ 

・ 町内会の班長(5) 

・ 自主防災組織の役目(1) 

・ 町内会、町内会長(1) 

・ 元気な人など条件付きで決める(2) 
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・ 年齢制限、夜家にいて動ける人(1) 

・ お店をしている人(1) 

 

グループについては、町内会の班をベースとする意見が多く、その上で、戸数や住

宅の種別も考慮することについての意見があった。空き家についても町内会で何らか

の対応を取る必要が示されている。グループを構成する際には、町内会の班長をリー

ダーとする意見が多かったが、活動にふさわしい人材を確保することの必要性も指摘

されている。 

 

② 連動するグループを継続していく上で必要なことは？ 

「機器の交換や点検は誰がどのように実施するとよいのか」、「住民の転出入があっ

た場合の対処」、「グループで設置した警報器の運用訓練はどのように行うのか」につ

いての各班での意見を以下の表に示す。 

 

機器の交換や点検は誰がどのように実施すればよいだろうか？ 

・ 年 1 回の町内会の総会で話し合う、年２回の町内会の役員会で「もうそろそろ」と話

す(3) 

・ 町内会役員で声をかける(1) 

・ 毎月 1 日に点検するとか、日曜の朝にする(1) 

・ 町内会のリーダー、班長(3) 

・ 町内会の班、町内会で管理(1) 

・ 町内会費で点検費を払う(1) 

 

住民の転出入があった場合の対処はどうすればよいだろうか？ 

・ その都度町内会長が説明する(2) 

・ 町内会の班長(1) 

・ 町内会に入ってもらう(1) 

 

グループで設置した警報器の運用訓練はどう行えばよいか？ 

・ 12 月の親睦会で行う(火災の起こりやすい時期の直前なのでちょうどよい)(1) 

・ 城東地区の役員組織を生かす(1) 

・ 町内会で今も年 1 回で行われている避難訓練で行う(1) 

 

連動型火災警報器の機器交換や点検、及び、転出入者の対処については、町内会全

体、あるいは、町内会の班の組織で対応する意見が多数であった。連動型住宅用火災

警報器の運用訓練については、町内で行われている行事・訓練などの機会をとらえて

行う意見が出された。 
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ウ．ワーク全体として、各班から出された意見 

その他、各班で話し合われた結果として強調された意見を以下の表に示す。「警報器が

鳴った場合、通報を第一優先とすべき」、連動型火災警報器をうまく使っていくには「地

域でのコミュニケーションを良くして進める」ことが重要であるといった意見が多くあ

った。その他、グループの構成、グループリーダーの決め方、避難誘導のあり方、地域

の防災環境への対応に関する意見が出された。 

 

警報器が鳴った場合、通報を第一優先とすべき 

・ 警報器が鳴っても 100％火事とは限らないが、まず自宅を確認、外で火災を発見したら

とにかく通報すべき。誰かがしただろう、はいけない。(2) 

・ 町内で火事があったら、遠いからではなく家族で情報を共有することが大事。(1) 

・ 警報器が鳴ったら火元を調べて、発見者が 119 番通報すべき。以前 119 番通報の擦り付

け合いがあってなかなか消防車が来ない事態があった。(1) 

 

地域でのコミュニケーションを良くして進める 

・ 連動グループについて、グループ同士は仲の良いものだけではない。まずはコミュニケ

ーションからすべき。(2) 

・ コミュニケーションの構築が十分だと火災対応も円滑に進む。(1) 

 

グループの構成に関する意見 

・ 空き家はどうグループに組み込むか、所有者に連絡はするが、連絡がつかないところも

あるので困る。(1) 

・ グルーピングは各町内にある班をそのまま使うなり、分けるなりすることで利用する。

(1) 

・ グループ作りは 5 つの組があり空き家も組の中に入っている。班長に面倒を見てもらっ

て交代の際は引き継ぐといった行動がとれる。(1) 

 

グループリーダーの決め方に関する意見 

・ 高齢者が多いので班の責任者を決めるのが難しい。(1) 

・ リーダーは班長、班長が 1 年で交代するたびに親機も交代する。(1) 

・ 班長が上に立っていろいろ進めていこう。(1) 

 

避難誘導のあり方に関する意見 

・ 高齢者の避難誘導が必要(1) 

・ 火が大きくなったら、けがをしないようにプロに任せる。(1) 

・ まず自分の命を守る。命がなければその後の対応も何もない。(1) 

・ 公会堂に鐘があるので、有事はそれを鳴らして回る。(1) 
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地域の防災環境への対応に関する意見 

・ 風の影響で自分の町内ではどのような燃え広がり方が予想されるかを考える、考えてお

く必要があるのではないか。(1) 

・ 緊急車両が通れるように狭隘な道路に路上駐車はしない。(1) 

・ 避難経路は頭に染み付けておく。(1) 

・ 空き家の日頃の点検が必要。(1) 

・ 火災予防、小さな注意の積み重ねが大事だと思う。(1) 

 

（４）城東地区防災計画の検討に向けて～ワークショップの意見から～ 

このワークショップで、住宅用火災警報器ネットワークシステム（連動型）を設置した

場合を想定して、各グループで話し合った結果、以下のような対応が必要とする傾向があ

った。 

 

① 最初に警報音が鳴った場合の対応として、最初に警報音に気づいた者が、消防へす

ぐに通報することが必要であるとしたグループが最も多く、同時に、火災の発生場所

を確認して回ることが必要としたグループが多い。 

② 火災の発生箇所が分かった場合の対応としては、初期消火活動、近隣住民への声掛

けが必要としたグループが多く、続いて避難場所への避難、要配慮者の避難誘導が続

いて多い。 

③ 火災が手に負えなくなって消防隊が到着後の対応としては、避難状況の確認、要配

慮者の避難誘導が必要な行動とするグループが多い。 

 

以上のように地域住民が考えた対応行動は、住宅用火災警報器のネットワーク化の目的

である消防本部への早期通報、消防隊による消火活動開始の早期化による火災拡大防止に

貢献しているとともに、火災発生箇所周辺の住民の安全確保を図るものとなっている。し

たがって、防災計画として連動型住宅用火災警報器を導入することは、城東地区での火災

防止・安全確保につながると考えられる。 

また行動に「必要なもの」としては、家庭用及び町内会設置の消火器を挙げたグループ

が多い。また、「日頃の備え」については、町内会単位での消火訓練を挙げるグループが多

く、続いて、高齢者の位置と人数把握、及び、避難場所を町内会毎に決めておくことを挙

げている。 
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第５章 城東地区の防災上の課題 

 

１ 想定される災害と被害 

 

（１）火災 

ア．災害履歴と現況 

・平成 13年(2001)以降に城東地区で発生した火災は 17件（うち建物火災 15件、車両火災 1

件、その他火災に至らない程度の出火１件）であった。これらの火災のうち、２棟以上に

延焼した建物火災は３件（いずれも保存地区を含む地区内）であった。 

・城東地区の出火率は、全国平均のおよそ２倍以上と非常に高くなっている。空き家や家屋

の一部に居住するといった、城東地区での住まい方により火災発見が遅くなることが起因

となっていることが考えられる。 

・城東地区の延焼率は、保存地区を含む地区で約 30％となっており、木造建物の全国平均と

ほぼ同じである。 

イ．想定される被害 

・出火率が高い分、連続する複数棟に燃え広がる延焼火災となる危険性が高い。 

・保存地区である旧道（旧出雲街道）沿いは、道路の両脇に木造家屋が隙間なく立ち並んで

いるため、延焼火災に発展する可能性がある。 

・空き家も多く、放火による火災の危険も考えられる。 

 

（２）水害 

ア．災害履歴と現況 

・過去に発生した水害については、平成 10 年(1998)の台風 10 号災害にて、床上浸水があっ

た。西側では出雲街道と関貫小路との交差点辺りの地盤が低く、東側では出雲街道と大隅

小路との交差点辺りの地盤が低くなっており、この辺りを中心に浸水の被害があった。 

・平成 10年(1998)以前では、昭和 20年(1945)に大規模な水害があったとされている。 

・城東地区は、東新町、西新町、中之町、上之町が吉井川浸水想定区域に指定されている。 

イ．想定される被害 

・これまでの災害履歴から、城東地区、特に出雲街道の地盤の低い地域は、今後も浸水被害

が発生するものと想定される。 

・異常な大雨（おおむね 100年に 1回発生すると予想される大雨）が発生し、堤防が決壊し、

河川が氾濫した場合は城東地区が浸水する可能性がある。 

 

（３）地震災害 

ア．災害履歴と現況 

・地震災害については、過去に本市で大きな被害をもたらした記録は残っていない。 

・本市付近には大きな地震が発生する可能性がある断層帯の存在が明らかになっている。 
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イ．想定される被害 

・岡山県北部では「山崎断層帯の地震」が最大で、建物全壊が約 600 棟となるなど甚大な被

害が想定されている。 

・今後大きな被害をもたらす地震が発生する可能性があり、地震災害への備えが必要である。 

 

（４）土砂災害 

ア．災害履歴と現況 

・城東地区内は、土砂災害（がけ崩れ、土石流、地すべり）により住民の生命または身体に

危害が生じるおそれのある区域として「土砂災害警戒区域」が一部指定されている。 

イ．想定される被害 

・大雨の際は、土砂災害が発生する可能性があり、迅速な避難が必要になることが想定され

る。 

 

２ 城東地区の防災上の課題 

 

（１）伝統的建造物における課題 

① 密集家屋による延焼の危険性 

・城東地区内の建物はほとんどが木造であり、特に旧道（旧出雲街道）沿いの伝統的建造物

は近接して軒を並べているため、火災時には延焼の危険性が高い。 

・旧道（旧出雲街道）沿いは、道路に面した建物間は消防隊の進入が困難であるため、延焼

阻止のためには延焼の恐れのある建物屋内及び炎上中の建物側から放水するしかなく、消

火活動が困難な状況である。 

② 密集家屋による避難の困難性 

・城東地区内の建物の多くは、敷地裏側は道路ではなく隣地と接しており、火災時や震災時

の２方向避難及び消火活動に課題がある。 

・特に旧道（旧出雲街道）沿いは、家屋同士が近接して建てられているため、道路への避難

ができない場合は、裏側隣地の敷地を通過するしかない住戸が多い。 

③ 伝統的建造物の防火上の弱点 

ア．仕様上の弱点 

・外壁は、土壁ないしは漆喰壁、屋根は本瓦、桟瓦といった瓦屋根であり一定の防火性能を

持っていると考えられる。ただし、瓦は、焼きむらや形状が均一でないため、大規模火災

時の火の粉による飛び火への警戒が必要となる。 

・界壁の土壁が天井位置付近にとどまり、屋根面まで達していない場合があるなど、防火上

の弱点がある。 

・軒裏は、一部漆喰塗り込めもみられるが、木地を表す形式が一般的で防火上の弱点となる。

垂木と垂木の間の隙間を埋める木板（面戸板）が入れられていない場合もあり、この場合

は容易に火炎の侵入を許してしまうことになる。 

・近代以降の２階居室化に伴い、大きな開口部（普通ガラスの木枠窓など）へ改修されてい
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ることから、防火上の弱点となる。 

イ．施工の制約上の弱点 

・隣戸との間隔がないため、外壁の施工が屋外側からできず、屋内側からのみ施工される。

そのため、柱が大きく露になっていたり、外壁の土壁厚さが十分確保されていないという

ことも考えられ、防火上の弱点になっていることが予想される。 

ウ．経年劣化による弱点 

・建築年代が古くなると経年劣化により建物に傷みが生じる。外壁に漆喰等が塗られていて

も、傷みにより漆喰や土壁が剥落し、柱等が露出しているような場合や、ひび割れや柱と

壁に隙間がある場合などは、防火上の弱点となる。 

④ 耐震性能の低下 

・伝統的建造物の特性上、道路に面した部分に開口部を設けていることから、奥行き方向と

比較して開口方向の壁量が不足している。 

・城東地区の伝統的建造物は、前面庇は主構造体の最前列柱筋から半間前に出る構造となっ

ており、この胴差梁は途中で柱を立てることなく必ず両端を柱で支持するため、胴差梁の

下に間仕切り（耐力壁）を設けることができない構造になっている。 

・城東地区内の伝統的建造物は、江戸後期から昭和初期に建てられたものであり、長い年月

が経過していることや、過去の水害の影響で主要構造材の腐朽が見られる建物もあること

から、地震時の耐震性能の低下が考えられる。 

⑤ 電気設備等の老朽化 

・屋内配線の老朽化により、漏電の危険性がある。 

・屋根等の老朽化により、雨漏りによる雨水の浸入があると、天井内の古い配線などは漏電

の危険性がある。 

 

（２）地域防災における課題 

① 消防水利の整備 

・消火栓の配置は、ほぼ「消防水利の基準」（平成 26年 10月 31日消防庁告示第 29号）を満

たしている。管径は 250φ～75φで整備されており、通常火災の消火活動に支障はないと

考えられる。ただし、大地震時には水道管が老朽化している箇所もあるため使用不可能と

なる状況が想定される。 

・防火水槽は、保存地区内に２か所設置されているが、ポンプ車１台では保存地区の一部し

かカバーできない。 

・城東地区には、消火栓、防火水槽を補完する水利として、吉井川から取水した水を、堤防

上にある道路を超えて城東地区まで送水するための道路下に埋設した送水管が５か所整備

されている。しかし、防火水槽と送水管を合わせても、城東地区及び保存地区についてす

べてをカバーできない。 

② 消火設備の充実 

・城東地区内には、各町内会により、屋外の路上に消火器を設置している。 

・地域住民でも扱える初期消火設備としての消火器の充実が望まれる。また、高齢者でも扱

える“ホース”や“街かど消火栓”などの簡易な操作の消火設備の整備も必要である。こ
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の簡易な消火設備は、飛火警戒時に火の粉の消火に使うことができる。 

・可搬式ポンプは城東地区内に１ヶ所設置されているが、同様に整備充実が望まれる。ただ

し、可搬式ポンプは、高齢者による操作は困難であり、消防団員などの体力がある住民が、

日常から訓練をして操作方法に習熟しておく必要がある。 

③ 早期発見・初期消火・早期通報体制の確立 

・高齢者が非常に多いこと、防災訓練への参加頻度が低いこと、住まいの災害に対する備え

を行っている比率が低いこと、建物の耐震性の低さ、狭あいな道路、支援が必要な避難者

の避難支援体制を課題と思っている割合が高いこと、出火率・延焼率が高いことなどから、

城東地域全体を対象とした防災対応の展開を考えるよりも、各家庭や隣近所での初期対応

によって消防署や消防団にいち早く連絡できることを重点とした対策を検討する必要があ

る。 

・伝統的建造物では、通りから主屋、離れ、土蔵などが直線的に建ち並ぶ構成をとる。その

ため、主屋以外で火災等が発生した場合、近隣住民が初期段階で火災発生を知ることは困

難である。 

・具体的な改善方法としては、近隣数戸でお互いに連絡しあう連動式の住宅用火災警報器の

設置を検討する必要がある。 

④ 狭あい道路 

・城東地区内の道路は、旧道（旧出雲街道）以外は、幅員 4ｍ未満の狭あい道路となってお

り、消火活動や地震災害時の避難が困難である。 

・消防車輌については、城東地区内の大部分は進入不可能で、近隣に駐車してホースを延長

し消火活動を行う。可搬式ポンプ搭載型の小型消防車両（軽トラックタイプ）等の充実も

検討する必要がある。 

⑤ 水害や土砂災害等に対する備え 

・避難の際に支援が必要な避難者の避難支援体制の確立が必要である。 

・水害の発生は、伝統的建造物等の土台を損傷させ、耐震性能の低下を招く可能性が高く、

対策が必要である。 

⑥ 電柱電線 

・城東地区内は、電柱・電線類が張り巡らされており、景観上の阻害要因としてはもちろん、

震災時には電柱の倒壊などによって避難や消火・救出活動にも影響を及ぼす恐れがある。 

・旧道（旧出雲街道）の一部区間において電線地中化事業が完了しているが、他区間につい

ても引き続き地中化の可能性を検討する必要がある。 

 

（３）地域社会上の課題 

① 居住者の高齢化 

・城東地区は高齢化率が高く、今後も高齢化は進むと考えられる。高齢者は避難活動や初期

消火を行う上で弱者となりやすく、また災害時に自力避難が困難となる可能性が高い。 

・高齢者であっても火災等を早期に発見し、それぞれの家庭や隣近所での初期対応によって

消防署や消防団にいち早く連絡できるようすることに重点をおいた対策を考える必要があ

る。 
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・地域住民による初期消火活動においても、高齢者でも簡単にできる初期消火手法が必要と

なる。 

・災害時の周辺住民の助け合いが行えるような、日常からのコミュニケーションの育成も重

要である。若年者層の減少による防災や災害救援活動などの担い手不足も課題となる。 

② 空き家の増加 

・城東地区では住民の高齢化に伴い空き家が増加している。空き家では火気利用がないため

出火の可能性は低いが、放火の対象となる可能性が高く、火災発生時には発見が遅れる危

険性が高い。 

・空き家は老朽化した木造建物が多いため、被害が大きくなる可能性も高い。 

③ 防災の担い手不足や防災意識の低下 

・ヒアリング調査によると、消防団の担い手不足が顕著である。 

・消防団不要論もあるなど、必ずしも防災意識が高いとはいえない。 

・消防団への活動の理解を深め、担い手の育成や緊急時に早期に対応が可能な消防団を充実

することが必要である。 

・住民の防災意識及び地域の防災力を高める予防活動や啓発活動、コミュニティづくりが求

められる。 
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第６章 城東地区防災計画 

 

１ 城東地区防災計画のテーマと基本方針 

 

（１）城東地区防災計画のテーマ 

過去の大規模災害の教訓として、「減災」という考え方がある。この減災というのは、被

害を少しでもゼロに近づけるため、様々な対策を効果的に行うが求められる。このとき、

各自が行うこと（自助）、地域が行うこと（共助）、行政が行うこと（公助）、それぞれを足

し合わせることで効果的な減災が実現できる。 

また、もうひとつの教訓として、防災における地域コミュニティの重要性が挙げられる。

地域コミュニティが災害に強くなければ、また地域コミュニティが防災に取り組まなけれ

ば、自らの命を守ることも自らの地域を守ることもできない。 

いかにして地域コミュニティの防災力を向上させるかは、第１に、地域防災の担い手で

ある地区住民（コミュニティ構成員）がその目標や課題を共有すること、その実践のため

に連携し協働することが求められる。第２に、この目標の共有や実戦の協働のために、そ

の指針となる防災計画を地区住民、地域コミュニティ、行政が共有することが求められる。 

城東地区はこれまでの長い歴史の過程で、現在の人々の暮らしや町並みが形づくられ、

その町並みは「重要伝統的建造物群保存地区」として日本の文化財として認められたもの

となっている。この財産である伝統的・歴史的な町並みを維持し、後世に伝えていくため

には、そこで暮らす人々がいることが基盤となる。災害から城東地区を守るということは、

そこに住む住民の生命と財産を守ることであり、その結果として文化財としての価値が継

承されることになる。 

以上のことから、城東地区防災計画のテーマを次の通り設定する。 

 

【城東地区防災計画のテーマ】 

城東の歴史・文化と人を活かした防災まちづくり 

 

 

（２）城東地区防災計画の基本方針 

伝統的建造物群としての文化財の価値を失うことなく将来にわたって継承していくにあ

たり、城東地区全体としての防災機能の充実とともに、地区住民の防災への更なる意識の

向上と防災まちづくり体制の実現化を目標として、基本方針を①～③のとおり定める。 

なお、計画は、城東地区で想定されるさまざまな災害に対応できる防災力の向上を目指

す。 

また、城東地区の防災力の向上のため住民一人ひとりの取組み（自助）、町内会や自主防

災組織などの取組み（共助）、行政の支援（公助）、それぞれが相互に支え合い、連携して

防災まちづくりに取組むこと（協働）を基本とする。 
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【城東地区防災計画の基本方針】 

① 個々の建築物・敷地の防災力の向上 

保存地区の歴史的町並みを継承するため、建築物の改修工事や適切な維持管理

などにより防災に対する性能の向上を目指す。 

② 城東地区全体の防災力の向上 

消防水利の確保や一時避難地、避難経路の確保など、城東地区の防災力の向上

を目指す（主にハード）。 

③ 町内会や自主防災組織などの城東地区の防災体制の強化 

これまで城東地区が育んできた地域力・地域コミュニティを礎として、「初期

消火能力の向上」「防災意識の向上」「各災害に対応した体制づくり」などの活動

を展開し、城東地区の防災力の向上を目指す（主にソフト）。 
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２ 城東地区の防災上の課題と防災対策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

火 

災 

水
害
・
土
砂
災
害 

地
震
災
害 

テーマ 

城
東
の
歴
史
・
文
化
と
人
を
活
か
し
た
防
災
ま
ち
づ
く
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基本方針 

自助・共助・公助の協働の仕組

みと取組みの展開 
 

城東地区の防災力の向上のため住民一

人ひとりの取組み（自助）、町内会や自主

防災組織などの取組み（共助）、行政の支

援（公助）が求められる。 

それぞれが相互に支え合い、連携して

防災まちづくりに取組むこと（協働）が

重要となる。 

 

 

保存地区の歴史的町並みを継承す

るため、建築物の改修工事や適切な

維持管理などにより防災に対する

性能の向上を目指す。 

個々の建築物・敷地の 

防災力の向上 

 

消防水利の確保や一時避難地、避難

経路の確保など、城東地区の防災力

の向上を目指す（主にハード）。 

 

 

これまで城東地区が育んできた地

域力・地域コミュニティを礎とし

て、「初期消火能力の向上」「防災意

識の向上」「各災害に対応した体制

づくり」などの活動を展開し、城東

地区の防災力の向上を目指す（主に

ソフト）。 

町内会や自主防災組織などの

城東地区の防災体制の強化 

災害種別 

共 

通 

城東地区全体の 

防災力の向上 
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防災対策 

 

 

○建築物の維持管理・定期的な点検・修繕 

○建物改修に合わせた防火性能の向上 

○耐震診断・耐震補強の実施 

○二方向避難経路の確保 

○出火予防・防止に関する設備の設置と維

持管理（住宅用自動火災報知設備、ブレ

ーカー自動遮断装置、オール電化など） 

○各戸での消火器の設置と維持管理 

 

個々の建築物・敷地の防災力の向上の 
ための対策 

 

 

○城東地区での消火器の設置と定期的

な維持管理  

○街かど消火栓などの簡易な操作の初

期消火設備の整備  

○火災の早期発見・伝達のための連動式

自動火災報知設備の設置と維持管理 

○消防水利の確保のための防火水槽の

設置  

○一時避難地の整備と維持管理 

○避難場所への避難経路の確保 

 

城東地区全体の防災力の向上のための 
対策（主にハード） 

 

 

○初期消火体制のシステム化（早期発

見・通報・伝達・初期消火） 

○空き家対策（所有者の把握、定期的な

管理の依頼、老朽空き家の撤去（保存

地区内を除く）の推進など） 

○避難準備・高齢者等避難開始や避難勧

告等の確実な伝達方法の確立 

○防災訓練の実施 

○城東地区防災マニュアルの周知と継

続的な見直し 

○消防団等防災の担い手確保 

○出火予防・防止その他防災に関する意

識の向上 

 

町内会や自主防災組織などの城東地区の防
災体制の強化のための対策（主にソフト） 

防災上の課題 

家屋密集による延焼の危険性や伝統的建造物の
防火上の弱点のため、老朽建物の改修や、防火
性能が向上する改修が必要 

地域住民でも扱える消火器、ホース、街かど消火
栓などの簡易な操作の初期消火設備の整備が必要 

消防水利の確保のための防火水槽の設置が必要 

大地震時等に対応できる消防水利の整備が必要 

避難や消火・救出活動を妨げる電柱電線地中化
が必要 

一時避難地や避難経路の確保が必要 

町家の特性上、道路側への避難ができない場
合、裏の隣地の敷地を通過する避難経路の確保
等が必要 

電気設備等老朽化による出火を防止すること
が必要 

建物の耐震化を進めることが必要 

密集家屋による避難の困難性に対応するため、
隣地の敷地を通過する避難経路の確保等が必要 

避難準備・高齢者等避難開始や避難勧告等の確
実な伝達方法の確立が必要 

被害が発生する前の早期避難体制の確立が必要 

居住者の高齢化に対応した防災対策が必要（避
難活動、高齢者でもできる火災の早期発見、初
期消火、災害時の周辺住民の助け合い、若年者
層の防災活動の担い手確保） 

障がい者、高齢者等一人で避難することが困難
な人の避難の確保が必要  

 

空き家の増加への対策が必要（火災発生の早期
発見、被害を大きくする空き家の老朽化対策） 

早期発見・初期消火・早期通報体制の確立が必要 

早期発見・早期通報のための設備の整備が必要 

防災の担い手の確保や防災意識の醸成が必要
（消防団等防災の担い手確保、住民の防災意識
及び地域の防災力を高める予防活動や啓発活
動、コミュニティづくり） 
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３ 防災対策の具体的な取組み 

 

城東地区の防災力の向上のため、町内会・自主防災組織、住民等と市担当課との継続的な

意見交換等を行いながら、以下の防災対策に取り組む。 

 

（１）個々の建築物・敷地の防災力の向上のための対策 

① 建築物の維持管理・定期的な点検・修繕 

建築物の老朽化は、防火性能や耐震性能を低下させるため、適切な維持管理や定期的

な修繕を行うことが必要である。 

市は、勉強会の開催等を通じて建築物の日常的な維持管理や修繕等に関する周知を継

続的に行う。 

建物所有者等は、適切な日常の維持管理を行うとともに定期的な点検及び軽微な修繕

を行う。 

 

② 建物改修に合わせた防火性能の向上 

火災時の延焼を抑えるためには、建築物単体の防火性能の向上を図る必要がある。 

建築物の防火性能を高める方策として、外壁・軒裏等は国土交通省告示で定められた

工法等を活用し、保存地区内の建築物の防火に対する性能の向上を図ることが考えられ

る。 

しかし、伝統的建造物（保存物件）では外観が変化する工法等の導入が困難な場合が

ある。市は、伝統的建造物の外観等に影響を及ぼさない範囲での適切な工法、材料の工

夫等による防火性能の向上の方法について検討を行う。また、長屋の天井裏の界壁が入

れられていない箇所については、建物改修時に界壁の設置を進めるよう周知・助言を行

う。 

建物所有者等は、伝統的建造物における防火性能の改修については、工法等について

市と調整を図りながら建物防火性能向上を図る。 

 

③ 耐震診断・耐震補強の実施 

大地震の揺れに対しては、建築物が倒壊しないよう構造に対する補強を行うことが必

要である。 

伝統的建造物の耐震補強にあたっては、「重要文化財（建造物）耐震診断・耐震補強の

手引（平成 25年 10月、文化庁）」を耐震化のあり方として参考にした耐震補強も考えら

れるが、保存地区内の一つ一つの伝統的建造物の保存状態や建築の手法等が異なるため、

耐震補強に対して直ちに統一的な方針を立案することも困難である。 

市は、耐震補強については専門的な知識を高め、伝統的建造物の構造補強に対する検

討を行う。 

建物所有者等は、伝統的建造物の耐震診断・耐震補強について市と調整を図りながら

耐震性の向上を図る。 
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④ 二方向避難経路の確保 

城東地区内の家屋の多くは、敷地裏側は道路ではなく隣地と接しており、火災時や震

災時の二方向避難や消火活動に課題がある。特に旧道（旧出雲街道）沿いは、家屋同士

が近接して建てられているため、表道路への避難が不可のときには、裏側隣地の敷地を

通過するしか避難できない家屋が多い。 

住民等は、通常では二方向避難の確保が困難な場合には、緊急時に避難経路として利

用できるよう隣地同士の話し合いを行う。なお、合意の内容については、協定締結によ

り将来にわたっての避難経路の確保を図る。 

市は、二方向避難の重要性について住民等に啓発するとともに、協定の締結を進める。 

町内会・自主防災組織は、住民等の話し合いの機会を提供するなどの協力を行う。 

 

⑤ 出火予防・防止に関する設備の設置と維持管理（住宅用自動火災報知設備、ブレーカ

ー自動遮断装置、オール電化など） 

火災は人為的な災害である場合が多く、火災を未然に防止することが可能な場合も多

い。 

市、町内会・自主防災組織は、出火予防・防止に関する啓発活動を行う。 

（例） ・コンセント周りのほこりやたこ足配線等の火災要因について 

・道路から見えにくい建築物や空き家等の出火や放火への対策として、日常

からの火の用心等の見守りや建物の周囲に燃えやすいものを置かないこと

など 

・ブレーカー自動遮断装置、オール電化など、建築物の用途、形態に応じた

出火予防・防止に関する設備の知識 

市は、住宅用自動火災報知設備の設置を推進するとともに、設置が義務付けられてい

る寝室、廊下、階段のみならず、主屋における火気使用室、主要な居室、さらに敷地内

の建築物への設置をめざし啓発活動を行う。 

町内会・自主防災組織は、独居高齢者などの家庭に対して住宅用自動火災報知設備の

設置作業の補助を行うなど、設置の推進を図る。 

住民等は、設置した住宅用自動火災報知設備などの出火予防・防止に関する設備につ

いては、適切に維持管理を行う。 

 

⑥ 各戸での消火器の設置と維持管理 

初期消火設備として消火器は有効であり、現在各戸で消火器が設置されているところ

もある。 

住民等は、設置している消火器について定期的に点検し、有効期限の切れたものを交

換するなど適切に維持管理を行う。設置していない住戸については、消火器の設置を検

討する。 
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（２）城東地区全体の防災力の向上のための対策（主にハード） 

① 城東地区での消火器の設置と定期的な維持管理 

初期消火設備として消火器は有効であり、現在各地区内に消火器が設置されているが、

場所により粗密の差がある。 

町内会・自主防災組織は、不足している箇所については追加設置を検討するとともに、

定期的に有効期限を過ぎたものを交換するなど適切に維持管理を行う。また、有効期限

を過ぎた消火器を使っての訓練を実施するなど、使用方法の住民等への周知を行う。 

市は、城東地区への消火器の設置を支援するとともに、消防機関とともに町内会・自

主防災組織が実施する消火訓練や周知活動等に協力する。 

 

② 街かど消火栓などの簡易な操作の初期消火設備の整備 

住民等が使用できる初期消火設備として、前項の消火器に加え、高齢者等でも使いや

すい街かど消火栓やホースなどがある。 

市は、城東地区の初期消火能力の向上を図るため、街かど消火栓やホースの設置など

住民等が協力して初期消火を行うことができる初期消火設備の整備の検討を行う。設備

の整備にあたっては、高齢者等でも扱いやすい設備とすることに配慮する。設備を整備

した場合は、消防機関とともに、町内会・自主防災組織に協力し、消火設備の周知や消

火訓練等を行う。 

町内会・自主防災組織は、これらの初期消火設備が設置された場合は、住民等への周

知や消火訓練等を実施する。 

 

【街かど消火栓（簡易水道消火装置）の事例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（水道の蛇口に接続するだけなで、誰でも容易に消火作業ができる） 

 

 

③ 火災の早期発見・伝達のための連動式自動火災報知設備の設置と維持管理 

火災の被害を最小限にくいとめるには、いかに早く発見し、速やかに消火活動に繋げ

ることができるかが重要である。城東地区では高齢化とともに空き家等の増加も認めら

れるため、火災を早期に発見することが課題となっている。 

出典：神戸市教育委員会事務局文化財課資料 
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市は、前出の各戸の住宅用火災報知設備の設置を推進するとともに、連動式自動火災

報知設備の設置及び設置された設備の維持管理方法についての検討を行い、住民等の同

意が得られたところから順次導入を行う。 

町内会・自主防災組織は、火災の発見から通報、周辺への伝達まで支障なく行えるよ

うマニュアルの整備や訓練等を実施する。また、空き家を含め、設備の維持管理に協力

する。 

住民等は、連動式自動火災報知設備の設置に協力するとともに、町内会・自主防災組

織とともに適切な維持管理に努める。また、火災発生時には、町内会・自主防災組織と

ともに、火災の発見から通報、周辺への伝達活動を行う。 

 

【連動式自動火災報知設備の事例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 消防水利の確保のための防火水槽の設置 

城東地区内に消火栓が整備されているが、大地震時等何らかの事由により使用不可能

となった場合には、他の消防水利が必要となる。防火水槽や吉井川の水の送水管も５か

所整備されているが、区域全域をカバーできていない。 

市は、消防水利が不足する区域に対する防火水槽の整備について長期的な検討を行っ

ていく。 

 

⑤ 一時避難地の整備と維持管理 

保存地区は、狭い路地等の歴史的風致や密集する歴史的建造物を守りながら生活する

地区であるため、避難経路の確保は重要である。そのため、災害時には、指定避難場所

（または指定緊急避難場所）に向うまでの間に一時的に避難する場所が必要となる場合

がある。 

町内会・自主防災組織は、必要に応じて一時避難地の設定を行う。民有地の場合は、

所有者等と協議を行い同意を得るものとする。一時避難地を設定した場合は、一時避難

地から指定避難所（または指定緊急避難場所）への避難経路の確認等を行う。 

市は、一時避難地の必要性、位置、安全性等について助言を行うとともに、所有者等

との協議が必要な場合は、町内会・自主防災組織に協力する。 

※火災が発生した民家で警報器が作動

すると、両隣や向かいの民家の警報

機も連動して警報が鳴る。 

※空き家にも設置されている。 

 
資料：福井県ホームページ 若狭町「熊川

区自主防災会」（第 16 回防災まちづくり

大賞総務大臣賞 受賞） 
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【城東地区の指定避難場所】 

○津山東高等学校 避難場所を開設する災害の種類 地震／洪水／土砂災害 

  【城東地区の指定緊急避難場所】 

○津山東高等学校 避難場所を開設する災害の種類 地震／洪水／土砂災害 

○作州城東屋敷  避難場所を開設する災害の種類 地震／土砂災害 

【近隣の指定避難場所・指定緊急避難場所】 

○津山東公民館  避難場所を開設する災害の種類 地震／土砂災害（指定避難場

所・指定緊急避難場所兼用） 

 

⑥ 避難場所への避難経路の確保 

城東地区内の路地や狭あいな道路は地震発生時に閉塞する可能性がある。 

市は、一方の避難経路がふさがれた際にも各敷地、建築物から避難経路を通り、確実

に避難できるよう二方向への避難経路の確保について検討を行う。 

住民等は、避難経路沿いの避難の妨げとなるおそれのある物の撤去や避難経路をふさ

ぐブロック塀等の補強に努める。 

町内会・自主防災組織は、避難経路の確保に協力する。 

 

（３）町内会や自主防災組織などの城東地区の防災体制の強化のための対策（主にソフト） 

① 初期消火体制のシステム化（早期発見・通報・伝達・初期消火） 

火災の被害を最小限にくいとめるには、いかに早く発見し、速やかに消火活動に繋げ

ることができるかが重要である。そのためには、住民等や町内会・自主防災組織が協力

して、火災の発見から通報、周辺への伝達まで円滑に行う必要がある。 

町内会・自主防災組織は、火災の早期発見・通報・伝達の方法、初期消火設備の利用、

役割分担等を明確化して、地区住民主体の初期消火体制のシステム化を図る。また、防

災訓練等により消火設備の体験会等を実施する。 

住民等は、火災の早期発見・通報・伝達の方法、初期消火設備の利用方法を知り、役

割分担に応じた活動が行えるよう努める。 

市は、消防機関と協力し、町内会・自主防災組織が行う初期消火体制づくりや防災訓

練の実施を支援する。 

 

② 空き家対策（所有者の把握、定期的な管理の依頼、老朽空き家の撤去の推進など） 

城東地区では住民の高齢化に伴い空き家が増加している。空き家では火気利用がない

ため出火の可能性は低いが、放火の対象となる可能性が高く、火災発生時には発見が遅

れる危険性が高い。また、空き家は老朽化が進行した木造建物が多いため、被害が大き

くなる可能性も高い。 

空き家所有者等は、防災・防犯上の危険が生じないよう定期的な管理を行う。また、

老朽化し倒壊の危険がある場合などは速やかな補修もしくは撤去に努める。 
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町内会・自主防災組織は、空き家所有者の把握を行うとともに、所有者に対して定期

的な管理の依頼を行う。 

市は、老朽空き家の撤去の推進や連動式自動火災報知設備の設置への協力依頼などの

空き家の防災対策を実施する。 

なお、保存地区内にある伝統的建造物（特定物件）の空家については撤去できないた

め、補修やその他の防災対策の充実を図る。 

 

③ 避難準備・高齢者等避難開始や避難勧告等の確実な伝達方法の確立 

城東地区は、一部が浸水想定区域となっており、また、山側の一部の斜面が土砂災害

警戒区域に指定されている。これらの区域では、安全に避難ができるよう災害が発生す

る前もしくは状況が悪化する前の早い段階で住民等は避難する必要がある。 

町内会・自主防災組織は、災害の種類（地震、洪水、土砂災害）毎に市が指定してい

る指定避難場所（または指定緊急避難場所）へ避難するにあたって、避難時期や避難経

路等が異なってくるため、避難のルールや体制づくりを行う。また、災害発生時（また

は発生のおそれがあるとき）には、情報の収集、伝達、共有化等が重要となるため、こ

れらが速やかに行えるよう情報伝達方法の確立を図る。 

住民等は、町内会・自主防災組織が行う避難のルール化や体制づくりに協力し、災害

発生時には速やかに避難できるように努める。 

市は、町内会・自主防災組織が行う避難のルール化や体制づくりを支援する。 

 

④ 防災訓練の実施 

町内会・自主防災組織は、初期消火訓練、避難訓練、救助訓練、情報収集・伝達訓練

等の防災訓練を実施する。 

住民等は、防災訓練を通じて、災害発生時に初期消火、避難、救助、情報収集・伝達

などの活動が的確に行えるように努める。 

市、消防機関は、町内会・自主防災組織が行う防災訓練の支援を行う。 

 

⑤ 城東地区防災マニュアルの周知と継続的な見直し 

市は、城東地区防災マニュアルの見直しにあたっては、助言や支援を行う。 

町内会・自主防災訓練は、城東地区防災マニュアルを住民に周知するとともに、定期

的に見直しを行う。 

住民等は、城東地区防災マニュアルの内容を習熟するよう努める。 

 

⑥ 消防団等防災の担い手確保 

城東地区は重要伝統的建造物群保存地区が含まれていることから、将来にわたり歴史

的風致を保全、継承していく地区であるため、持続的な防災への取り組みが必要となっ

てくる。そのためには行政のみならず、消防団や町内会・自主防災組織の活動が不可欠

であり、今後継続して防災活動等の担い手を育成していくことが重要となる。 
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町内会・自主防災組織は、地域のイベントに防災の要素を取り入れるなど、若者や女

性などが防災活動へ参加しやすい環境づくりに努める。 

消防機関・消防団は、特に災害発生時に中心的役割を担う消防団の担い手の確保のた

め、女性や若者が入団し、活動しやすい環境づくりを行う。 

住民等は、防災活動への参加・協力に努める。 

 

⑦ 出火予防・防止その他防災に関する意識の向上 

災害による被害を最小限度にとどめるためには、直接被害を受ける立場にある住民一

人ひとりが日頃から、各種災害についての正しい認識を深め、災害から自らを守るため

の最低限の知識を備えておくことが必要である。 

災害時には、初期消火を行う、近隣の負傷者及び高齢者、障害者等の要配慮者を助け

る、避難場所で自ら活動する、市等が行う応急対策活動に協力するなど、被害拡大の防

止への寄与に努めることが求められる。 

市は、あらゆる機会を捉え、住民等の防災意識の向上を図る。 

（例） ・ハザードマップ、パンフレット等の作成配布や防災に関する研修会、映画

会、パネル展等を実施する。 

・生活に密着した切実な災害の体験談を収集し、防災教育に役立てる。 

・地域の祭りやスポーツのイベントに防災のコーナーを設けるなどの工夫を

行うとともに、地域コミュニティにおける多様な主体のかかわりの中で、

積極的な防災に関する教育の普及推進を図る。 

町内会・自主防災組織は、市と協力し、住民等の防災意識の向上を図る。 

住民等は、防災に関する意識の向上に努める。 
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４ 防災対策事業実施時期 

 

防災対策の具体的な取組み（事業）の実施については、限られた財源を有効に活用する観

点のもとに、優先順位を設定し計画的に実施していくことが求められる。そのため、事業の

実施時期（開始時期）を次のように設定する。 

○ 短期（概ね５年後まで） 

・緊急度・優先度の高い事業 

・実現可能性の高い事業 

○ 中期（概ね５年～10 年後まで） 

・短期の事業に次ぐ優先度の高い事業 

・短期の事業に次ぐ実現可能性の高い事業 

○ 長期（概ね 10年以上先） 

・検討を重ねたうえで実施すべき事業 

なお、市として優先的に実施する必要がある事業は「重点事業」として位置づけている（市

が取組主体となるものだけでなく、協力・支援を行うものも含む。）。 

 

防災対策 ※太字は重点事業 
実施主体 事業実施時期 

住民 地域 行政 短期 中期 長期 

個

々

の

建

築

物

・

敷

地

の

防

災

力

の

向

上 

① 建築物の維持管理・定期的な点検・修繕 ◎  ○ 
   

② 建物改修に合わせた防火性能の向上  ◎  ○ 
   

③ 耐震診断・耐震補強の実施 ◎  ○ 
   

④ 二方向避難経路の確保 ◎ ○ ○ 
   

⑤ 出火予防・防止に関する設備の設置と維

持管理 
◎ ○ ○ 

   

⑥ 各戸での消火器の設置と維持管理 ◎   

   

地

区

全

体

の

防

災

力

① 城東地区での消火器の設置と定期的な維

持管理 
 ◎ ○ 

   

② 街かど消火栓などの簡易な操作の初期消

火設備の整備 
 ○ ◎ 

   

③ 火災の早期発見・伝達のための連動式自

動火災報知設備の設置と維持管理 
◎ ◎ ◎ 

   

④ 消防水利の確保のための防火水槽の設置   ◎ 
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の

向

上 

⑤ 一時避難地の整備と維持管理  ◎ ○ 
   

⑥ 避難場所への避難経路の確保 ◎ ○ ○ 
   

城

東

地

区

の

防

災

体

制

の 

強

化 

① 初期消火体制のシステム化（早期発見・

通報・伝達・初期消火） 
○ ◎ ○ 

   

② 空き家対策（所有者の把握、定期的な管

理の依頼、老朽空き家の撤去の推進など） 
◎ ○ ○ 

   

③ 避難準備・高齢者等避難開始や避難勧告

等の確実な伝達方法の確立 
○ ◎ ○ 

   

④ 防災訓練の実施 ○ ◎ ○ 
   

⑤ 城東地区防災マニュアルの周知と継続的

な見直し 
○ ◎ ○ 

   

⑥ 消防団等防災の担い手確保 ○ ◎ ○ 
   

⑦ 出火予防・防止その他防災に関する意識

の向上 
○ ○ ◎ 

   

※「住民」は、住民、建物所有者、借家人等を示す。 

「地域」は、町内会等を示す。 

「行政」は、津山市、消防機関等を示す。 
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第７章 城東地区防災マニュアル（案） 

 

ワークショップでの意見をベースとして、城東地区での各災害時の行動マニュアル（案）

を、以下に示すように検討・作成した。今後は、当案をもとに地元の意向を踏まえ各災害別

に「城東地区災害時行動マニュアル」を作成するものである。 
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（参考資料）津山市伝統的建造物群保存地区保存条例（平成 24年(2012)12月） 

○津山市伝統的建造物群保存地区保存条例 

平成 24年 12月 18 日 

津山市条例第 53号 

(目的) 

第 1 条 この条例は，文化財保護法(昭和 25 年法律第 214 号。以下「法」という。)第 143 条第 1

項の規定に基づき，本市が都市計画に定める伝統的建造物群保存地区に関し，現状変更の規制そ

の他その保存のため必要な措置を定め，もって本市の文化的向上に資することを目的とする。 

 

(用語の定義) 

第 2条 この条例において，「伝統的建造物群」とは，法第 2条第 1項第 6号に規定する「伝統的建

造物群」をいう。 

2 この条例において「伝統的建造物群保存地区」とは，法第 142条に規定する「伝統的建造物群保

存地区」(以下「保存地区」という。)をいう。 

 

(保存計画) 

第 3条 津山市教育委員会(以下「委員会」という。)は，保存地区が定められたときは，第 10条に

規定する審議会の意見を聴いて，当該保存地区の保存に関する計画(以下「保存計画」という。)

を定めるものとする。 

2 前項の保存計画は，次の各号に掲げる事項について定めるものとする。 

(1) 保存地区の保存に関する基本計画に関する事項 

(2) 保存地区内における伝統的建造物群を構成している建築物その他の工作物(以下「伝統的建造

物」という。)及び伝統的建造物群と一体をなす環境を保存するため特に必要と認められる物件(以

下「環境物件」という。)の決定に関する事項 

(3) 建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)及び環境物件の保存整備計画に関する事項 

(4) 建築物等及び環境物件に係る助成措置等に関する事項 

(5) 保存地区の保存のため必要な管理施設及び設備並びに環境の整備に関する事項 

3 委員会は，第 1 項の保存計画を定めたときは，これを告示しなければならない。 

4 第 1項及び前項の規定は，保存計画を変更する場合について準用する。 

 

(現状変更行為の規制) 

第 4 条 保存地区内における次の各号に掲げる行為については，あらかじめ，市長及び委員会の許

可を受けなければならない。 

(1) 建築物等の新築，増築，改築，移転又は除却 

(2) 建築物等の修繕，模様替え又は色彩の変更であって，その外観を変更することとなるもの  

(3) 宅地の造成その他の土地の形質の変更 

(4) 木竹の伐採 

(5) 土石類の採取 

(6) 水面の埋立て 

2 前項の規定にかかわらず，次の各号に掲げる行為については，同項の規定による許可を受けるこ

とを要しない。 

(1) 非常災害のため必要な応急措置として行う行為 

(2) 次に掲げる工作物(建築物以外の工作物をいう。以下同じ。)の新築，増築，改築，移転又は除

却 

ア 仮設の工作物の新築，増築，改築又は移転 

イ 水道管，下水道管，井戸その他これらに類する工作物で地下に設けるものの新築，増築，改

築，移転又は除却 

(3) 次に掲げる木竹の伐採 

ア 間伐，枝打ち，整枝等木竹の保育のために通常行われる木竹の伐採 

イ 枯損した木竹又は危険な木竹の伐採 

ウ 森林病害虫を防除するための木竹の伐採 

エ 自家の生活の用に充てるために必要な木竹の伐採 

オ 仮植した木竹の伐採 
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(4) 前各号に掲げるもののほか，次に掲げる行為 

ア 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為 

イ 岡山県公安委員会及び道路管理者が行う道路標識等の設置又は管理に係る行為 

ウ 農業を営むために行う行為。ただし，次に掲げる行為を除く。 

(ア) 建築物等の新築，改築，増築，移転又は除却(仮設の工作物を除く。) 

(イ) 用排水施設又は幅員が 2メートルを超える農道の設置 

(ウ) 宅地の造成又は土地の開墾 

3 市長及び委員会は，第 1項の規定による許可をする場合には，保存地区の保存のため必要な限度

において条件を付することができる。 

 

(許可の基準) 

第 5条 前条第 1項各号に掲げる行為が次の各号に定める基準に適合しないときは，市長及び委員

会(第 8号に定める基準に係る行為にあっては，市長)は，同項の規定による許可をしてはならな

い。 

(1) 伝統的建造物の増築若しくは改築又は修繕，模様替え若しくは色彩の変更であってその外観を

変更することとなるものについては，これらの行為後の伝統的建造物の位置，規模，形態，意匠

又は色彩が当該伝統的建造物群の特性を維持していると認められるものであること。 

(2) 伝統的建造物の移転(同一保存地区内における当該伝統的建造物の移築を含む。以下この号に

おいて同じ。)については，移転後の伝統的建造物の位置及び移転後の状態が当該伝統的建造物群

の特性を維持していると認められるものであること。 

(3) 伝統的建造物の除却については，除却後の状態が当該伝統的建造物群の特性を維持していると

認められるものであること。 

(4) 伝統的建造物以外の建築物等の新築，増築若しくは改築又は修繕，模様替え若しくは色彩の変

更であってその外観を変更することとなるものについては，これらの行為後の当該建築物等の位

置，規模，形態，意匠又は色彩が当該保存地区の歴史的風致を著しく損なうものでないこと。 

(5) 前号の建築物等の移転については，移転後の当該建築物等の位置及び移転後の状態が当該保存

地区の歴史的風致を著しく損なうものでないこと。 

(6) 第 4号の建築物等の除却については，除却後の状態が当該保存地区の歴史的風致を著しく損な

うものでないこと。 

(7) 前条第 1項第 3号から第 6号までの行為については，これらの行為後の地表面の形状その他の

状態が当該保存地区の歴史的風致を著しく損なうものでないこと。 

(8) 前各号に定めるほか，当該行為後の建築物等又は土地の用途等が当該伝統的建造物群の保存又

は当該保存地区の環境の維持に著しい支障を及ぼすおそれがないものであること。 

 

(国の機関等に関する特例) 

第 6 条 国若しくは地方公共団体の機関又は法令の規定により国の行政機関若しくは地方公共団体

とみなされた法人(以下「国の機関等」という。)が行う行為については，第 4条第 1 項の規定に

よる許可を受けることを要しない。この場合において，当該国の機関等は，第 4条第 1 項の許可

に係る行為をしようとするときは，あらかじめ，市長及び委員会に協議しなければならない。 

 

第 7条 文化財保護法施行令(昭和 50年政令第 267号)第 4条第 6項各号に規定する行為及びこれら

に類する行為で，保存地区の保存に著しい支障を及ぼすおそれがないものとして，規則及び委員

会規則で定めるものについては，第 4 条第 1 項及び前条の規定は適用しない。この場合において，

第 4条第 1項の許可又は前条の規定による協議に係る行為をしようとするときは，あらかじめ，

市長及び委員会にその旨を通知しなければならない。 

 

(許可の取消し等) 

第 8 条 市長及び委員会は，次の各号のいずれかに該当する者に対し，保存地区の保存のために必

要な限度において，第 4条第 1項の規定によってした許可を取り消し，工事その他の行為の停止

を命じ，又は相当の期限を定めて，建築物等の改築，移転若しくは除却その他違反を是正するた

め必要な措置を執ることを命ずることができる。 

(1) この条例の規定又はこれに基づく処分に違反した者 

(2) この条例の規定又はこれに基づく処分に違反した工事の注文主若しくは請負人(請負工事の下
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請人を含む。)又は請負契約によらないで自らその行為をしている者若しくはした者 

(3) 第 4条第 3項の規定により許可に付した条件に違反している者 

(4) 詐欺その他不正の手段により，第 4 条第 1 項の規定による許可を受けた者 

2 市長及び委員会は，前項の規定により，処分をし，又は必要な措置を執ることを命じようとする

ときは，あらかじめ，第 10条に規定する審議会の意見を聴き，かつ，当該処分又は措置を命ずべ

き者について聴聞を行わなければならない。 

 

(経費の補助等) 

第 9 条 市は，保存地区の保存のために必要と認められるときは，保存地区内における建築物等及

び環境物件の管理，修理，修景又は復旧について，自ら保存のために適当な措置を行い，又は当

該物件の所有者等に対し，その経費の一部を補助することができる。 

 

(審議会の設置等) 

第 10 条 委員会に津山市伝統的建造物群保存地区保存審議会(以下「審議会」という。)を置く。 

2 審議会は，市長及び委員会の諮問に応じ，保存地区の保存等に関する重要事項について調査審議

し，これらの事項について市長及び委員会に建議する。 

3 審議会は，委員 15 人以内をもって組織し，次の各号に掲げる者のうちから委員会が委嘱し，又

は任命する。 

(1) 地域住民を代表する者 

(2) 学識経験を有する者 

(3) 関係行政機関の職員 

(4) 前 3号に掲げるもののほか，委員会が特に必要と認める者 

4 委員の任期は 2 年とし，補欠委員の任期は，前任者の残任期間とする。ただし，再任を妨げない。 

 

(罰則) 

第 11 条 次の各号のいずれかに該当する者は，5万円以下の罰金に処する。 

(1) 第 4条第 1項の規定に違反した者 

(2) 第 8条第 1項の規定に基づく命令に違反した者 

 

(両罰規定) 

第 12 条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人，使用人その他の従事者が，その法人又は人の

業務又は財産に関し，前条に規定する違反行為をしたときは，行為者を罰するほか，その法人又

は人に対しても前条の規定を適用する。 

 

(その他) 

第 13 条 この条例に定めるもののほか，この条例の施行に関し必要な事項は，市長及び委員会が別

に定める。 

 

付 則 

この条例は，伝統的建造物群保存地区に係る都市計画の決定の告示のあった日から施行する。た

だし，第 10 条の規定は，公布の日から施行する。 
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（参考資料）城東地区伝統的建造物群保存地区建築基準法緩和条例（平成 25 年(2013)9月） 

○津山市城東伝統的建造物群保存地区における建築基準法の制限の緩和に関する条例 

平成 25年 9 月 25日 

津山市条例第 35号 

(趣旨) 

第 1条 この条例は，建築基準法(昭和 25年法律第 201 号。以下「法」という。)第 85条の 3の規

定に基づき，津山市伝統的建造物群保存地区保存条例(平成 24 年津山市条例第 53 号。以下「保存

条例」という。)において定められた現状変更の規制その他保存のための措置を確保するため，津

山市城東伝統的建造物群保存地区(以下「保存地区」という。)内における法による制限の緩和に

関し必要な事項を定めるものとする。 

 

(定義) 

第 2条 この条例における用語の意義は，法，建築基準法施行令(昭和 25年政令第 338号)及び保存

条例の定めるところによる。 

 

(道路内の建築制限の緩和) 

第 3 条 伝統的建造物の増築，改築，大規模の修繕又は大規模の模様替(以下「増築等」という。)

をする場合において，増築等を行ったときの伝統的建造物の壁面(軒，ひさしその他これらに類す

るものを含む。以下同じ。)の位置が，この条例の施行の日(以下「施行日」という。)における当

該伝統的建造物の壁面の位置から道路の側に超えず，かつ，市長が交通上，安全上，防火上及び

衛生上支障がないと認めて許可したものについては，法第 44条第 1項本文の規定は，適用しない。 

 

(建蔽率の制限の緩和) 

第 4 条 伝統的建造物の増築等をする場合において，増築等を行ったときの伝統的建造物の建蔽率

が，施行日における当該伝統的建造物の建蔽率を超えず，かつ，市長が交通上，安全上，防火上

及び衛生上支障がないと認めて許可したものについては，法第 53 条の規定は，適用しない。 

 

(建築物の各部分の高さの制限の緩和) 

第 5 条 伝統的建造物の増築等をする場合において，増築等を行ったときの伝統的建造物の各部分

の高さが，施行日における当該伝統的建造物の各部分の高さを超えず，かつ，市長が交通上，安

全上，防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したものについては，法第 56条第 1項第 1号の

規定は，適用しない。 

 

(伝統的建造物以外の建築物その他の工作物に関する制限の緩和) 

第 6条 伝統的建造物以外の保存地区内の建築物その他の工作物で，保存条例第 3 条第 2項第 3号

の保存整備計画において定める修景基準に適合するもの(以下「修景基準に適合する建築物等」と

いう。)の新築，増築，改築，移転，大規模の修繕又は大規模の模様替(以下「新築等」という。)

をする場合において，次の各号のいずれかに該当し，かつ，市長が交通上，安全上，防火上及び

衛生上支障がないと認めて許可したものについては，当該各号に掲げる法の規定は適用しない。 

(1) 新築等を行ったときの修景基準に適合する建築物等の壁面の位置が，施行日における当該建築

物等の壁面の位置又は津山市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が別に定める壁面の位置

から道路の側に超えないもの 法第 44 条第 1 項本文 

(2) 新築等を行ったときの修景基準に適合する建築物等の各部分の高さが，施行日における当該建

築物等の各部分の高さ又は教育委員会が別に定める高さを超えないもの 法第 56 条第 1 項第 1

号 

 

(委任) 

第 7条 この条例に定めるもののほか，この条例の施行に関し必要な事項は，市長が別に定める。 

 

付 則 

この条例は，公布の日から施行する。 
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建物 建築基準法 緩和内容 

伝統的建造物 第 44 条（道路内建築） 現状を維持 

  第 53 条（建ぺい率） 現状を維持 

  第 56 条（道路斜線） 現状を維持 

伝統的建造物 

以外 

第 44 条（道路内建築） 教育委員会が別に定める基準による 

第 56 条（道路斜線） 教育委員会が別に定める基準による 
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（参考資料）伝統的建造物群保存地区の修理基準 

 項目 細項目 修理基準 

建 

築 

物 

位置 原則として、履歴を調査の上、現状維持又は然るべき旧状に復原する 

高さ 原則として、履歴を調査の上、現状維持又は然るべき旧状に復原する 

構造  原則として、履歴を調査の上、現状維持又は然るべき旧状に復原する 

屋根 旧状を損なわないよう、然るべき構造補強を図る 

外壁 原則として、履歴を調査の上、現状維持又は然るべき旧状に復原する 

軒・庇 原則として、履歴を調査の上、現状維持又は然るべき旧状に復原する 

建具 原則として、履歴を調査の上、現状維持又は然るべき旧状に復原する 

基礎 原則として、履歴を調査の上、現状維持又は然るべき旧状に復原する 

工

作

物 

塀（規模・意匠）  原則として、履歴を調査の上、現状維持又は然るべき旧状に復原する 

石垣（規模・意匠）  原則として、履歴を調査の上、現状維持又は然るべき旧状に復原する 

設備機器等 通りから見えないような配置・形状とする 

やむを得ず通りに面する場所に設置する場合は、伝統的町並みと調和

する材料・仕上げ・着色の目隠しを行い、外観上目立たないよう配慮

する 

環

境

物

件 

木竹 伝統的町並みに調和するよう現状維持及び保全、又は復旧とする 

庭園 伝統的町並みに調和するよう現状維持及び保全、又は復旧とする 

 

（参考資料） 伝統的建造物群保存地区の修景基準（出雲街道沿い） 

 項目 細項目 修景基準（出雲街道沿い） 

建

築

物 

位置 道路に面した壁面の位置は、伝統的建造物群の特性を維持したものと

し、連続性を保つ 

高さ 2階建を原則とする 

主たる通り側の 1階庇の高さ及び 2階屋根の高さは周囲の伝統的建造

物と調和させる 

構造  原則として、木造在来軸組工法とする 

屋根 勾配屋根とし、大屋根の勾配は 3寸 5分から 4寸 5分程度、庇は大屋

根と同じかそれよりもやや急勾配とし、周囲の伝統的建造物と調和す

るものとする 

切妻づくり平入りとする 原則として大屋根は桟瓦、庇は本瓦又は桟

瓦葺きとする 

角地の屋根形式については入母屋造を推奨する。 

外壁 1階壁：原則伝統的な形式を踏襲し、板張り及び漆喰塗とする 

2階腰壁：真壁又は大壁の漆喰塗とする。 

つし 2階の場合は 2階をセットバックさせ、下部になまこ壁を設ける

ことが望ましい。 

妻壁：原則伝統的な形式を踏襲し、大壁又は真壁の漆喰塗とする。又

必要に応じて焼杉板貼り等を行う 

袖壁：原則として、平入 2 階の両端に伝統的な形式を踏襲し、塗込め

の袖壁を設ける 

軒・庇 主たる通りに面する側の 1階と 2階の間には庇を設ける 

庇の規模・高さ・設置構造・勾配・意匠・仕上げは、周囲の伝統的建

造物に倣い、連続性を保つ 

建具 原則として、木製建具とする。 

1階開口部：原則として伝統的な形式を踏襲し、建築物全体の外観と
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調和したものとする。 

2階開口部：原則として伝統的な形式を踏襲し、つし二階の場合は平

格子、出格子又はムシコ窓とするなど、建物全体の外観と調和したも

のとする。格子構えの奥は、木製建具を原則とする 

基礎 基礎立ち上がり部分は見えないようにするなど、周囲の伝統的建造物

と調和させる 

工

作

物 

塀 

（規模・意匠） 

規模・様式・材料・仕上げ・着色などは、周囲の伝統的建造物の特性

に合わせる 

石垣 

（規模・意匠） 

規模・様式・材料・仕上げ・着色などは、周囲の伝統的建造物の特性

に合わせる 

設備機器等 通りから見えないような配置・形状とする 

やむを得ず通りに面する場所に設置する場合は、伝統的町並みと調和

する材料・仕上げ・着色の目隠しを行い、外観上目立たないよう配慮

する 

 

（参考資料）伝統的建造物群保存地区の修景基準（出雲街道沿い以外） 

 項目 細項目 修景基準（出雲街道沿い以外） 

建

築

物 

位置 道路に面した壁面の位置は、伝統的建造物群の特性を維持したものと

し、連続性を保つ 

高さ 2階建以下を原則とし、屋根高さは周囲の伝統的建造物と調和させる 

構造  主要構造は原則として木造とする 

屋根 勾配屋根とし、原則として切妻とする 

屋根は本瓦葺き又は桟瓦葺きとし、勾配等については、歴史的風致を

損なわないものとする 

外壁 原則として板張り及び漆喰塗とし、建物全体の外観と調和したものと

する 

軒・庇 軒・庇の出幅、高さは周囲の伝統的建築物に合わせ、伝統的町並みに

景観に調和したものとする 

建具 原則として、木製建具とする 

基礎 基礎立ち上がり部分は見えないようにするなど、周囲の伝統的建造物

と調和させる 

工

作

物 

塀 

（規模・意匠） 

塀・石垣などについて、規模・様式・材料・仕上げ・着色などは、周

囲の伝統的建造物の特性に合わせる 

石垣 

（規模・意匠） 

塀・石垣などについて、規模・様式・材料・仕上げ・着色などは、周

囲の伝統的建造物の特性に合わせる 

設備機器等 通りから見えないような配置・形状とする 

やむを得ず通りに面する場所に設置する場合は、伝統的町並みと調和

する材料・仕上げ・着色の目隠しを行い、外観上目立たないよう配慮

する 

 

（参考資料）伝統的建造物群保存地区の許可基準 

 項目 細項目 修景基準（出雲街道沿い以外） 

建

築

物 

位置 伝統的町並みとしての一体性と連続性を損なわないものとする 

高さ 地上 2階建以下を原則とし、屋根高さは周囲の伝統的建造物と調和さ

せる 

構造  主要構造は原則として木造とする 

ただし用途上やむを得ず他の構造とする場合は外部意匠を考慮し、伝

統的町並みと調和を図る 
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屋根 勾配屋根とし、原則として切妻平入りとする 

屋根材料及び勾配等については、歴史的風致を損なわないものとする 

外壁 自然素材を多く用いた伝統的な様式・意匠とし、歴史的風致を損なわ

ないような位置・形態・仕上げとする 

軒・庇 1階と 2階の間には庇を設ける 

軒・庇の出幅、高さは周囲の伝統的建築物に合わせ、伝統的町並みに

景観に調和したものとする 

建具 歴史的風致を損なわないものとする 

基礎 歴史的風致を損なわないものとする 

工

作

物 

塀 

（規模・意匠） 
歴史的風致を損なわないものとする 

石垣 

（規模・意匠） 
歴史的風致を損なわないものとする 

設備機器等 歴史的風致を損なわないものとする 

木竹の伐採・植栽 伐採・植栽後の状態が、歴史的風致を損なわないものとする 

土地の形状の変更 変更後の状態が歴史的風致を損なわないものとする 

空地が生じた場合は、歴史的風致を損なわないよう管理運用を図る 

土石類の採取 採取後の状態が、歴史的風致を損なわないものとする 
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（参考資料）景観形成基準（景観形成重点地区） 

ア．建築物 

事項 地区 基準 

建

築

物 

位置 共通 ・歴史的建造物等の優れた景観資源に隣接する場合には、その保全

に配慮した位置とする。 

城跡 ・城跡に対し、周辺からの見え方に配慮し、その存在を阻害しない

ような位置とする。 

城東・城西 ・歴史的に継承された町割・地割を活かした配置となるよう努める。 

武家地 

衆楽園 ・衆楽園内からの借景に配慮し、その存在を阻害しないような位置

とする。 

形態及

び意匠 

共通 ・津山の歴史的な背景に根ざした伝統的な形態・意匠の採用に努め

る。  

・勾配屋根を基本とし、奇抜なものではなく、周辺景観と調和した

落ち着いたものとする。 

・外壁又は屋上に設ける設備は、露出させないようにし、建築物本

体及び周辺景観との調和に配慮した意匠とする。 

・太陽光発電設備等を屋根に設置する場合は、公共空地から望見で

きないよう配慮する。 

城跡 ・城跡に対し、周辺からの見え方に配慮し、その存在を阻害しない

ような形態とする。 

衆楽園 ・衆楽園内からの借景に配慮し、その存在を阻害しないような形態

とする。 

色彩 共通 ・外壁で複数の色彩を使用する場合には、色相・明度・彩度のコン

トラストが大きくならないようにする。 

・屋根の色彩はグレー系とし、 金属板葺きの場合は光沢が少ないも

のとする。 

城跡 ・外壁の色彩は、城下町津山の歴史文化を象徴する城跡に配慮し、

白・茶・ベージュ・グレー系で落ち着いた色彩とする。 

城東・城西 ・外壁の色彩は、城下町津山の歴史文化を象徴する町並み景観の継

承に配慮し、白・茶・ベージュ ・ グレー系で落ち着いた色彩と

する。 
武家地 

素材及

び材料 

共通 ・周辺景観との調和に配慮した素材及び材料を使用する。 

・地域の優れた景観を特徴づける素材及び材料の活用に配慮する。 

その他 津山駅北口 

広場 

・津山市の玄関口にふさわしい、城下町の風情が薫る駅前の形成に

努める。 

・地域の人達と来訪者との交流を活発にし、おもてなしの心が見え

る空間の形成に努める。 

・観光を通じて、にぎわう空間としての演出に努める。 

敷

地

利

用 

敷地の

緑化 

共通 ・敷地内においては、できるだけ緑化に努める。  

・敷地内の既存の庭及び樹木がある場合は、積極的に修景に活用す

る。 

屋外設

備等 

共通 ・道路・河川・公共空地から直接見えにくい場所に設置する。やむ

を得ず露出する場合は、植栽や格子・ルーバー等で目隠し修景の

配慮をする。 

外構付

属物 

共通 ・屋内駐車場（車庫）は、できる限り建築物と一体化したものとし、

道路側は町並みとの調和に配慮する。屋外駐車スペースを設ける

場合は、緑化・目隠し修景に努める。 

・自動販売機を設置する場合は、道路からの見え方・配置に適切な

修景等の工夫を行い、本体の色彩は原色や派手なものを避ける。 
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事項 地区 基準 

武家地 ・門・塀等は、城下町武家地の風情を感じさせるような木材や石材、

土等の自然素材若しくはこれを模したもの等を取り入れるように

配慮する。 

・屋外駐車スペースを設ける場合は、塀や目隠し修景に努め、町並

みの連続性を保てるよう配慮する。 

広告物

等 

共通 ・周辺景観との調和に配慮し、落ち着いたデザインとし、伝統的な

素材の工夫をする。 

・奇抜なデザインや広告物の混在をさけた設置に努める。 

（工作物は省略） 

イ．色彩誘導基準・基調色（景観形成重点地区） 

景観形成重点地区における色彩の基準値 (マンセル値 JISZ8721) 

① Ｒ（赤）系、ＹＲ（黄赤）系の色相を使用する場合は、彩度が６以下 

② Ｙ（黄）系の色相を使用する場合は、彩度が４以下 

③ それ以外の色相（7色）を使用する場合は、彩度が２以下 

④ 蛍光色の使用は避ける 
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（参考資料）連動式住宅火災警報器システムが導入された地区の事例調査 

 

連動式住宅火災警報器システム（以下「連住器」）が導入された地区の事例調査 

 

１.調査の概要 

 表１に示す連住器が導入された地区の導入経過を、各地区の行政担当を対象としてヒアリ

ング調査を行った（調査実施時期：2018年 12月～2019 年 1月、調査担当:神戸大学 佐野旭）。 

 

表１ 連住器導入事例調査の対象地区と概要 

地区 高山市三町 若狭町熊川宿 桐生市桐生新町 黒石市中町 糸魚川市本町,寺町 

種別 商家町 宿場町 製織街 商家町 宿場町 

重伝建 S54/2/3選定 H8/7/9選定 H24/7/9 選定 H17/7/22 選定 選定なし 

防災 

計画 

高山市三町防災計画

(H8) 

伝建地区若狭町熊川

宿の防災まちづくり

計画報告書(H20) 

桐生市桐生新町伝統

的建造物群保存地区

防災計画(H27) 

黒石市中町伝統的建

造物群保存地区防災

計画(H19) 
- 

面積 4.4 ha 10.8 ha 13.4 ha 3.1 ha - 

人口・ 

世帯数 

620人・252世帯 

 (H30/3) 注 1  

253人・103世帯 

 (H27/10) 注 2  

737人・228世帯 

(H27/10) 注 3  

257人・116世帯 

(H27/10) 注４  

小規模な範囲内の

数世帯・飲食店舗 

発注先 ホーチキ パナソニック ホーチキ 能美防災 能美防災 

導入年 H8 H23 H27 H28 H29 

設置 地区内全棟 地区内全棟 
空き家除く 

地区内全棟 
地区内全棟 3地区計 13棟 

空き家 〇(設置) 〇(設置) ×(設置なし) 〇(設置) △（設置後発生） 

連動 

タイプ 
ブロック式 両隣式 両隣式 エリア式 

ブロック式,及び、

両隣式 

連動 

模式図 

 
空
地

空
屋

 

空
屋

 クラウドサーバー

中継器電波受信可能範囲

 

飲食店

 

費用負担 行政 90%,住民 10% 行政 70%,住民 30% 行政 100% 行政 100% 行政 100% 

連住器

に関す

る活動 

20の保存会による

維持・活用 

自主防による誤作

動注意喚起、訓練

実施 

防災マニュアル配

布と年 1度メンテ

ナンス 

防災マニュアル配

布と年 1度メンテ

ナンス 

消防庁検証事業中

のみ、月 2度の連

住器使用訓練 

付加機能 

・課題 

システムへ高齢者

異常通報機能を付

加検討中 

観光客を巻き込ん

だ訓練を実施して

いる 

管理上の理由で空

き家への設置見送

った 

体調不良の緊急事

態、自治体情報伝

達に対応している 

通行人に知らせる

戸外警報方式が導

入された 

調査先 
岐阜県 

高山市役所 

福井県 

若狭町役場 

群馬県 

桐生市役所 

青森県 

黒石市役所 

新潟県糸魚川市 

消防本部 

調査日 
2018/12/21、

2019/1/24 

2019/1/18、 

2019/1/24 

2019/1/21、 

2019/1/24 
2019/1/25 2019/1/25 

注１ 三町伝建地区(高山市上一之町,上二之町,上三之町,片原町,神明町の各一部)の人口・世帯数は高山市上一之町,

上二之町,上三之町,片原町,神明町の各全域の人口・世帯数合計 

注２ 熊川宿伝建地区の人口・世帯数は三方上中郡若狭町熊川の人口・世帯数 

注３ 桐生新町伝建地区(本町一丁目,二丁目の全域と天神町一丁目の一部)の人口・世帯数は本町一丁目,二丁目,天

神町一丁目の各全域の人口・世帯数の合計 

注４ 中町伝建地区(中町,浦町二丁目,甲徳兵衛町,横町の各一部)の人口・世帯数は中町,浦町二丁目,甲徳兵衛町,横

町の各全域の人口・世帯数の合計  
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2. 各地区での連住器の導入経過 

 

2.1 岐阜県高山市三町伝統的建造物群保存地区 

2.1.1 地域概要 

高山市は岐阜県の北部、飛騨地方の中央に位置す

る日本一広い市である。人口は約 90,000人(平成 27

年現在)で、高齢化率は 34.3％(平成 27年)、空き家

率は 16.1％(平成 25年)であった注。 

高山は豊臣秀吉の命により飛騨の旧勢力であっ

た三木氏を滅ぼした金森長近により、商業経済を重

視した城下町として形成された。城下町には、城を

囲むように高台へ武家地があり、町人地はその高台

の下に配置された。現在の伝建地区はこの町人地と

して最初に作られた一番町、二番町、三番町(後の

一之町、二之町、三之町)を中心として構成されている。保存地区のうちこれら三地区は天保

三年の大火災の被害を受けているが、当時の伝統的な様式で再建され商人地として栄えてい

た面影を現在まで残しており、伝統的建造物が多く現存する。この伝統的町家の多くは、道

路に対して平入で切り妻屋根の真壁造りの住宅部分とその背後にある土蔵で構成されている

のが特徴である 1)。三町は昭和 54年に伝建地区に選定されている。 

  

 

図 2 伝建地区内の敷地割 1） 

 

 

 

2.1.2 高山市三町防災計画 

歴史的文化遺産を多く残す高山市では、昭和 54年の高山市三町伝統的建造物群の選定を受

けて以来、町なみ保存会による活動が活発に行われ、消防訓練や家屋の修理・修景事業が進

図 1 三町伝建地区 

(高山市公式観光サイトより) 

図 3 三町伝建地区範囲図 1） 
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められてきた。しかし、その当初は地区内の伝統的建造物に対して構造体に対する助成は行

っていたものの、敷地奥にある土蔵の保存対策には至っていなかった。その後、地区内では

火災が 2件発生し、周辺地域でも数回火災が発生したことから防災対策の必要性が認識され、

また、例えば 1996 年 4月に発生した酒造場火災では土蔵が延焼防止に効果を発揮したことか

ら、土蔵の防火帯としての役割を再度引き出すことが考慮された。 

そして、高山市ではこのように土蔵を機能させることを皮切りに総合的な防災計画を策定

するため、土蔵現況調査を重ね、策定委員会を組織し計画の検討をした。伝建地区の課題分

析として、伝建地区を構成する主な建物が木造真壁造りであり延焼防止・避難安全上の弱点

となっていること、24時間有人の建物に対して火災の知覚や初期消火の遅れ、延焼範囲の拡

大が懸念されることなどが挙げられた。これらに対し、伝統的町並みに配慮した防災安全の

向上策として考えられたのが、①建物群のブロック化による集団防災体制の確立、②不燃隔

壁・ドレンチャー・空地等による建物間延焼防止対策、③防火塗料等、建物・部材の外観を

変化させない方法による部材防火性能の改良、④自動初期消火設備の導入である。このうち

①に大きく関わる防災対策として考案されたのが防災ブロックという概念である。 

防災ブロックは、建物単体ごとに防災対策を実現させる

代わりに、数棟の建物で構成されるブロック内で防火対

策・避難計画を完結させる考え方である。例え火災が発生

したとしても、その延焼範囲はブロック内に最小限収まる

といった妥協的な部分を含むが、いくつかの機能を組み合

わせることで地区全体として防災安全性能を実現するこ

とができる。 

ブロックの境界部には図 4のような延焼防止措置がされ

ているが、それ単体で効果を発揮するためには火災の早期

覚知により火災が小規模のうちに対応することが前提と

なってくる。伝建地区の防災ブロック内の建物間に導入さ

れた連住器システムは、これら火災の早期発見を実現さ

せるための手段である。 

 

2.1.3 設置の経緯とグルーピング 

三町伝建地区では平成 6 年度に高山市三町防災対策事業推進委員会が発足し、平成 8 年度

より文化庁の助成を受けて 3 か年の防災計画が進められた。この一環で導入されたのがこの

連住器システムである。設置に際しては、平成 7 年からモニタ調査や煙感知実験等の調査を

行った他、高山市と町並保存会と審議を重ね、上記の防災ブロックをそのまま利用する形の

4～8 棟でグルーピングを行い、平成 10 年に伝建地区内の全戸に設置を完了させている。住

民に対しては、説明会を繰り返し開催することで意見交換を頻繁にしたことから、設置に対

してほぼ全員の同意を得た状態で連住器を導入することができた。 

連住器の連動範囲は防災ブロック内で完結している。ブロック間では連動していないため、

もし隣の家屋が他ブロックの家屋だった場合は、隣であったとしてもその異常を知らせる情

図 4 防災ブロックの概念 

(高山市三町防災計画策定書より) 
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報が警報器を介してやり取りされることはない(図 7において A宅と B宅は連動していない)。

また、屋内の連動について親機と子機の通信は一部無線で行われているが、建物間での連動

はケーブル接続により行われている。 

火災が発生した場合の連住器による対応について以下で説明する２）。 

まずこのシステムは、一戸あたり熱感知器 1 つと煙感知器 4 つを基本とする火災報知機、

感知器の情報を受信する受信盤、ブロック内各住戸へ通報する通報機、他の感知器発報家屋

からの情報を受信する情報盤で構成されている。受信盤と通報機と接続した情報盤をブロッ

ク内でケーブル接続しネットワーク化している。火災が発生した場合、それを感知した火災

報知機の種類や戸数によって機器の操作対応は変わる。煙感知器 1 個が発報した場合は、警

報音を停止させた後に火災かどうかを確認し、火災なら手動のボタン操作によってブロック

内へ通報、火災でないなら復旧操作をすることになる。熱感知器が作動、あるいは煙感知器

が 2 個作動した場合は、自動的にブロック内へ通報される。また、発報から復旧操作や火災

確定のボタン操作をせずに 2 分以上経過した場合は、自動的に火災の危険性を示唆する通報

がブロック内に流され、これに気づいた近隣住民が代わりに火災操作か復旧操作をすること

になる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これらのシステムはその機器の性能上、火災報知機以外の機器とも接続できる余地がある

ことから、防犯ベルのように高齢者が携帯する端末と連動させ、本人に体調不良などの異常

があった際は火災と同様に近隣に緊急連絡をすることも考えられた。実際に検証も行われて

おり、検討が進められている。 

また、場所によっては隣が他ブロックのために隣家と連動していない箇所がある点に関し

て、防災ブロックの周囲にある延焼防止線によって火災の拡大が防がれるのを理想的として

いるが、同時に過信もできないとしている。地区の中には小さいコミュニティ単位で班が構

成されており、班の中には有事の際に防犯ベルのように周囲に異常を知らせる戸外設置のベ

図 5 三町伝建地区の連住器

(高山市資料より) 

図 6 三町伝建地区のブロック式連動 
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ルがあるので、連動していない近隣への通報はこのような設備を使用し、住民の協力等によ

って補うこととしている。 

 

2.1.4 空き家への対処 

連住器設置当時はそれほど空き家が多くなく、空き家の持ち主とも直接話し合いができた

ため問題はなかった。有事の際の空き家への具体的な対応については住民に一任している。

高山市からは防犯用に蹴破ることができるドアを設置するように推奨したこともあるが普及

には至っていない。隣人同士であれば軒伝いに進入するなど、市からは提案できない隣人な

らではの対応がとれるため、話し合いや相談をしてもらっている。 

 

2.1.5 設置費用 

設置にかかる費用は、行政が 90％、住民が 10％で負担した。行政負担分の内訳は、文化庁

による補助金が約半分で、設置当初は県の補助金で 1 割ほど賄っているが現在は無くなり、

残りは全て市が負担している。この市の負担金には、伝建地区における防災事業に対して出

資される補助金が充てられている。修繕については住警器の設置業者にお願いして行ってお

り、住民には数千円を負担してもらっている。業者への依頼やメンテナンスの実施自体は、

住民や町並保存会に任せている。 

 

2.1.6 防災活動 

高山には 20の保存会が存在し、それぞれが自主的な防災活動に取り組んでいる。活動内容

は、毎年の防災訓練や消火器の設置及び点検、火災報知機の点検をしている地域がほとんど

で、中には防災マニュアルの作成に取り組んでいる地域もある。高山市消防本部では、昭和

30 年に現在の消防庁と文化庁が制定した文化財防災デー(1月 26日)を中心に、文化財関係者

や住民に対する広報活動(図 8)や合同訓練などを毎年実施している。 

連住器に関する今後の課題としては、現在設置されて

いるシステムが設置から 20年程経過しており、メーカー

での製造もなくなったため、更新の時期にきていること

である。当時と比べると昼夜間人口比率などの社会構造

にも変化があり、例えば店舗では、昼間は人がいて夜間

は他地域の自宅へ帰るため店舗内に人がいないというケ

ースが増えている。現在は、このような現代の生活スタ

イルに適するような次世代の手法について模索している

段階であるとしている。まだ、考案段階であるため住民

説明はまだ行えていない。 

 

 

  

図 7 広報誌「町なみ飛騨高山」創刊号 
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2.2 福井県若狭町熊川宿伝統的建造物群保存地区 

2.2.1 地域概要 

若狭町は平成 17 年に上中町と三方町が合併して誕生

した町で、福井県嶺南地方中央に位置する。人口は約

14,500 人(平成 30 年現在)で、高齢化率が 33.7％(平成

27 年度)、空き家率が 19.2％(平成 22 年度)であった注。 

熊川の宿は若狭から京都を結ぶ重要な宿場町として、

戦国時代より発展を続けてきた。奉公所・番所・お蔵屋

敷の跡が残っており、街道沿いには昔ながらの用水路が

流れている 3）。熊川宿は、東西 1.4ｋｍで 10.8ha の範囲

が平成 8年に重伝建地区に選定されている。 

 

2.2.2 伝建地区若狭熊川宿の防災まちづくり計画 

熊川宿では少子高齢化や空き家の増加が進み、伝統的木造が連なることから地震や火災に

対する不安を抱えていた。江戸時代から大正にかけては 12年に 1度の頻度で大火があった記

録があり、潜在的な脆弱性があった。同地区には年間で多くの観光客が訪れることから、彼

らの災害時の保護も課題となっている。これらの課題を解決するために、住民と行政が協働

して、防災活動を総合的かつ計画的に実施することにより、熊川宿の歴史的価値を災害から

守るとともに、住民の暮らしの安全と観光客の保護を図ることを目的として防災まちづくり

計画が策定された 4)。 

連住器に関する記載は、同計画の事前対策の項目、特に高齢世帯への対処についての部分

で触れられている。高齢化による火の不始末に対して不安を感じていることに端を発し、火

災時の高齢者の避難を考慮し火災の早期発見のため近隣通報システムが必要であるとした。

この際、高齢者世帯や一人暮らし世帯に希望調査を行い、優先して整備を進めることや、通

報先の登録にルールを設けるなどの具体策の検討がされている。 

 

2.2.3 設置の経緯とグルーピング 

熊川宿では、空き家を含む全建物(214 棟)において連住器を導入している。若狭町による

と、同地区では以前より大火が 10年に 1度ほどの頻度で、火災の発生が多く、火災のリスク

を経験的に自覚し、住民の防火に対する意識は高かった。そのため、連住器という新しいシ

ステムを導入する際に、住民の反発は少なかった。また、設置を決定した年は、住宅用火災

警報器の設置義務化が実行されていた時期と重なり、それが契機となり、ちょうど高齢化や

空き家といった問題に直面していたところ、最も危険視する火災に対処するシステムとして

連住器を導入した。設置機器の決定には、コスト面などを加味し、消防庁の検証事業で用い

られていたような、既存の屋内で使用される連住器を応用したものを用いた。設置は、連住

器のシステム上無理のない範囲である両隣式連動であり、地区内のどの建物も、その両隣に

限って必ず連動するように設定されている。以下、その詳細を、図 10を用いて説明する。 

例えば、図 9 の A 宅を中心とすると、A 宅はその両隣である B 宅と C 宅に直接連動してい

図 8 熊川宿伝建地区 
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る。A 宅に設置されている警報器は、それぞれ B 宅と C 宅に設置されている連住器の内の 1

つを分け合う形で所持されている。これは機器のスペック上の問題で、熊川宿で用いられて

いる連住器は、本来 1 戸内で使用されることを前提としたものである。そのため、戸外を超

えて一室ではなく建物間での使用となった場合、障害物が増えて通信の電波状況に影響があ

ることなどから両隣の 3 棟連動が一番効果的であり、熊川宿では 3 棟の両隣式連動が用いら

れた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 9 熊川宿伝建地区の両隣式連動 

以上の要因より、熊川宿では一棟挟んで隣の、図中の A 宅からすると D 宅とは直接連動し

ていない。ただし、D宅の隣である C宅とは連動しているため、A宅は D宅と間接的に繋がっ

ているといえる。このように A 宅と D 宅のような間接的な連動が鎖状に重なりあうことで、

地区全体として連動し、有事の際の情報を全員で共有しているとみなされている。 

また、熊川宿では空き家においても連住器を導入している。空き家は他の住居と同様に、

その隣の住居と連動し、万が一放火などがあった際に隣人(図中の B 宅)が対応できるような

体制を取っている。ただし、空き家への火災情報の発信は必要がないため、隣住居(B 宅)の

警報器が空き家へ設置されることはない。しかしこの場合、B 宅からすると、他の住居と比

べて火災情報の提供先が一つ減ることとなり、異常事態の覚知に公平さが失われるため、B

宅は隣の空き家以外の近隣家屋と連動することとなる。場合によっては、電波の受信可能な

有効範囲内で、受信先が道を挟んだ家屋(E 宅)の警報器となる箇所もある。これは空地にお

いても同様な対応が取られている。 

 

2.2.4 空き家への対処 

以上のように、空き家へも連住器の設置を行っている。設置に際しては、全国では所有者

が分からない空き家が多い中、熊川宿の空き家は所有者の把握が可能であったため、設置費

用の自己負担分については所有者本人に負担をさせた。 

空き家の管理に関して、空き家での有事の際の細かい取り決めについては住民に一任させ

ている。例えば、空き家での火災を感知した場合、目視で火や煙を、あるいは異臭がしない



133 

かを確認し、以上が確認されたら窓などを破壊して対応するなどを話し合ってもらっている。 

 

2.2.5 設置費用 

連住器の設置に係る費用は、全体の 70%を行政が負担し、残りの 30%を住民が負担している。 

行政の負担分に関しては、文化庁の伝建地区の防災に対する補助金でその 2 分の 1 を、福

井県や若狭町が伝建地区に関して出す補助金で残りの 4分の 1ずつを賄っている。 

住民負担分は、該当地区の自治会が防災に対して、何か災害があったときのためにと計画

的に積み立てていたお金があったため、設置にはすべてこの積立金を利用した。 

 

2.2.6 防災活動 

連住器の活用に関する防災活動としては、熊川宿では独自

に設けられた年に 1 度の自主防災デーに連住器を使用した避

難訓練を実施している。実際に連住器を鳴動させ、集会所ま

で避難するまでを行っている。また、隣家の火災報を受信し

た場合の対応について、訓練で身に覚えさせるだけでなく、

気が動転していたとしても正しい行動を取れるような工夫も

されている。隣家の分の警報器は、それぞれどっちの家のも

のか分かるようにネームシールが貼られており、まとめて一

枚の板に取り付けられている(図 10)。そして、これと一緒に、「ホーチキ鳴っても音止める

な！」と自主防災会によるメッセージと、警報器鳴動時の正しい行動について簡単なフロー

チャートが添えられている。もし、連住器が鳴った場合は、その警報音をすぐには止めずに、

まずは実際に火災が起きているのかを確認し、火災なら 119 番通報、非火災なら警報音を止

めるといった行動がとれるように配慮されている。 

これらの配慮は、設置されている警報器の仕様にも関係している。前述したように、本地

区の連住器は屋外連動を前提とはしていない。本来は、一戸内で完結するものとして作られ

ているので、警報器が鳴動した際には、連動している警報器のいずれか一つでも警報音を止

める操作を行うと、連動範囲内の警報器は全て同時に警報を停止する。よって、これを建物

間で連動させた場合、非発信源において警報音を停止させると、他の住居でも連住器が停止

し発信源における対応への応援が望めなくなる。熊川宿では、これら対応の停滞を防ぐため

に、「警報音を止める前にまず火元の確認」と啓発を行っている。 

その他、熊川宿では「夜番(やばん)」と呼ばれる火災予防活動が江戸時代から行われてい

る。当番制によって住民全員が交代で、鐘を鳴らすことで「火の用心」を毎日 20 時から 21

時で呼びかけている。また、同区では 25歳以上の住民が全員参加する熊川区自主防災会を設

立し、防災班、救出救護班、避難誘導班、情報連絡班、給食給水班の 5 つの班に災害時の役

割を分担している。自主的に集まった 55歳までの女性で構成される熊川区婦人消防隊も組織

され、毎月一度、放水訓練を行うなど活発な活動を行っている。さらに、熊川宿で行われる

防災訓練には観光客が参加するものがあり、地区外の非住民も巻き込んだ先進的な取り組み

がなされている。  

図 10 熊川の連住器 

(市作成資料より) 
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2.3 群馬県桐生市桐生新町重伝統的建造物群保存地区 

2.3.1 地域概要 

桐生市は群馬県の東南部に位置し、栃木県と接し、西は赤

城山まで達している 5）。人口は約 112,000 人(平成 30 年 12

月現在)で、高齢化率が 34.6％(平成 30 年)で、空き家率は

17.3％(平成 25年)であった注。 

桐生新町は江戸時代に徳川家康の命を受けた、代官大久保

長安の手代大野八右衛門により新たに町立てされ、在郷町と

して発展してきた。当時から生産されていた、近代の桐生を

代表とする絹織物業を中心に発展した町の形態を今日まで

伝えており、平成 24 年 1月には東西約 260ｍ、南北約 820ｍの面積約 13.4ha の範囲が伝建地

区に指定された。同年には重伝建地区として告示されている 6）。 

 

2.3.2 桐生市桐生新町伝統的建造物群保存地区防災計画 

伝建地区内では防火性能の低い木造建築物が密集し、平成 26年 8月には特定物件の一棟が

焼失する火災があったことなど、地区として防火性能の向上が求められてきた。また、東日

本大震災による被害に対する修理も遅れていることなど、今後予想される震災に対する耐震

性能の向上も必要とされていた。さらに、歴史的建造物が狭隘な道路や路地沿いに建ち並ん

でいる場所では、火災の発見の遅れ、居住者避難、救助・消火活動などの妨げになることが

予想され、伝建地区およびその周辺地区の総合的な防災対策が必要とされた。 

同計画は伝建地区にふさわしい保存事業を展開するため防災まちづくりの基本方針、対策、

及び事業計画を明らかにすることを目的とし、居住者が主体の防災まちづくりを実現するた

めに必要な防災事業を抽出する役割を担っている 6）。 

連住器は同計画の関連計画である桐生新町まちづくり事業推進計画においてまず検討され

ている。この計画は桐生新町まちづくり基本計画に基づくまちづくり方針及び具体的な取り

組みのうち特に重要と考えられるものを検討、実施することを目的として作成されている。

この中で「歴史的まちづくりにおける防災」の具体的検討がなされており、防災対策の方向

として、伝建地区の一部である本町一・二丁目を含む地域の自主防災体制の確立とこれと連

携できる災害対応技術の導入が検討されている。連住器につながるものとしては、この災害

対策技術がそれにあたり、家庭用自動火災報知機と防犯ブザーの連動による、火災あるいは

犯罪へのブロック内情報伝達ネットワークの構築が提案されている。 

防災計画策定にあたってはワークショップにて連住器の検討が行われており、最終的に防

災まちづくり計画の火災の早期発見・早期通報に関する検討という項目において、空き家と

高齢化に対する伝建地区での最適解として連住器の導入が検討された。 

 

2.3.3 設置の経緯とグルーピング 

桐生新町重伝建地区では平成 27年に、保存地区内の本町一丁目と二丁目の空き家を除く全

世帯に連住器を導入した。導入に際しては、桐生市が主体となり住民に提案する形でグルー

図 11 桐生新町重伝建地区 

(桐生市 HPより) 
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ピングを行っている。連動方式は両隣式で、住民からは別の近隣住民との連動を希望すると

いった不満の声もあったが、調整を重ね地区内の全世帯への導入が実現した。 

同市に導入された連住器は、メーカーは異なるが熊川宿に導入されたものと同様に、個々

の警報器は屋内設置を前提に販売されているものである。警報器には親機や子機の区別がな

く全て同様の機能を有するもので、連動にあたっては中継器を介して電波をやり取りする仕

組みとなっている。このため、連動範囲は両隣の三棟で連動している。以下、連動方式の詳

細を、以下の図 13を用いて説明する。 

 

図 12 桐生新町重伝建地区の両隣式連動 

 

連動方式は、空き家に連住器が導入されていないことを除き、熊川宿のものと酷似している。

図 12の A宅は両隣の B宅と C宅と直接連動し、そのまた隣の D宅とは連動していない。D 宅

のように地区の一番端に位置し片方にしか隣に住居が存在しないという場合は一棟としか連

動していない箇所はあるが、基本的にどの建物も両隣と直接連動しこれらが鎖状に重なり合

い、地区全体として間接的に連動し情報を共有し合っている。もし、B 宅のように隣が空き

家或いは空き地であった場合は、連住器の連動可能範囲内の他の近隣住居と連動させている。

空き家からの警報器の連動はなく、その隣人(B 宅)の人が空き家での異常を警報器を介して

覚知することはない。 

 

2.3.4 空き家への対処 

桐生新町重伝建地区では空き家への連住器の導入は行っていない。理由は空き家の管理上

の問題である。同地区で導入されている機器は、異常を感知した警報器で警報音を止めると

連動するものは全て警報音を一時的に停止させるが、連動先の警報器で停止させた場合、感

知した警報器以外の警報器でしか音を停止させない仕様になっている。そのため、この連住

器を設置してもし空き家から非火災報(誤報)が発せられてしまった場合、平常時は四六時中

鍵を開けておくわけにはいかないため、まず管理者のところで鍵を受け取り、ドアから空き
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家へ侵入し警報音を止める必要がある。これらの動作には時間を要し、その間鳴り続ける警

報音は近所迷惑にもなりかねないため、行政サイドは連住器に対する苦情も危惧し、空き家

への連住器設置を見送った。 

また、空き家での火災となると考えられる原因としては放火が最も可能性が高いが、桐生

市が同市の消防本部へ調査したところ、同地区における火災で放火によるものが原因となっ

たものは火災履歴に確認されなかったため、放火の危険性は極めて低いと判断されたことも

一因となっている。 

 

2.3.5 設置費用 

桐生市では連住器の設置に際して、住民にはその設置費用を負担させていない。費用は全

て行政負担となっている。その内訳は、文化庁による補助金が 50%、桐生市の負担が 35％、

群馬県の負担が 15％である。市や県の負担分は補助金が使用されており、伝建地区のまちな

み保存に関することで、防災の部分に充てられる補助金が出されている。 

 

2.3.6 防災活動 

桐生新町重伝建地区では連住器を使用した避難訓練等は実施されていない。機器の使用方

法については、設置時にマニュアルの配布を行ったので、これをもって連住器鳴動の際の行

動については周知しているものとしている。機器のメンテナンスについても年に 1 度、呼び

かける程度である。 

その他の活動については、本町二丁目では年中不定期に「火の用心」の呼びかけを行って

いる。また桐生市からは、不定期に「伝建群便り」という地元密着の広報誌を配布し、防災

意識の維持に努めている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 13 平成 28年 7月 1日発行の伝建群便り(左：表、右：裏) 
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2.4 青森県黒石市中町伝統的建造物群保存地区 

2.4.1 地域概要 

黒石市は青森県の中央に位置し、三方に津軽平野、東に

八甲田連峰が連なる城下町である。同市の人口は約 33,500

人(平成 28 年 12 月現在)であり、平成 25 年度統計で高齢

化率が 29.7％、空き家率が 11.9％であった注。 

黒石市街地は 1656 年の津軽信英(つがるのぶふさ)によ

る、黒石の浅瀬石川北側に陳屋を築き、北側に町を整備し

たことに始まる。この北側には武家地を、東側には浜街道

沿いに中町等の商家町を配した。この浜街道は弘前と青森

を結び、黒石はその中継地点として発展、江戸時代には規模の大きい商家が建てられ町並が

整えられた 7）。中町伝建地区は平成 17年に選定され、東西方向が約 170ｍ、南北方向が約 260

ｍ、面積約 3.1ha の範囲で規模の大きい町家の残る地域である。 

 

2.4.2 黒石市地域防災計画８） 

黒石には災害対策基本法に基づき策定された地域防災計画がある。この風水害等編第 3 章

災害予防計画の第 3 節において、防災情報ネットワークに関する規定が記載されている。こ

こでは、災害時における一般通信の輻輳に影響されない独自の通信網を確保することで、予

防対策に役立て、災害時における迅速かつ的確な応急対策を実施するため、県・市町村・防

災関係機関とを接続した防災情報ネットワーク及び総合防災情報システムの活用を推進する

ものとしている。 

以下で説明する通り、中町伝建地区に導入された地域防災情報ネットワークシステムは、

住民の自宅に取り付けられた火災警報器や PC との接続をしており、地域防災計画に取り決め

られているネットワークとは別のものとなる。 

しかし、災害時における早期対応のため地域で情報を素早く共有するという考え方は類似

しており、以下のシステム導入を促していると考えられる。 

 

2.4.3 設置の経緯とグルーピング 

黒石市では地域防災計画の策定時より、災害があった場合に住民と情報を共有できるシス

テムの必要性が指摘されていた。連住器は、当時協力をいただいていた大学の先生に地域防

災情報ネットワークシステム(以下、本システム)として紹介され、メーカーとの相談を経て

導入が検討された。当時、本システムは一般販売前で、メーカーとしては黒石市が第一号の

検証的な設置であった。連住器に関する住民説明会も 2 回ほど行われている。1 度目は、補

助金交付の決定後の計画頓挫を避けるために、文化庁への交付申請前にシステムの説明を行

い、2 度目は交付が確定した後に、確認も兼ねてシステムの説明を行っている。実際に住民

宅へ設置する際にも、一人ひとりどの部屋に何台必要かのヒアリングも兼ねて機器の操作説

明等を行っている。 

本システムは、各住居で起きた火災や体調不良等の緊急事態、或いは自治体からの伝達情

図 14 中町こみせ通り 

(黒石市作成資料より) 
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報を登録されている機器や端末に一斉送信し、近隣の住民に異常を知らせ、緊急時の迅速な

対応を可能にするネットワークシステムである(次ページ図 15参照)。機器は全て電池駆動の

ため作動の信頼性が高く、無線通信のため、感知器、受信機、中継器、親機等の設置が容易

で、費用負担も少ない。クラウドサーバーを利用するため災害の影響も受けにくく、利用者

情報登録の追加や削除がパソコンで行える利点もある。 

ある住宅で火災が発生した場合はまず 2 パターンのルートで屋外に設置されている中継器

に火災報が送信される。一つは、警報器が火災を感知し子機から親機へ、親機から屋外火災

警報装置へと信号が伝わり、中継器へ送信されるパターン、もう一つは屋内設置の火災ボタ

ンにて手動で緊急信号を中継器に送るパターンである。中継器は街灯などの高い所に設置さ

れ、半径 100m 範囲内の情報をキャッチし、他の中継器を介して地区内の親機へ情報を送信す

る。親機はその情報を、ネットワークを通じてクラウドサーバーへ送信し、そこから特定の

受信者の端末にメールなどで情報を配信する仕組みである。 

 

図 15 中町伝建地区のエリア式連動 

 

2.4.4 空き家への対応 

 空き家への設置は行っている。しかし空き家での火災報、或いは非火災報が発信された場

合の対応については具体的に取り決めをしていない。本システムは火災の知覚からクラウド

サーバーを経由し近隣へ情報を流す過程で各戸に屋外設置機器を設け、発報した際はその機

器にて誰でも警報音を停止させることが可能であるため有事の際(非火災報であっても)の心

配はされていない。 

 

2.4.5 設置費用 

 システムの導入設置自体には住民負担が発生していない。全て文化庁の補助金と、黒石市
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の伝建地区の防災事業の一環としてその事業費が充てられた。ただし本システムの運用が開

始された平成 29 年からは毎年システム利用料が発生し、これに関しては住民が毎年 3000 円

負担している。 

 

2.4.6 防災活動 

 機器の取り扱いに関しては最初にマニュアルを配布した以外は、特にシステムを利用した

訓練など行われていない。システムメンテナンスは年に 1 回のペースで実施しているが、初

年度は行わず 2年目に初めて実施した。 

 今後の展望としては、本システムがまだ新しいものであるために頻発する誤報や誤操作を

メーカーと協力して改善を図っていくことである。本システムで用いられている中継器は屋

外設置のため天候などの自然現象に性能が左右されてしまうので、市とメーカーで改善策を

考えている。 
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2.5 新潟県糸魚川市本町、寺町 

2.5.1 地域概要 

糸魚川市は新潟県の最北端に位置し、南は長野県、

西は富山県と接している 9)。人口は約 43,000 人(平成

31年1月現在)で、平成25年度統計で高齢化率が37.1％、

空き家率が 13.5％であった注。 

同市では、地形上の理由により強風が吹くことが多

く、過去にも幾度か大火が発生している。近年にも 2016

年 12月に糸魚川市大規模火災が発生している。全国的

には 1976 年の酒田大火以来の大規模火災で 17 人の死

者を出し、147棟の建物が焼損、糸魚川駅の北部約 4万

㎡が損失した。出火原因は飲食店におけるコンロの消し

忘れで、その一帯が木造密集地域であり当時も強風だったことから、地元消防の消防力を超

えるスピードで延焼範囲を拡大させた 10)。 

 

2.5.2 連動型住宅用火災警報器を活用した検証事業 

消防庁では糸魚川市大規模火災を受けて、全国どこでも、木造の建築物が多い地域におい

ては強風化で大規模な火災が発生する可能性があるとし、消防本部で取り組むべきこと、そ

れに対しての消防庁の対応、最終的に目指す姿を定めた。その中の一つの項目としてあるの

が連動型住宅用火災警報器である。消防庁によって平成 29 年度に全国 36 地区のモデル地区

を選定し、その地区の消防本部によって連住器を設置、飲食店を含む隣接建物間で相互に火

災警報を伝達する新たな方式についての効果や課題の検証が行われた。 

連住器は小規模飲食店を含む隣接建物間に 3パターン(戸外警報方式、世帯連動方式、ブロ

ック連動方式)で設置され、その設置方式による連動の効果および課題が検証された検証期間

終了後には設置した建物関係者や消防本部に対してアンケート調査を実施するとともに、設

置業者に対しても設置状況等について意見等をヒアリングし、消防庁はその結果をまとめた
11)。まず、連住器に関しては設置自体が火災の早期覚知に対して有効であるとの回答を得、

設置方式は戸外警報方式が多かった。設置対象地域の選定については木造が密集した地域や

商店街、伝統的な街並みを保存している地域が優先して選定される必要があるとし、その中

でも逃げ遅れを考慮して飲食店や高齢者をはじめとする避難困難者の住む住宅が望ましいと

した。設置作業については、耐候性能や電波異常の生じにくいような警報器が必要というこ

とが明らかとなり、その他、設置における妥当な住民負担は 3 千円未満であること、設置に

は専門業者や消防本部によるサポートが必要であることなどが明らかとなった。先行事例地

域へのヒアリング調査の中でみられた傾向として、以上のような結果から、メーカーとの間

で連住器間の電波状況を改善させる処置の検討、あるいは戸外警報など耐候性のある警報器

の開発が進められている状況と判断される。 

 

 

図 16 糸魚川大規模火災跡 

(2017/3/26 撮影) 
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2.5.3 設置の経緯とグルーピング 

消防庁の検証事業による連住器設置住居の選定は、その該当地区の消防本部へ依頼する形

で行われた。糸魚川市では本町から 2 地区、寺町から 1 地区が選定された。いずれも飲食店

を含む小規模な範囲で、本町では戸外警報パターンで 3 棟のグループとブロック連動パター

ンで 5 棟のグループが、寺町でもブロック連動パターンで 5 棟のグループが組まれた。この

グルーピングに際しては、糸魚川大規模火災の影響から防火への関心も高く、住民には快く

受け入れられた。 

各戸の連住器はいずれも中継器を介して連動している。その構成を以下の概念図と説明す

る。 

 

 

図 17 戸外警報方式(消防庁モデル) 

 

 

図 18 ブロック警報方式(消防庁モデル) 

 

戸外警報(図 17)パターンでは、小規模な飲食店を中心とする両隣の 3棟でグループが構成

され、飲食店には付近の通行人に警報器の鳴動を知らせる戸外設置の警報器が導入されてい

る。屋内に設置される連住器は、飲食店では厨房に、隣接家屋では最も人のいる可能性の高

い室内か寝室、或いはこれに準ずる室内への設置をしている。 

ブロック連動(図 18)パターンでは、小規模な飲食店を含む 4棟以上でグループが構成され、

最大で 15台の連住器が設置される。糸魚川市の 2 地区では 5棟で構成されそれぞれ中継器を

介して連動している。警報器の設置場所は、飲食店は厨房室内への設置を必須とし、その他

の場所では最も人のいる可能性の高い室内を含む一か所以上に設置し連動させることを条件

としている。 

参考までに世帯連動パターンとは、このブロック連動パターンの連動住居数が縮小された

もので、一戸あたりの連住器設置数が多いものである。同一地区内の 3世帯に合計 15台の連

住器を設置し、住居への設置は、住宅用火災警報器の設置基準に従うものとしている。 
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また、設置に係る費用に関しては、連動型住宅用火災警報器を活用した検証事業は消防庁

によるもののため、全て国の負担によって実施されたものであった。 

 

2.5.4 検証期間中の経過 

 当初は、空き家を含むような選定ではなかったが、検証期間中に飲食店が撤退した地区が

あり、連住器がそのまま設置された状態で残るといったことが起きた。 

 検証期間中に限り、連住器を使用した防災訓練を月 2回、設置ブロック内で実施していた。 

 

2.5.5 防災活動 

 消防本部では、防火の呼びかけを行っている。2 か月に 1回程の頻度で、3 つの地区を順番

にまわっている。具体的には 1 回あたり 60 棟(1 地区あたりのだいたいの全世帯数)ほどに、

消火器の設置状況の確認などを実施している。 

 

注 

本文中の高齢化率は各市町村 HP記載の値を、空き家率は総務省の住宅・土地統計調査を参

考としている。 
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3. 地域特性に応じた連住器の導入経過分析 

 

3.1 歴史的住宅密集市街地における連住器の妥当性 

3.1.1 歴史的景観の商業価値と地域防災 

第 2 章で紹介したように、特に伝建地区のような歴史的景観を有する伝統建築物が密集す

る地域において導入が進んでいる傾向がみられる。伝建地区での導入が積極的である背景に

は、まず伝建地区自体の価値が大きいことが挙げられる。これらの地区では、伝統的家屋で

飲食店や雑貨店、あるいは宿泊施設などを営んでいることが少なくなく、その建築物内外の

景観や雰囲気はその施設としての価値を高めている。そのような建築物が集合し、歴史情緒

のある景観をもつ歴史的市街地は、現存しているだけで集客効果が期待され、同地区内にお

ける商業の根幹を成している。しかし、このような地域において火災が発生し一部が焼失し

てしまった場合、その経済損失は火災のあった個々の建物

のみならず、場所によれば地区全体として景観を損なう恐

れがあり、悪影響の連鎖は計り知れない。商業が一時的に

営めなくなるだけでなく、復旧されたとしても集客力の回

復に相当の時間を要するリスクがある。このような理由か

ら、特に商業を重視する伝建地区において、連住器のよう

な先進的な防火対策が進んでいる傾向がある。 

 

3.1.2 伝建地区における住民の防火意識 

歴史的市街地は昔の景観を維持しているため、現代の防火基準に満たない構造を有してい

る建築物が地区内に比較的多い。そのため、全国の一般的な地域と比べると、多くの火災を

経験している傾向がある。例えば、先述した熊川宿の江戸時代から大正にかけて 12年に一度

大火があったという火災履歴からもうかがえる。さらに、岡山県津山市城東地区における住

民アンケート(図 20)からもわかるように、伝建地区ではその建築物を継承しているだけでな

く、その所有者や他の住民も継続的に長く住み続けている傾向がある。よって、伝建地区に

暮らす住民は、自身の経験として火災のリスクを知っている場合が多く、地区の防火対策に

は積極的になりやすい。連住器のように地域住民間の結束力を前提とするようなシステムの

導入は彼らの了解が必須であるため、このようなアクティブな傾向のある地域ではより検討

しやすいものであったといえる。 

  

図 19 熊川宿で営まれている商店 
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図 20 城東地区での居住年数(住民アンケート抜粋) 

 

3.2 各連動方式の特徴と導入地域とのリンク 

3.2.1 三町伝建地区のブロック式連動 

三町伝建地区の連住器は、歴史的街区の特徴をとらえ、当時の技術で可能な範囲で適切な

グルーピング(ブロック式連動)がされた点で評価される。また、ケーブル接続により建物間

を連動させているため、現在の連住器の主流である無線連動型と関連付けた考察は難しいが、

本事例は連住器の設置期間として比較的長い歴史を有しており、検証の進められている無線

連動型が備えるべき機能について注目できる点がいくつか存在する。以下でこれを考察する。 

無線連動式では既存の煙感知式・熱感知式の応用にとどまっているが、三町のケーブル接

続による連動は自火報の機能に加えて無線連動式にない特徴をもっている。 

まず、近隣への通報の過程に手動による操作を含んでいる点である。警報音が鳴動してか

ら当該家屋の住人に火災の確認をさせることで非火災報の発報を抑制し、誤報による連住器

の信頼性の低下を防ぐ効果がある。また、鳴動後未操作が 2 分続くと自動的に近隣へ通報さ

れることから、住民が不在かあるいは耳が遠く警報音の知覚に難のある家屋でも対応できる

利点がある。しかし、この 2 分のタイムラグが火災の感知から初期対応の限界許容まで理論

上間に合う範囲内であるかは検証が必要である。 

また、三町では連住器の防火以外の付加価値についても示唆している。それは近隣への火

災報通報システムにトイレや脱衣室に設置された簡易ボタンを接続し、そこから自分の身の

異常を火災報のシステムを通じて知らせることができる機能である。実際は火災でないにも

かかわらず火災報を発報することは躊躇されることではあるが、独居老人の孤独死などに対

して有効であり、密集市街地の高齢化への対応策の一つとして期待できる。 

無線連動式はまだ検証段階であるが、以上のような先行事例より、高齢化への対応などを

含めた新たな付加価値を備えた連住器の検証が必要であるといえる。 
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3.2.2 熊川宿、桐生新町伝建地区の両隣式連動 

両隣式連動は、消防庁の連住器検証事業の設置方式のように、ある住居を中心とした 3～4

棟の連動方式である。連動先がある程度限定されることから地域の結束力が大きく関係する

という導入時の不安要素はあるが、両地区で使用されている機器は無線連動型のため、有線

連動型と比較すると配線の必要がほとんどないため施工が容易で経費が安い利点がある。両

隣式の選択理由としても、費用面やあるいは使用する機器のスペック上、有効連動範囲は両

隣 3棟が妥当であるからといった回答が目立った。 

しかし、この両隣 3 棟には弱点が存在する。それは、連動している住宅棟数が少なく、昼

夜間は基本的に誰かが住宅内にいることを前提としている点である。伝建地区の中には、他

地区から働きに来ている人も少なくなく(図 21、図 22)、昼間は在宅しているが、夜間は建物

を空けてしまっていることがある。このような箇所が多い地域では、連住器が作動したとこ

ろで通報先が不在宅である可能性が高く、初期対応に遅れが生じ連動している効果が薄くな

る。不在宅が多い地域では、連動範囲に制限のある両隣式連動より、次項のエリア式連動の

ように地域一斉送信ができる連動方式が適する。連住器の設置には、予算や機器のスペック

のみならず、こうした地域の社会構造が設置しようとする連動方式と適応しているかも吟味

する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 21 熊川宿のシェアオフィス 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 22 熊川宿の彫刻店 

（左：道の駅熊川宿公式サイトより 右：現地撮影) 
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3.2.3 中町伝建地区のエリア式連動 

中町伝建地区に導入されたエリア式連動には以下のような利点がある。 

まず、災害の影響を受けにくいクラウドサーバーを利用しているため、地区内にいくつも

存在する情報を送受信する中継器や端末が無事であれば通報システム自体に問題はなく、正

常な作動の信頼性が高いことが挙げられる。中継器は同心円状に約 50ｍ範囲内の情報を受信

し、地域全体で受信範囲が網羅されるように配置されている。中継器どうしも連動している

ため、ある中継器に異常が発生した場合も、他を迂回するようにクラウドサーバーに接続し

ている親機まで情報を送信することができる。受信端末も登録されている PC や携帯となり、

前述の連住器のように情報受信先に制限はない。両隣に限らず地域内の多数の人に同時に異

常を知らせることが可能であるため、火災への初期対応の実現性が高い。 

また、エリア式は人間関係が希薄化した場合など地域社会に対応した極めて現代的な方式

であるとも考えられる。上記の項の連動方式は、ある程度連動先が限定され、彼らとの人間

関係を考慮することが必然となる。しかし、エリア式は両隣に限らず事実上不特定多数へ異

常を知らせるため、端末を登録させさえすれば問題はなく、改めて人間関係の構築の必要性

はない。 

黒石市や導入に関わったメーカーによると、本システムは一般公表されてからまだ日が浅

く、まだまだ検証の余地があるという。屋外機器が悪天候に弱いことや新しいシステムのた

め誤操作や誤報が発生することなどの問題があり、経過を見守る必要がある。 

 

3.3 連住器を用いた空き家に対する取り組み 

現在主流となっている連住器は、連動する全機器が無線で接続されているものが多く、火

災の感知から通報までを自動で行い手動による操作を必要としないため、無人の空き家に対

する防火対策としても期待されている。本調査対象のほとんどの地区では空き家への導入を

実施しており、隣の住居と連動、あるいはクラウドサーバーに接続させることで近隣住民で

の対応を可能にしている。しかし、その具体的な対応については、連住器の設置主体である

市町からの提案が行われていないことが分かった。基本的には、空き家への設置の際にその

所有者と隣人とで相談をしてもらい、火災が起きた場合の具体的な対処について許可を得る

ことを推奨している状況である。またその対応とは、火や煙を目視で確認し火災を認識した

場合に限り、ドアや窓を破壊して屋内へ侵入し初期対応を行うといったことが、ヒアリング

調査を実施したどの自治体でも想定されている行動であったが、器物損壊などに問われかね

ない危険の伴う行動であることは問題である。 

一方で、桐生新町伝建地区のように空き家に対しては連住器を設置しない地区もある。設

置の見送り理由は鍵の管理上の問題で、空き家から警報音が発報されたときに、閉まってい

る戸を開けて音を停止させるのに手間取る恐れがあり、その間鳴り続ける警報音が近所迷惑

になりかねないといったものであった。しかし、これは空き家に限らず、例えば普段は人が

住んでいるが警報音の鳴動時には偶然不在となっている住宅に対しても同様に考えられる問

題である。 

以上の現状をふまえると、空き家であるか否かに関わらず、市町などの行政あるいは町内
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会は空き家等警報器の鳴動時に人間が不在である建物に対して取るべき行動について、その

所有者と隣人が話し合う際は、その間に入って鍵の管理方法などの取り決めをし、彼らの仲

介役を担う必要があると言える。 

 

3.4 連住器設置に関する経済支援 

ヒアリング調査にて確認されたように、調査対象である地区では連住器の設置に係る費用

のほとんどを行政が負担している。調査範囲内では住民負担は大きくて 3 割であり、一般の

連住器の購入には 1 万円程度必要になることから、約 3 千円の支払いで各戸へ導入できてい

ることとなる。消防庁の連住器検証事業で行われたアンケート調査 1）によると、建物関係者

が設置費用について妥当だと思う負担金額は、3千円未満が約 4割、5千円未満が約 3割だと

いう結果が報告されており、3千円という金額はおよそ住民が許容できる金額である。 

一方で行政が負担している費用がどこから捻出されているのかを考察する。糸魚川市は消

防庁の事業による導入であり設置に係る費用は全て国の負担であるため、この考察から除外

すると、残りの調査対象地区における行政負担分は、全て文化庁の補助金と県や市町の文化

財保存に寄与する防災措置に対して予算化された事業費が充てられている。つまり、これら

の地区における住民負担が比較的少なく済んでいるのは、該当地区が伝建地区であるところ

が大きいということである。伝建地区であればその保存に関する活動には、文化庁の文化財

補助金や各都道府県の文化財保存に関する助成金を利用することができる。連住器などの防

災設備は、文化財保存に関連付けることで補助金を享受することが可能で、伝建地区におけ

る連住器の導入は、これにより費用面での難易度が低かったといえる。 

以上より、伝建地区ではない地域への連住器の導入には、費用面について一計が必要にな

ると考えられる。文化財でなければ、上記のような国や県の補助金はあまり期待できないた

め、その分住民負担が増加し、許容金額を超過することが懸念される。上記の「3.1.2」で考

察したような防火意識も、伝建地区外ではあまり期待できないため、少し高価なシステムに

ついて積極的な姿勢は望めない。よって、この課題については行政負担分に充てられる補助

金の適応範囲を広げるなどの措置が必要である。例えば、該当地区が伝建地区の近隣地域で

あれば、その近隣地域における防火対策は伝建地区への災害拡大を防止するものとして、文

化財保存の補助金が適応できる特別措置を施すなど、文化財保存の概念から見直すことが考

えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

図23 「建物関係者が負担する費用として連住器1個あたりの負担金額として妥当だと思う金額」 

（消防庁による検証事業アンケートによる） 
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3.5 連住器設置地区の防災活動状況 

3.5.1 連住器に関する活動 

連住器の活用方法には、導入時に説明会を開催し、マニュアルを配布することで周知する

他、年に一度の防災訓練にて実際に使用することで、扱い方を身に覚えさせるような取り組

みが一部で見られた。特に熊川宿では、簡易的な取り扱い方法を記載したプレートを連住器

の傍に設置するなど、住民が主体的に取り組む姿勢が感じられた。地域による共助を前提と

した連住器としては、行政ではなく地域住民による積極的な活用がなされることが理想的で

あり、火災時におけるシステムの効果的な機能の確実性や信頼性の向上につながるため、熊

川宿にみられるような自主防災の活動は推奨されるべきである。 

一方で、連住器が用いられた訓練などを実施していない地区では上記の確実性や信頼性の

点において疑問が残る。糸魚川大規模火災を受けた消防庁による連住器検証事業をはじめ、

連住器の設置が全国で少しずつ進行してはいるが、設置されている警報器は屋内連動タイプ

をそのまま屋外に応用したものであり、メーカーとして屋外連動を推奨している企業は極め

て少ない。その点では連住器の認知度はまだまだ低いと言わざるを得ない。よって、既存の

機器を応用しているとはいえ、防災マニュアルの配布だけでは住民がその扱い方や警報音発

報時の行動について熟知していると過信することはできない。例えば、現在の文化庁や消防

庁が文化財保護を目的に昭和 30 年に定めた文化財防災デー(1 月 26 日)をきっかけに毎年開

催するなど、三町や熊川宿、糸魚川で見られるような連住器を用いた訓練を実施し、身体で

扱い方を覚えることが望ましい。 

 

  

 

 

 

 

 

図 24 各地の防災訓練 (左：三町、中央・右：熊川宿) 

 

3.5.2 その他の自主防災活動 

伝建地区に存在する町並保存会が自主防災を担っている三町のようなパターンと、独自に

自主防災会を設立した熊川宿のようなパターンがみられた。高山では 20ある保存会が、それ

ぞれの地区で防火訓練や消火器の点検などが行われており、歴史的景観の保全の一環として

防災活動が位置付けられている。防災以外にも月 1 回の清掃活動や催し物などが開催され、

一般的な地域の町内会に似た活動がされている。そのため、一から自主防災組織を立ち上げ

ることに難易度が高い地域としては、通常どの地域にも存在する町内会のような組織で自主

防災を実現している例として、高山市三町は参考になると考えられる。 

また、自主防災の具体的な活動については熊川宿の取り組みが参考となる。2.1 で述べた

「夜番」などの住民全員での活動や、町中にみられる防火対策の様々な工夫から、町全体で
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共助を実現していく意思が表れている。 

このように、伝建地区であることが一因となっている側面はあるが、連住器が設置される

地区では自主防災活動が活発に行われている傾向がある。 

 

  

図 25 熊川宿の防火水槽の標識 

※標識からどれだけのところにあるかを手書きで補足  

している。 
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