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第１編 総則 

第１章 計画の策定方針 

第１節 計画の目的 

この計画は、市域において、災害の発生により生ずるおそれのある住民、来訪者の生命、身体及び財

産並びに地域として有する公共的財産への安全上の脅威及び損害を軽減することを目的とする。 
 

第２節 計画の基本方針及び災害の範囲 

第１ 計画の基本方針 

この計画は、市域における防災に関して、市、県、国、防災関係機関、公共的団体及び市民、事業所

がその有する全機能を発揮し、適切に連携するための総合的かつ基本的な計画として、災害対策基本法

（昭和 36 年法律第 223 号）第 42 条及び市防災会議条例第２条の規定に基づき市防災会議が作成するも

のである。作成に当たっては、「自助、共助、公助」の原則に立ち、以下の内容を基本方針とする。 

防災対策の推進に当たっては、防災に関する施策・方針決定過程及び実践の各場面において女性及び

要配慮者の参画を拡大し、男女双方の視点及び要配慮者の視点の反映に配慮するとともに、市防災会議

委員に占める女性の割合を高めるよう取り組むものとする。 

なお、関係部局連携の下、審議会等を通じて有識者等の意見を参照し、防災・減災目標を設定するよ

うに努める。 

１  過去の市の災害事例はもちろんのこと、他県を含む大規模災害被災市町村の経験に学び、想定

される救援・救助を要する事態や被災者の要望に対し、窓口となる市の責任担当部・課、市をはじ

めとする行政機関相互の役割分担、連携・協力に関する基本指針等を可能な限り網羅的かつ具体的

に明記した計画とする。（「公助の原則」の具体化） 
２  ｢自らの身の安全は自ら守る｣との観点から、また、｢発災初期における、地域ぐるみの防災活動

の成否が被害軽減や二次災害防止の如何を大きく決定する｣ことから、市民・事業所の担うべき役

割・努力目標を可能な限り全ての項目に関して、明記した計画とする。（「自助の原則」及び「共助

の原則」の具体化） 
３ 災害時の混乱した状況の中で、｢自らの身の安全を守ることが困難｣な高齢者、障がい者、病弱者、

乳幼児、妊産婦、日本語を解しない外国人等の要配慮者に対する優先的な救援・救助対策の実施、

特殊な配慮を必要とする対策内容を可能な限り網羅的かつ具体的に明記した計画とする。（「共助の

原則」の具体化） 
第２ 災害の範囲 

この計画では、次の災害等についての対応を図る。なお、これらのうちの複数の災害が同時発生する

など、複合的な災害が発生することを念頭に対処する。 
１ 異常気象災害（洪水、地すべり、土石流、がけ崩れ、竜巻、積雪等による災害） 
２ 地震災害 
３ 突発的事故災害（航空機事故、鉄道事故、道路事故、大規模工場等火災・爆発事故、放射性物質

事故、大規模林野火災） 
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第３節 他の法令に基づく計画との関係 

 この計画は、市域における災害対策に関して総合的かつ基本的な性格を有するものである。したがっ

て水防法に基づく水防計画、又は防災に関連する計画（都市計画法に基づく都市マスタ－プラン等）の

防災に関する部分は、防災基本計画、防災業務計画、県地域防災計画並びにこの計画と矛盾、又は抵触

するものであってはならない。 
また、東日本大震災における教訓を踏まえ、「強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減

災等に資する国土強靭化基本法（平成 25 年 12 月 11 日法律第 95 号）」が制定された。そのため、市は

国土強靭化に関し、地域の実情に応じた施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な計画「養父

市強靭化地域計画（令和２年７月）」を策定しており、「養父市強靭化地域計画」を踏まえた修正及び「養

父市強靭化地域計画」に基づく防災対策の推進を図る必要がある。 

防災担当部局は、その他の計画（開発計画、投資計画等）についても、防災の観点から必要なチェッ

クを行うものとする。  
第４節 計画の修正 

 この計画は、災害対策基本法第 42 条の規定に基づき、国の防災基本計画、県の地域防災計画に修正

のある場合、市の組織変更や社会的条件に大きな変化のある場合等に必要な修正を行う。 

 そのため、各対策担当部・課、地域局及び各防災関係機関は、関係のある事項に関し毎年検討を加え、

修正の要否、計画修正案を毎年３月末日（緊急を要する事項については、そのつど市防災会議が指定す

る期日）までに、市防災会議事務局（危機管理室）あてに提出しなければならない。  
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第２章 防災機関の事務又は業務の大綱並びに市民・事業者の責務等 

指定地方行政機関、自衛隊、県、市、指定公共機関、指定地方公共機関等は、防災に関し主として次

に掲げる事務又は業務を処理するものとする。 
また、市民・事業所の責務を以下のとおり定める。  

第１節 指定地方行政機関 

機関名 災害予防 災害応急 災害復旧 災害復興 

近畿管区警
察局 

 1 管区内各府県警察の指
導・調整 

2 他管区警察局との連携 
3 関係機関との協力 
4 警察通信の運用 

  

近畿総合通
信局 

1 非常時の重要通
信の確保 

2 非常通信協議会
の指導育成 

3 情報伝達手段の
多様化・多重化の
促進 

1 災害時における通信手
段の確保 

2 災害対策用移動通信機
器等の貸出し 

  

近畿財務局
神戸財務事
務所 

 1 仮設住宅設置可能地の
提示 

2 金融機関に対する緊急
措置の指示 

1 災害復旧事業費査
定の立会 

2 地方公共団体に対
する単独災害復旧
事業（起債分）の査
定及び災害融資 

復興住宅建設等
候補地の提示 

近畿厚生局  救援等に係る情報の収
集及び提供 

  

兵庫労働局
（但馬労働
基 準 監 督
署） 
（豊岡公共
職業安定所
八 鹿 出 張
所） 

工場、事業場にお
ける労働災害防止
の監督指導 

1  労働災害発生情報の収
集 

2  労働災害の二次災害防
止  

3  労働災害・通勤災害被
災者への迅速な労災補
償 

災害復旧工事等に
おける労働災害防止 

災害復興工事等
における労働災害
防止 

近畿農政局 
（農村振興
部防災課・
兵 庫 県 拠
点） 

1 農地農業用施設
等の災害防止事
業の指導及び助
成 

2 農作物等の防災
管理指導 

3  地すべり区域
（直轄）の整備 

1 土地改良機械の緊急貸
付 

2 農業関係被害情報の収
集報告 

3 農作物等の病害虫防除
の指導 

4 食料品、飼料及び種も
み等の安定供給対策 

1 各種現地調査団の
派遣 

2 農地、農業用施設
等の災害復旧事業
の指導及び助成 

3 被害農林漁業者等
に対する災害融資
の指導及び助成 

 

  5 災害救助用米穀の供給
（売却） 

  

近畿中国森
林 管 理 局
（兵庫森林
管理署） 
（浜坂森林
事務所） 

1 国有林における
治山施設、落石防
止施設等の整備 

2 国有林における
災害予防及び治
山施設による災
害予防 

3 林野火災予防対
策 

災害対策用復旧用材の
供給 

国有林における荒
廃地の復旧 
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機関名 災害予防 災害応急 災害復旧 災害復興 
近畿経済産
業局 

 1 災害対策用物資の調達
に関する情報の収集及
び伝達 

2 災害時における所管事
業に関する情報の収集
及び伝達 

3 電力、ガスの供給の確
保 

1 生活必需品、復旧
資機材等の供給に
関する情報の収集
及び伝達 

2 被災中小企業の事
業再開に関する相
談・支援 

3 電力、ガス、工業
用水道の復旧支援 

1 被災地の復興
支援 

2 電力・ガス施設
等の本格復興 

3 被災中小企業
の振興その他経
済復興の支援 

中部近畿産
業保安監督
部近畿支部 

1 電気、火薬類、
都市ガス、高圧ガ
ス、液化石油ガス
施設等の保安確
保対策の推進 

2 鉱山における危
害の防止、施設の
保全及び鉱害の
防止の推進 

1 電気、火薬類、都市ガ
ス、高圧ガス、液化石油
ガス施設等の応急対策
の指導 

2 鉱山施設等の応急対策
の指導 

  

近畿地方整
備局豊岡河
川国道事務
所 

1 直轄公共土木施
設の整備と防災
管理 

2 応急機材の整備
及び備蓄 

3 指定河川の洪水
予警報及び水防
警報の発表及び
伝達 

1 直轄公共土木施設の応
急点検体制の整備 

2 災害時の道路通行禁止
と制限及び道路交通の
確保 

3 直轄公共土木施設の二
次災害の防止 

4 緊急を要すると認めら
れる場合の緊急対応
（TEC-FORCE） 

直轄公共土木施設
の復旧 

 

近畿運輸局 所管する交通施
設及び設備の整備
についての指導 

1 所管事業に関する情報
の収集及び伝達 

2 交通機関利用者への情
報の提供 

3 旅客輸送確保に係る代
替輸送・迂回輸送等実施
のための調整 

4 貨物輸送確保に係る貨
物運送事業者に対する
協力要請 

5 道路輸送に係る緊急輸
送命令に関する情報収
集 

1 被災交通施設等に
対する本格的な機
能復旧の指導 

2 交通機関利用者へ
の情報提供 

3 被災地方公共団体
の復興計画策定に
対する協力 

1 被災地方公共
団体の復興計画
策定に対する支
援 

2 被災関係事業
者等に対する支
援 

神戸運輸監
理部 

 1 所管事業に関する情報
の収集及び伝達 

2 特に必要があると認め
る場合の輸送命令 

1 被災交通施設等に
対する本格的な機
能復旧の指導 

2 交通機関利用者へ
の情報提供 

3 被災地方公共団体
の復興計画策定に
対する協力 

1 被災地方公共
団体の復興計画
策定に対する支
援 

2 被災関係事業
者等に対する支
援 

（兵庫陸運
部） 

所管する交通施
設及び設備の整備
についての指導 

1 所管事業に関する情報
の収集及び伝達 

2 交通機関利用者への情
報の提供 

3 旅客輸送確保に係る代
替輸送・迂回輸送等実施
のための調整 

4 貨物輸送確保に係る貨
物運送事業者に対する
協力要請 

5 道路輸送に係る緊急輸
送命令に関する情報の
収集 

大阪航空局
（大阪空港
事務所） 

 1 災害時における航空機
による輸送の安全の確
保 

2 遭難航空機の捜索及び
救助 

航空保安施設の復
旧 
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機関名 災害予防 災害応急 災害復旧 災害復興 
近畿地方測
量部 

地理空間情報及
び防災関連情報の
提供及び活用支援 

防災関連情報の把握及
び提供 

復旧測量等の実施
及び支援 

 

大阪管区気
象台（神戸
地 方 気 象
台） 

 気象・地象・水象に関す
る観測、予報、警報等（地
象のうち地震にあっては
発生した断層運動による
地震動に限る）及び情報の
発表並びに伝達 

被災地域における
災害復旧を支援する
ための観測データや
気象、地象等総合的な
情報の適時・適切な提
供 

被災地域におけ
る災害復興を支援
するための観測デ
ータや気象、地象
等総合的な情報の
適時・適切な提供 

近畿地方環
境事務所 

1 地盤沈下防災対
策 

2 廃棄物処理に係
る防災体制の整
備 

3 飼育動物の保護
等に係る普及啓
発に関する支援 

 

1 所管施設等の避難場所
等としての利用 

2 緊急環境モニタリング
の実施 

3 地盤沈下地域状況の把
握 

4 災害廃棄物等の処理対
策 

5 危険動物等が逸走した
場合及び家庭動物等の
保護等に関する地方公
共団体への情報提供、連
絡調整等の支援 

1 環境監視体制に関
する支援業務 

2 災害廃棄物等の処
理 

環境配慮の確保 

 

第２節 自衛隊 

機関名 災害予防 災害応急 災害復旧 災害復興 
陸 上 自 衛
隊 第 ３ 師
団（第３特
科隊） 

 人命救助又は財産保護
のための応急対策の実施 

  

 

第３節 兵庫県 

機関名 災害予防 災害応急 災害復旧 災害復興 

教育委員会 教育委員会に属
する施設の整備と
防災管理 

1 教育施設（所管）の応
急対策の実施 

2 被災児童・生徒の応急
教育対策の実施 

被災教育施設（所
管）の復旧 

1 学校教育充実
のための対策の
実施 

2 体験を通じて
の生きる力を育
む教育の推進 

3 児童・生徒のこ
ころのケアの実
施 

警察本部 
（南但馬警
察署） 

 1 情報の収集 
2 救出救助、避難誘導等 
3 交通規制の実施、緊急
交通路の確保等 

治安維持対策の推進 仮設住宅等にお
ける民心の安定 
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機関名 災害予防 災害応急 災害復旧 災害復興 

知事部局・
企業庁・病
院局 

1 県、市町、防災
関係機関の災害
予防に関する事
務又は業務の総
合調整 

2 市町等の災害予
防に関する事務
又は業務の支援 

3 県土の保全、都
市の防災構造の
強化など地域防
災基盤の整備 

4 防災に関する組
織体制の整備 

5 防災施設・設備
等の整備 

6 医療、備蓄、輸
送等の防災体制
の整備 

7 防災に関する学
習の実施 

8 防災訓練の実施 
9 防災に関する調
査研究の実施 

10 県所管施設の整
備と防災管理 

1 県、市町、防災関係機
関の災害応急対策に関
する事務又は業務の総
合調整 

2 市町等の災害応急対策
に関する事務又は業務
の支援 

3 災害応急対策に係る組
織の設置運営 

4 災害情報の収集・伝達 
5 災害情報の提供と相談
活動の実施 

6 水防活動の指導 
7 被災者の救援・救護活
動等の実施 

8 廃棄物・環境対策の実
施 

9 交通・輸送対策の実施 
10 県所管施設の応急対策

の実施 

1 県、市町、防災関
係機関の災害復旧
に関する事務又は
業務の総合調整 

2 市町等の災害復旧
に関する事務又は
業務の支援 

3 県所管施設の復旧 

1 県、市町、防災
関係機関の災害
復興に関する事
務又は業務の総
合調整 

2 市町等の災害
復興に関する事
務又は業務の支
援 

3 災害復興対策
に係る組織の設
置運営 

4 災害復興計画
の策定及び都
市・都市基盤、
住宅、保健・医
療、福祉、環境、
生活、教育・文
化、産業・雇用
等、復興事業の
実施 

 

第４節 養父市 

機関名 災害予防 災害応急 災害復旧 災害復興 
市 市域にかかる災

害予防の総合的推
進 市域にかかる災害応急

対策の総合的推進 市域にかかる災害
復旧の総合的推進 市域にかかる災

害復興の総合的推
進 

 

第５節 指定公共機関 

機関名 災害予防 災害応急 災害復旧 災害復興 
日本郵便㈱ 
（八鹿支
店） 

 1 災害時における郵政事
業運営の確保 

2 災害時における郵政事
業に係る災害特別事務
取扱い及び援護対策 

被災郵政事業施設
の復旧 

 

日 本 銀 行
（ 神 戸 支
店） 

 金融特例措置の発動 金融機関に対する
緊急措置の指導 

 

日 本 赤 十
字社（兵庫
県支部） 

 1 災害時における医療救
護 

2 こころのケア（看護師
等による心理的・社会的
支援） 

3 救援物資の配分 

  

日 本 放 送
協会（神戸
放送局）  

放送施設の整備
と防災管理 

1 災害情報の放送 
2 放送施設の応急対策の
実施 

被災放送施設の復
旧 

 

西日本旅客
鉄道㈱ 
（福知山支
社） 
（八鹿駅） 

鉄道施設の整備
と防災管理 

1 災害時における緊急鉄
道輸送 

2 鉄道施設の応急対策の
実施 

被災鉄道施設の復
旧 
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機関名 災害予防 災害応急 災害復旧 災害復興 
西日本電信電
話㈱（兵庫
支店） 
㈱ＮＴＴドコ
モ関西支社 
エヌ・ティ・テ
ィ・コミュニケ
ーションズ㈱ 

電気通信設備の
整備と防災管理 

1 電気通信の疎通確保と
設備の応急対策の実施 

2 災害時における非常緊
急通信 

被災電気通信設備
の災害復旧 

 

新 関 西 国
際空港㈱ 
（関西エア
ポート㈱） 

空港施設の整備
と防災管理 

航空機による輸送の安
全確保と空港施設の機能
確保 

被災空港施設の復
旧 

 

日本通運㈱ 
（ 豊 岡 支
店） 
福山通運㈱ 
佐川急便㈱ 
ヤマト運輸
㈱ 
西濃運輸㈱ 

 災害時における緊急陸
上輸送 

  

関 西 電 力
㈱・関西電
力 送 配 電
㈱（豊岡配
電営業所） 

電力供給施設の
整備と防災管理 

電力供給施設の応急対
策の実施 

被災電力供給施設
の災害復旧 

 

Ｋ Ｄ Ｄ Ｉ
㈱（関西総
支社） 

電気通信設備の
整備と防災管理 

電気通信の疎通確保と
設備の応急対策の実施 

被災電気通信設備
の災害復旧 

 

ソフトバンク
㈱ 

電気通信設備の
整備と防災管理 

電気通信の疎通確保と
設備の応急対策の実施 
 

被災電気通信設備
の災害復旧 

 

 

第６節 指定地方公共機関 

機関名 災害予防 災害応急 災害復旧 災害復興 

全但バス㈱ 
一般社団法
人兵庫県ト
ラック協会 

1 道路状況の把握 
2 災害時における
対応の指導 

災害時における緊急陸
上輸送 

  

㈱ラジオ関
西 
㈱サンテレ
ビジョン 
兵庫エフエ
ム放送㈱ 

放送施設の整備
と防災管理 

1 災害情報の放送 
2 放送施設の応急対策の
実施 

被災放送施設の復
旧 

 

一 般 社 団
法 人 兵 庫
県医師会 

 災害時における医療救
護 

外傷後ストレス障
害等の被災者への精
神的身体的支援 

外傷後ストレス
障害等の被災者へ
の精神的身体的支
援 

公益社団法
人兵庫県看
護協会 

 1 災害時における医療救
護 

2 避難所における避難者
の健康対策 

3 仮設住宅におけるまち
の保健室活動・保健相談 

  

一般社団法
人兵庫県歯
科医師会 

 1 災害時における緊急歯
科医療 

2 身元不明遺体の個体識
別 
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機関名 災害予防 災害応急 災害復旧 災害復興 

一般社団法
人兵庫県薬
剤師会 

 1 災害時における医療救
護に必要な薬品の供給 

2 調剤業務及び医薬品の
管理 

  

一般社団法
人兵庫県獣
医師会 

 災害時における動物救
護活動 

  

一般社団法
人兵庫県Ｌ
Ｐガス協会 

ＬＰガス供給設
備の防災管理 

1 ＬＰガス供給設備の応
急対策の実施 

2 災害時におけるＬＰガ
スの供給 

被災ＬＰガス供給
設備の復旧 

 

 

第７節 一部事務組合 

機関名 災害予防 災害応急 災害復旧 災害復興 

但馬広域行
政事務組合 
南但広域行
政事務組合 
公立八鹿病
院組合 

それぞれの事務
に応じた防災上必
要な予防対策の実
施 

1 それぞれの事務に応じ
た防災上必要な応急対
策の実施 

2 その他市の行う防災活
動に対する協力 

それぞれの事務に
応じた防災上必要な
災害復旧対策の実施 

 

 

第８節 公共的団体及び防災上重要な施設の管理者 

機関名 災害予防 災害応急 災害復旧 災害復興 

養父市医師
会 

 1 医療及び助産活動 
2 災害時における感染症
対策の協力 

3 災害時における遺体検
案の協力 

4 保健衛生活動への協力 
5 県医師会並びに各医療
機関との連絡調整 

  

南但歯科医
師会 

 1 歯科医療活動 
2 災害時における遺体検
案の協力 

3 保健衛生活動への協力 
4 県歯科医師会並びに各
医療機関との連絡調整 

  

但馬薬剤師
会 

 1 医療及び助産活動への
協力 

2 防疫その他保健衛生活
動への協力 

3 救急医薬品調達の協力 
4 県薬剤師会並びに各会
員との連絡調整 

  

病院等経営
者 

避難施設の整備
と避難の訓練 

1 医療及び助産活動 
2 災害時における感染症
対策の協力 

3 災害時における遺体検
案の協力 

4 保健衛生活動への協力 

  

市内運輸業
者 

 災害時における物資等の
輸送協力 

  

市内タクシ
ー会社 

 1 災害時における人員、物
資等の輸送のための車両
の供給 

2 災害時における代替公
共交通手段提供への協力 
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機関名 災害予防 災害応急 災害復旧 災害復興 

県建設業協
会南但支部 
土 木 ・ 造
園・建築等
業者 

 1 道路・河川等公共土木施
設の災害警戒及び応急対
策の協力 

2 倒壊住宅等撤去の協力 
3 応急仮設住宅建設、被災
住宅応急修理の協力 

4 県建設業協会並びに各
会員との連絡調整 

1 道路・河川等公
共土木施設の災
害復旧の協力 

2 その他災害復旧
の協力 

 

ＪＡたじま 
養父市森林
組合 

 1 共同利用施設の災害応
急対策の実施 

2 農林水産関係の市の実
施する被害調査、応急対
策に対する協力 

1 共同利用施設の
災害復旧の実施 

2 被災農林漁業者
に対する融資及
びあっせん 

3 被災農林漁業者
に対する生産資
材の確保あっせ
ん 

 

養父市商工
会 

 1 市の実施する被害調査、
応急対策に対する協力 

2 災害救助用物資の確保
についての協力 

3 被災者に対する炊き出
しに対する協力 

4 加盟各事業者との連絡 

1 災害復旧用物資
の確保について
の協力 

2 災害時における
物価安定につい
ての協力 

 

養父市社会
福祉協議会 

 1 要配慮者の救援、救護活
動の協力 

2 災害時ボランティアの
受入れ事務 

3 所管事務に応じた防災
上必要な活動及び市の行
う防災活動に対する協力 

1 要配慮者の生活
再建支援活動の
協力 

2 所管事務に応じ
た市の行う災害
復旧対策に対す
る協力 

住民主体の災害
復興支援 

福祉関係団
体 

 1 要配慮者の救援、救護及
び生活支援活動の協力 

2 災害時ボランティアの
受入れ事務の協力 

要配慮者の生活
再建支援活動の協
力 

 

福祉関係施
設の管理者 

避難施設の整備
と避難の訓練 

1 災害時における施設利
用者の安全確保 

2 要配慮者の救援、救護の
ための施設提供協力 

  

ガソリン・
液化石油ガ
ス等燃料取
扱者 

安全管理の徹底
及び災害防護施設
の整備 

災害時における液化石油
ガス等燃料の供給 

  

危険物・有
毒物等関係
施設管理者 

安全管理の徹底
及び災害防護施設
の整備 

   

ホテル・旅
館等宿泊業
者 

避難施設の整備
と避難の訓練 

1 災害時における施設利
用者の安全確保 

2 災害時における緊急避
難所、炊出し、入浴サー
ビス等の提供協力 

  

スーパー・
コンビニ・
ホームセン
ター等 

 1 市の実施する防災情報
の収集、伝達等に対する
協力 

2  災害時における食料
品・物品等の供給 

3 その他災害救助用物資
の確保についての協力 

1 災害復旧用物資
の確保について
の協力 

2 災害時における
物価安定につい
ての協力 
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機関名 災害予防 災害応急 災害復旧 災害復興 

自治会  1 災害状況等の報告及び
地域内の住民に対する各
種情報の連絡 

2 避難の誘導、避難所の運
営に関する協力 

3 避難誘導時や避難所生
活等における要配慮者等
の安全確保のための協力 

4 地域内に発生した事項
についての応急措置 

1 地域内の住民に
対する各種情報
の連絡 

2 市が行う災害復
旧対策に対する
協力 

 

赤十字奉仕
団・女性団
体・青年団
体・ＰＴＡ
等各地域団
体 

 1 各地域等における要配
慮者等の安全確保のため
の協力 

2 災害時の炊出し、緊急動
員についての協力 
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第９節 市民・事業者の責務 

全ての市民、事業者は、「自らの身の安全は自ら守る」「自分たちの地域の安全は自分たちで守る」

ことを防災の基本として、それぞれが連携を図りながら災害が発生した場合における被害を軽減するた

めに、以下のとおり災害対策の充実及び強化に努めるものとする。 

 

第１ 自助 

市民及び事業者は、「自助」の精神を踏まえ、自ら災害に備えるとともに、防災に寄与するため、次

に掲げる事項の実施に努めなければならない。 
区 分 事   項 

市 民 ①防災に関する情報を入手し、防災に関する知識を習得すること。 

②防災訓練、講習会等に積極的に参加すること。 

③所有又は使用する建築物その他工作物の耐震化を行うこと。 

④家具等の転倒、落下等の防止のための措置を講ずること。 

⑤災害の初期の段階における消火、救難救助、応急手当その他の活動を積極的に行うための

準備を行うこと。 

⑥災害に備え必要な飲料水、食料及び生活物資（最低でも３日分、可能な限り１週間分程度）

の備蓄を行うこと。 

⑦災害に備え、非常持出し品の確認及び準備を行うこと。 

⑧災害に備え、情報の収集方法、連絡先及び連絡方法の確認を行うこと。 

⑨避難場所、避難経路及び避難方法の確認を行うこと。 

⑩災害が発生又はまさに発生しようとしているときは、適切な判断の下、避難すること。 

⑪雪害を防止するため、自宅の屋根の雪下ろし、敷地内の除雪等を行うこと。 

⑫道路上の除雪の支障とならないよう、路上駐車を行わないこと。 

⑬その他災害対策に関して必要と思われること。 

事 業 者 ①従業員及び事業所を訪れた者（以下「従業員等」という。）の安全確保を図ること。 

②地域の防災活動に積極的に参加し、協力すること。 

③所有又は使用する建築物その他工作物の耐震化を行うこと。 

④所有又は使用する物品等の転倒、落下等の防止のための措置を講ずること。 

⑤災害に備え必要な資機材及び物資の備蓄を行うこと。 

⑥避難場所、避難経路及び避難方法の確認をし、従業員等へ周知すること。 

⑦災害が発生し、又はまさに発生しようとしているときは、適切な判断の下、従業員等を避

難させること。 

⑧事業所における防災組織の編成を行うこと。 

⑨防災訓練を実施し、従業員等が積極的に参加することができる環境の整備を図ること。 

⑩防災活動の中心となる防災リーダーの育成を行うこと。 

⑪地震発生時における施設の利用者等の安全確保や、機械の停止等により被害の拡大防止を

図るため、緊急地震速報受信装置等の積極的活用を図るよう努めること。 

⑫自らの災害リスクを把握するとともに、リスクに応じたリスクコントロールとリスクファ

イナンスの組み合わせによるリスクマネジメントの実施に努めること。 

⑬雪害を防止するため、事務所建物の屋根の雪下ろし、敷地内の除雪等を行うこと。 

⑭道路上の除雪の支障とならないよう、路上駐車を行わないこと。 

⑮災害が発生した場合において、事業を継続して行うために必要な準備及びその体制の整備

を行うこと。 

⑯豪雨や暴風等で屋外移動が危険な状況であるときに従業員等が屋外を移動することのない

よう、テレワークや時差出勤、計画的休業等の災害時の従業員の不要不急の外出を抑制す

るための環境整備を行うこと。 

⑰その他防災対策に関して必要と思われること。 
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第２ 共助 

市民及び事業者は、「共助」の精神を踏まえ、次に掲げる事項の実施に努めなければならない。 
区 分 事   項 

市 民 ①市その他の行政機関が実施する防災及び減災のための諸活動に参加し、協力すること。 

②災害が発生したときは、負傷者の救護及び災害復旧への協力に努めること。 

③災害が発生した場合に被害を最小限にとどめるため、相互に協力して自主防災組織の強化

に努めること。 

④自主防災組織構成員の役割分担をあらかじめ定め、その活動に必要な防災資機材を整備す

るとともに、初期消火訓練、避難訓練その他の防災訓練を実施するよう努めること。 

⑤市民及び自主防災組織は、市その他の行政機関から提供される防災に関する知識及び情報

を積極的に共有し、活用すること。 

⑥市民及び自主防災組織は、要配慮者の援護に努めること。 

⑦地域及び自主防災組織は、市と協働して、事前に登録を申し出た要配慮者の協力を得て、

その者の現況をあらかじめ把握するよう努めること。 

⑧雪害を防止し、地域内の安全性や効率性を高めるために、住民・事業者等が協力しながら、

歩道や生活道路等の公共空間や、公民館等の地域の共有施設の除雪等を行うこと。 

事 業 者 ①市その他の行政機関が実施する災害対策事業に協力するとともに、防災及び減災に努める

こと。特に、食料、飲料水、生活必需品を提供する事業者など災害応急対策等に係る業務

に従事する企業は、市・県等との協定の締結や防災訓練の実施に協力するよう努めること。 

②地域において災害対策活動を実施するとともに、災害が発生した場合における地域との連

携協力及び施設の提供に努めること。 

③市その他の行政機関から提供される防災に関する知識及び情報を積極的に共有し、活用す

ること。 

④災害が発生した場合において、その事業に関連する得意分野での貢献に努めること。 

⑤災害に備え、前項に規定する貢献の方法を市長に提案するよう努めること。 

⑥帰宅困難者の円滑な避難、帰宅及び留置きのための必要な支援に努めること。 

⑦雪害を防止し、地域内の安全性や効率性を高めるために、住民・事業者等が協力しながら、

歩道や生活道路等の公共空間や、公民館等の地域の共有施設の除雪等を行うこと。 

 

第 10 節 地区防災計画の策定促進 

自主防災組織は、防災力の向上を図るため、当該地区内の住民及び当該地区に事業所を有する事業者

（以下「地区居住者等」という。）と共同して、防災訓練の実施、地区居住者等による防災活動に必要

な物資及び資材の備蓄、高齢者等の避難支援体制の構築等、当該地区の特性に応じた自発的な防災活動

の推進に努め、必要に応じて、災害が発生した場合における地区居住者等の相互の支援その他の当該地

区における防災活動に関する計画を作成し、これを地区防災計画の素案として市防災会議に提案するこ

とができる（「基本法第 42 条第３項」）。 
市は、自主防災組織に対して、地区防災計画策定を促進するとともに、本計画に地区防災計画を位置

付けるよう地区居住者等から提案を受けた場合、市防災会議において、その必要があると認めるときは、

本計画に当該地区防災計画を定めるものとする（「基本法第 42 条の２」）。 



第１編 第３章 市の概況 

総予－13 

養父市の地形 

第３章 市の概況 

第１節 自然的条件 

第１ 位置と概況 

１ 養父市の位置 

養父市は、兵庫県の北部の但馬地域の中央に位置し、西は鳥取県、北は香美町・豊岡市に接し、東

は朝来市、南は宍粟市と接している。 

平成 16 年４月１日、兵庫県養父郡の八鹿町・養父町・大屋町及び関宮町の４町が合併して養父市

が誕生した。 

 

２ 養父市の隣接市町 

東 朝来市 

西 鳥取県八頭郡若桜町 

南 宍粟市 

北 美方郡香美町、豊岡市 

 

３ 市の面積、ひろがり及び標高 

面 積 

ひろがり 標 高 

東 西 南 北 最 高 最 低 

422.91km2 約 32km 約 23km 1,510ｍ 14ｍ 

  

第２ 地形、地質及び地盤 

市の東部を一級河川円山川が南東から北西の方向に流れ、その支流の八木川に沿って八鹿、関宮地

区が、大屋川に沿って養父、大屋地区が位置している。西部は、県下最高峰の氷ノ山（1,510ｍ）や

妙見山、鉢伏山、ハチ高原、若杉高原など山岳高原地帯で、自然環境に恵まれた地域である。 

本市の地形は、全体として北但山地に属している。標高は、西部の氷ノ山付近に標高 1,200ｍ～

1,500ｍ前後の山地が連なり、ここから東に向かって順次高度が低下し、東端部では標高 400ｍ～500

ｍ前後の低山地が分布する。

本市で最も標高の高い山は、

氷ノ山で 1,510ｍとなってい

る。これに次いで、赤倉山が

1,332m、鉢伏山が 1,221ｍな

どとなっている。 

本市東部には円山川が北流

し、八木川や大屋川の支流を

伴って南部に端を発して北流

し、日本海に注いでいる。 

本市の地形は、全体として

山地が卓越し平野が少ない。

わずかに八木川や大屋川など

の河川沿いの谷底平野が分布

する。 
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氷ノ山付近には火山地がみられ、その主峰部は大起伏火山地に、主峰の東部に連なる山地は中起伏

火山地となっている。その他の地域には山地が広がり、北部の妙見山（1,139ｍ）付近と南部の須

留ヶ峰（1,053ｍ）は大起伏山地に、中部から南西部にかけては広く中起伏山地が広がり、北東部な

どには小起伏山地がみられる。 

山間部の谷筋は細長く分布し、東部の円山川沿い及びこれから南西方向に扇状地性低地が分布する。 

なお、養父市の北の香美町には地すべり地が分布する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料）土地分類図（兵庫県）､国土交通省 
  

地形分類図 
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地質は、全体としては、花崗岩類及び新生代第三紀の安山岩類を基盤岩とする。 

花崗岩類は、中生代白亜紀後期～新生代古第三期に形成された山陰型の花崗岩類である。新生代第

三紀の地層は舞鶴帯と呼ばれ、安山岩類を主体とした地層である。 

北部の八木川沿いには、古生代起源と考えられているオフィオライトと呼ばれる蛇紋岩が東西に長

く分布している。 

鉢伏山付近には、約 200 万年前の新生代第三紀鮮新世に活動した火山による安山岩などの火山岩類

が分布している。 

花崗岩や安山岩などの表層部では、風化作用が進み、花崗岩は軟岩となり強風化部ではマサ土と

なっている。また、安山岩類は風化作用を受けると赤褐色を帯びた粘性土になり、地すべりや土砂流

出の原因となりやすい。 

谷部などには未固結の砂・泥が堆積し、沖積層と呼ばれている。沖積層は、現在も堆積しつつある

地質で、中高層建築物などの基礎としての支持力がない軟質な地盤である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料）土地分類図（兵庫県）､国土交通省 

表層地質図 
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第３ 気象 

 気候は日本海型で、一般に多雨多湿、冬季は大陸から季節風が吹き、積雪も多い。市の気候は、ア

メダス（大屋・和田山）によれば、年平均気温は 14.0℃、平均降水量は 1,764.8 ㎜、平均風速 1.6ｍ

となっている。晩秋から春先にかけては時雨や雪の日が多く、積雪は最大深 30 ㎝程度となっている。 

 

但馬地域の気象（年平均：月・年） 

平年値 平均気温 最高気温 最低気温 平均風速 日照時間 降水量 
積 雪 

最大深 

  ℃ ℃ ℃ m/s 時間 ㎜ ㎝ 

統計期間 
1991～ 

2020 

1991～ 

2020 

1991～ 

2020 

1991～ 

2020 

1991～ 

2020 

1991～ 

2020 

1991～ 

2020 

資料年数 30 30 30 30 30 30 30 

1 月 2.6 7.1 -0.9 1.3 86.2 131.6 21 

2 月 3.1 8.1 -0.9 1.5 87.4 121.0 21 

3 月 6.6 12.6 1.4 1.8 129.1 136.4 7 

4 月 12.2 19.0 5.8 2.0 168.9 110.7 0 

5 月 17.6 24.1 11.7 2.0 182.9 126.9 0 

6 月 21.5 26.9 17.1 1.7 132.7 159.1 0 

7 月 25.4 30.6 21.7 1.7 141.6 206.6 0 

8 月 26.2 31.9 22.2 1.6 186.2 149.8 0 

9 月 21.9 27.3 18.0 1.5 123.4 257.2 0 

10 月 15.9 21.7 11.6 1.3 123.6 151.3 0 

11 月 10.2 15.9 5.8 1.3 106.7 91.2 0 

12 月 5.1 10.1 1.2 1.3 93.9 123.0 13 

全年 14.0 19.6 9.6 1.6 1,559.8 1,764.8 29 

資料）アメダス：大屋（降水量）・和田山（気温・風速・日照・積雪）  
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 気象の極値は、最高気温が 2020 年８月に 38.0℃、最低気温は 1981 年２月に-12.8℃となっている。

日降水量は 2011 年９月に 295mm、最大１時間降水量は 2016 年９月に 89.5 ㎜となっている。 

 

気象の極値 

項  目 極値(第 1位) 年 月 日 統計期間 

日最高気温 38.0℃ 2020 年 8 月 19 日・20 日 1977/12～2021/7 

日最低気温 -12.8℃ 1981 年 2 月 28 日 1977/12～2021/7 

日最大風速・風向 14ｍ南西 1991 年 3 月 27 日 1977/12～2021/7 

日降水量 295 ㎜ 2011 年 9 月 3 日 1976/3～2021/7 

日最大１時間降水量 89.5 ㎜ 2016 年 9 月 8 日 1976/3～2021/7 

月間日照時間の多い方 197.0 時間 2021 年 4 月 2021/3～2021/7 

月間日照時間の少ない方 143 時間 2021 年 6 月 2021/3～2021/7 

月降水量の多い方 672.5 ㎜ 2011 年 9 月 1976/3～2021/7 

月降水量の少ない方 17 ㎜ 1994 年 7 月 1976/3～2021/7 

資料）アメダス：大屋（降水量）、和田山（気温･風速･日照時間） 

 

 また、1991～2020 年の過去 30 年間の気象は、以下に示すとおりである。これによれば、風向では

南西が卓越し、最深積雪では年によってばらつきがみられ、最大で 80 ㎝となっている。 

 

過去 30 年間の気象 

 
年 

降水量 
最大日 
降水量 

起日 
最大 
1 時間 
降水量 

起日 
平均 
気温 

最高 
気温 

起日 
最低 
気温 

起日 
平均 
風速 

最大 
風速 

風向 起日 
年間 
日照 
時間 

最深 
積雪 

起日 

単位 ㎜ ㎜ 月/日 ㎜ 月/日 ℃ ℃ 月/日 ℃ 月/日 m/s m/s  月/日 時間 cm 月/日 

1991 年 1,642 55 6月 2日 28 7月 27 日 13.9 35.3 7月 24 日 -9.7 2月 26 日 1.3 14 南西 5月 3日 1,340.3 26 2月 19 日 

1992 年 1,669 110 8月 19 日 25 10 月 15 日 13.6 35.7 7月 27 日 -4.5 2月 23 日 1.3 10 南南西 2月 8日 1,469.1 25 12 月 29 日 

1993 年 2,049 102 6月 29 日 37 9月 4日 13.0 33.7 8月 26 日 -5.4 2月 3日 1.6 12 南 10 月 28 日 1,501.7 34 2月 2日 

1994 年 1,197 140 9月 29 日 21 8月 20 日 14.1 36.4 8月 8日 -5.1 2月 18 日 1.6 9 南南西 5月 3日 1,489.0 35 2月 13 日 

1995 年 1,872 83 5月 12 日 47 8月 17 日 12.9 35.6 8月 20 日 -7.3 12 月 28 日 1.5 10 南西 5月 29 日 1,239.0 48 1月 15 日 

1996 年 1,639 91 8月 14 日 27 8月 21 日 13.0 35.7 8月 3日 -8.9 2月 4日 1.5 9 南南西 10 月 20 日 1,633.7 41 12 月 26 日 

1997 年 1,724 111 7月 26 日 20 8月 5日 13.8 35.3 8月 21 日 -5.7 1月 22 日 1.6 10 北西 9月 7日 1,464.1 18 1月 30 日 

1998 年 1,867 125 7月 29 日 47 9月 24 日 14.9 34.6 7月 8日 -5.4 1月 25 日 1.5 11 北西 5月 22 日 1,330.5 10 1月 25 日 

1999 年 1,721 123 6月 29 日 34 9月 15 日 14.1 35.5 8月 9日 -9.7 2月 5日 1.5 9 南西 3月 5日 1,451.6 38 2月 13 日 

2000 年 1,550 93 11 月 1日 23 7月 2日 14.1 37.8 7月 22 日 -6.3 1月 28 日 1.6 10 南西 11 月 19 日 1,543.4 80 2月 17 日 

2001 年 1,798 115 8月 21 日 25 9月 15 日 14.0 36.4 7月 5日 -7.9 1月 16 日 1.6 8 南南西 3月 13 日 1,392.1 24 3月 9日 

2002 年 1,545 146 9月 7日 74 9月 7日 14.4 36.1 7月 29 日 -6.0 1月 3日 1.7 10 南西 6月 3日 1,597.1 24 2月 12 日 

2003 年 1,571 57 5月 31 日 30 7月 19 日 14.0 35.8 8月 4日 -5.9 1月 7日 1.7 10 南西 5月 30 日 1,493.9 11 1月 5日 

2004 年 2,193 206 10 月 20 日 37 9月 29 日 15.0 36.3 7月 27 日 -5.6 1月 22 日 1.8 13 北西 4月 3日 1,451.6 37 12 月 20 日 

2005 年 1,535 66 9月 4日 24 9月 7日 14.1 35.7 8月 4日 -8.6 2月 3日 1.7 10 南 9月 16 日 2,652.8 23 2月 2日 

2006 年 1,982 118 9月 6日 49 9月 10 日 14.2 36.4 8月 6日 -8.9 2月 10 日 1.6 10 南西 4月 21 日 1,136.8 39 1月 8日 

2007 年 1,407 69 7月 14 日 39 10 月 26 日 14.6 36.1 8月 16 日 -4.3 2月 5日 1.6 13 南南西 9月 4日 878.4 11 2月 2日 

2008 年 1,632.5 70.5 7月 15 日 39.5 7月 15 日 13.9 36.3 8月 11 日 -7.0 2月 14 日 1.3 9.2 南西 4月 12 日 1,517.2 22 1月 27 日 

2009 年 1,777.5 136 8月 9日 38 8月 9日 13.9 35.3 8月 18 日 -7.8 1月 16 日 1.4 9.5 南 4月 8日 1,196.5 30 1月 15 日 

2010 年 1,707 74 6月 15 日 29 7月 23 日 14.3 36.7 8月 19 日 -4.0 1月 27 日 1.7 11.7 北西 6月 18 日 1,356.9 13 2月 6日 

2011 年 2,266 295 9月 3日 34.5 4月 27 日 13.8 36.5 7月 17 日 -8.5 1月 31 日 1.6 12.3 北西 6月 28 日 1,389.3 30 1月 17 日 

2012 年 1,854.5 103.5 6月 19 日 44.5 9月 3日 13.6 36.8 7月 31 日 -10.0 2月 19 日 1.7 12.0 南南西 9月 22 日 1,220.2 32 2月 18 日 

2013 年 1,994 124.5 9月 15 日 55 7月 15 日 14.0 36.8 7月 11 日 -6.0 1月 27 日 1.7 11.4 北西 5月 3日 1,340.3 18 12 月 28 日 

2014 年 1,845 148.5 10 月 13 日 37 8月 16 日 13.7 36.0 7月 26 日 -6.1 1月 20 日 1.7 10.8 北西 10 月 13 日 1,480.8 21 1月 10 日 

2015 年 1,879 111.5 7月 17 日 39 9月 1日 14.2 37.0 8月 2日 -5.2 1月 3日 1.6 11.8 南南西 4月 3日 1,468.6 35 1月 3日 

2016 年 1,805 134.5 9月 8日 89.5 9月 8日 14.7 35.9 8月 7日 -8.2 1月 26 日 1.7 12.1 南南西 4月 17 日 1,508.4 18 3月 1日 

2017 年 2,044.5 188 10 月 22 日 53.5 7月 31 日 13.6 35.6 7月 21 日 -8.2 2月 11 日 1.6 12.6 北 10 月 22 日 1,605.5 57 1月 24 日 

2018 年 2,136 217.5 7月 6日 38 7月 6日 14.4 37.2 7月 15 日 -7.8 2月 7日 1.7 10.4 北西 1月 23 日 1,671.1 28 1月 27 日 

2019 年 1,314.5 69.5 6月 22 日 26.5 7月 16 日 14.5 37.8 8月 11 日 -3.4 1月 30 日 1.6 10.3 南西 5月 27 日 1,483.4 20 1月 26 日 

2020 年 1,727 77 4月 13 日 47.5 9月 4日 14.6 38.0 8月 19 日 -4.2 2月 7日 1.6 11.1 北北西 3月 19 日 1,504.6 15  2月 6日 

 資料）アメダス：大屋（降水量）、和田山（気温･風速･日照時間・積雪） 
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第２節 社会的条件 

第 1 人口等 

１ 人口と世帯 

養父市は、人口は 22,129 人、世帯数 8,388 世帯（令和２年国勢調査）で、平均世帯人員は 2.6 人

である。人口密度は 52.3 人／km2となっている。 

地域別にみれば、八鹿地域で全体の約 42％が、養父地域に約 30％が、大屋地域・関宮地域にそれ

ぞれ約 14％が居住している。 

年齢別にみれば、15 歳未満の人口が 2,447 人で約 11％、65 歳以上の高齢者が 8,750 人で約 40％、

15 歳～64 歳の生産年齢人口が 10,876 人、約 49％となっており、少子高齢化が進行している状況が

窺える。特に高齢化率の高い地域は大屋地域で、約 45％となっている。 

 

人口・世帯 

人 口 世帯数 人口密度 平均世帯人員 

22,129 人 8,388 世帯 52.3 人／km2 2.6 人 

 

男女別・地域別人口・世帯 

区 分 総数(人) 男(人) 女(人) 世帯数 

八鹿地域 9,388 4,467 4,921 3,526 

養父地域 6,565 3,200 3,365 2,458 

大屋地域 3,104 1,472 1,632 1,222 

関宮地域 3,072 1,484 1,588 1,182 

養父市計 22,129 10,623 11,506 8,388 

資料）令和２年国勢調査 

 

年齢別・地域区別人口 

    （単位:人） 

区 分 0～14 歳 15～64 歳 65 歳以上 不詳 総 数 

八鹿地域 1,123 4,755 3,467 43 9,388 

養父地域 753 3,285 2,518 9 6,565 

大屋地域 281 1,410 1,412 1 3,104 

関宮地域 290 1,426 1,353 3 3,072 

養父市計 2,447 10,876 8,750 56 22,129 

資料）令和２年国勢調査 

 

     

 

（図） 
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２ 観光入込客 

西部の山岳地は、氷ノ山後山那岐山国定公園に指定され、鉢伏高原などの雄大な自然資源が広がっ

ており、東部には「ほたるの里」などの観光資源がある。 

夏は山間部でのキャンプ・合宿・研修、冬は山間部のスキーが主な観光資源であり、年間観光入込

客は約 107 万人で、大部分は日帰り客（令和元年度実績 83％）となっている。主なスキー場にハチ

高原スキー場、氷ノ山国際スキー場などがあり、温泉では、やぶ温泉、とがやま温泉、関宮温泉及び

若杉高原温泉がある。 

北近畿豊岡自動車道の延伸等、交通体系が整備されつつある一方で、観光入込客数は近年減少傾向

で推移している。 

 

観光入込客数数（平成 31 年４月～令和２年３月） 

区 分 
観光客

総数 
日帰り客 宿泊客 

日帰り客

割合 

宿泊客 

割合 

観光客 

総数 

前年度 

対前年 

増減率 

調査時点 元年度 元年度 元年度 元年度 元年度 元年度 元年度 

単 位 千人 千人 千人 ％ ％ 千人 ％ 

養父市 1,068 887 181 83.1 16.9 1,166 -8.4 

資料）令和元年度兵庫県観光客動態調査報告書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

至る豊岡市 

北但馬へ 

至る香美町 

山陰へ 

宍栗市へ 

朝来市へ 

至る播磨へ 

至る朝来市 

丹波・阪神地域へ 

宍栗市へ 
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第２ 産業                             就業者数 

養父市の就業者は、平成 27 年で 11,057 人であり、この

うち９％が第１次産業、27％が第２次産業、残り 65％が

第３次産業に従事している。 

農業は 766 戸の販売農家がある。有機栽培野菜や朝倉山

椒などが特産品となっている。 

 

 

 

 

農業の状況 

区 分 総農家数 
自給的 

農家数 

販売 

農家数 

個人 

経営体 

農家数 

（未法人化） 

   

主業 

農家数 

準主業 

農家数 

副業的 

農家数 

調査時点 R2.2.1 R2.2.1 R2.2.1 R2.2.1 R2.2.1 R2.2.1 R2.2.1 

単 位 戸 戸 戸 戸 戸 戸 戸 

養父市 
実数 1,983 1,217 766 772 59 78 635 

比率(%) 100 61 39 100 8 10 82 

資料）県統計課「2020 年農林業センサス兵庫県結果表」    

 

 

第３ 交通 

 京阪神と山陰地方を結ぶ主要な地域幹線道路である国道９号が東部から北部にかけて通り、東部に

は姫路方面と山陰地方を結ぶ国道 312 号が南北に通っている。円山川に沿ってＪＲ山陰本線が通って

おり、八鹿駅及び養父駅から京

阪神及び山陰地方への所要時間

は、それぞれ約２時間となって

いる。また、市の北約 10km に

ある但馬空港から大阪空港まで

は約 35 分で結ばれている。バ

スは全但バス㈱の路線がある。            

 南但馬トンネル、琴弾トンネ

ルなど、市内を結ぶ道路整備が

進められている。北近畿豊岡自

動車道の整備については、豊岡

市の但馬空港インターチェンジ

までの区間が供用済みとなって

おり、地域内に八鹿氷ノ山、養

父の各インターチェンジが設置

されている。

第１次産業就

業者数(人) 

第２次産業就

業者数(人) 

第３次産業就

業者数(人) 

948 2,981 7,128 

就業者比率 

(％) 

就業者比率 

(％) 

就業者比率 

(％) 

8.6 26.9 64.5 

資料）平成 27 年国勢調査 

交通網図 

凡 例 

鉄道・駅 

国道 

一般道路 

市境界 

旧町界 
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第４章 地域としての災害危険性 

第１節 地震 

第１ 既往地震 

 有史以来、兵庫県のどこかに震度５弱以上の揺れを与えたと推定される地震は、以下のとおりであ

る。県域の中では、南東部地域で震度５弱以上を経験する頻度が高くなっている。 

この中で、特に養父市に大きな揺れを与えたものとしては、1925 年（大正 14 年）５月 23 日発生

の北但馬地震（死者 425 人、負傷者 806 人）がある。 

番号 発生年月日 （推定）規模（Ｍ） 備考 

１ 599. 5.28（推古 7. 4.27） 7.0  

２ 701. 5.12（大宝 1. 3.26） 7.0  

３ 745. 6.15（天平 17. 4.27） 7.9  

４ 827. 8.11（天長 4. 7.12） 6.5～7.0  

５  868. 8. 3（貞観 10. 7. 8） 7.0 以上  

６  887. 8.26（仁和 3. 7.30） 8.0～8.5 ○ 播磨国地震 

７  938. 5.22（承平 8（天慶 1）4.15） 7.0 ○ 

８ 1096.12.17（嘉保 3（永長 1）11.24） 8.0～8.5  

９ 1361. 8. 3（正平 16. 6.24） 81/4～8.5  

10 1449. 5.13（文安 6（宝徳 1）4.12） 53/4～6.5  

11 1498. 9.20（明応 7. 8.25） 8.2～8.4  

12 1510. 9.21（永正 7. 8. 8） 6.5～7.0  

13 1579. 2.25（天正 7. 1.20） 6.0±1/4  

14 1596. 9. 5（文禄 5（慶長 1）7.13） 71/2±1/4  

15 1662. 6.16（寛文 2. 5. 1） 71/4～7.6  

16 1707.10.28（宝永 4.10. 4） 8.4 宝永地震 

17 1751. 3.26（寛延 4（宝暦 1）2.29） 5.5～6.0  

18 1854.12.23（嘉永 7（安政 1）11. 4） 8.4   安政東海地震 

19 1854.12.24（嘉永 7（安政 1）11. 5） 8.4   安政南海地震 

20 1864. 3. 6（文久 4（元治 1）1.28） 61/4 ○ 

21 1891.10.28（明治 24） 8.0   濃尾地震 

22 1916.11.26（大正 5） 6.1 ○ 

23 1925. 5.23（大正 14） 6.8 ○ 北但馬地震 

24 1927. 3. 7（昭和 2） 7.3 ○  北丹後地震 

25 1943. 9.10（昭和 18） 7.2 ○ 鳥取地震 

26 1946.12.21（昭和 21） 8.0   南海地震 

27 1949. 1.20（昭和 24） 6.3 ○ 

28 1952. 7.18（昭和 27） 6.8  吉野地震 

29 1961. 5. 7（昭和 36） 5.9  

30 1963. 3.27（昭和 38） 6.9   越前岬地震 

31 1984. 5.30（昭和 59） 5.6  

32 1995. 1.17（平成 7） 7.3 ◎ 兵庫県南部地震 

33 2000.10. 6（平成 12） 7.3   鳥取県西部地震 

34 2013. 4.13（平成 25） 6.3  

35 2018. 6.18（平成 30） 6.1 大阪府北部地震 

注１）○は県内のいずれかに震度６以上を与えたと推定される地震 

◎は県内のいずれかに震度７以上を与えたと推定される地震 

注２）鎮真私聞記によると、1412 年に播磨国で大きな地震が発生したとされている。 

 

1925. ５.23（大正 14）北但馬地震 

震央は円山川河口、城崎付近。被害の激しかった地域は円山川流域の河口から南、豊岡に至る狭い地域。被害

実数は文献により多少異なるが、県内で焼失戸数 2,000 戸以上、全潰 1,200 戸以上、半潰 700 戸以上。 

（資料：日本被害地震総覧 宇佐美龍夫） 
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第２ 地震による被害想定 

兵庫県及びその周辺の日本海沿岸地域では、長らく大地震の記録はなかったが、最近になって、

1872 年の浜田地震、1925 年の北但馬地震、1927 年の北丹後地震、1943 年の鳥取地震など、規模等の

類似した地震が頻発した。 

県の沿岸部で地震が発生した場合、但馬地域北部を中心に大きな被害の発生が予想される。河川の

河口部では、地盤が軟弱なため家屋の倒壊が起こりやすいので注意が必要である。 

県は、26 の内陸活断層

地震及び、どこでも起こり

うるマグニチュード（Ｍ）

７未満の断層（伏在断層）

地震による被害想定を平成

21～22 年度に実施した

（兵庫県地震被害想定）。

本市に最も大きな被害をも

たらすと考えられる地震は、

養父断層帯地震（養父市で

最大震度６弱）となってい

る。 

「兵庫県地震被害想定」

によれば、兵庫県内に大き

な影響が予想される地震の

うち、現時点での被害想定等を考慮して、山崎断層帯地震、上町断層帯地震、中央構造線断層帯地震、

養父断層帯地震を主要４地震と位置づけしており、この４つの想定地震のうち、養父市に最も影響を

及ぼす地震は養父断層帯地震である。 

また県は、南海トラフを震源とする地震による被害想定を平成 25～26 年度に実施し、平成 26 年６

月に結果を公表した。本市では一部の地域で最大震度５強（震度別面積率 0.1％）、ほとんどの地域で

震度５弱（同 99.9％）となっている。また、地震に伴う津波の遡上による浸水はないと想定された。 

いずれの地震についても養父市に関しては、総じて、従来の地震被害想定を下回る被害量となっ

ている。 

被害想定については、養父市に影響を及ぼすであろう地震として、内陸活断層地震である養父断

層帯地震、山田断層帯（主部）地震、山田断層帯（郷村断層帯）地震、三峠－京都西山断層帯（三峠

断層帯）地震と、海溝型地震である南海トラフ巨大地震について記載する。 
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１ 養父断層帯地震による被害 

(1)想定地震 

ア 地震断層 

養父断層帯地震は、養父市から朝来市

にかけて西北西－東南東方向に走る養父

断層の活動を想定したものである。 

地震調査研究推進本部の長期評価

（「全国を概観した地震動予測地図」報

告書 2005）では、30 年以内に発生する確

率は「0.45％」と非常に低くなっている。 

 

 

 

 

 

イ 震度分布 

推定震度は養父市のほぼ全域

が震度５弱以上であり、断層近

辺では震度６弱、震度５強と

なっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料）兵庫県地震被害想定（内陸型活断層）（平成 21～22 年度実施） 
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(2)養父断層帯地震による被害の概要 

養父断層帯地震で予想される被害は下表のとおりである。 

建物全半壊数 958 棟、死者は５名（建物倒壊４名：冬早朝５時、火災１名：冬夕方 18 時）、

負傷者 49 名（建物倒壊：冬早朝５時）、避難者（建物被害）は 516 名と予測される。 

 

養父断層帯地震による被害想定 

 最大震度 
建物全半壊数 

（棟） 

建物焼失棟数 

（棟） 

死者数 

（人） 

負傷者数 

（人） 

避難者数 

（人） 

養父市 震度６弱 958 1 5 49 516 

資料）兵庫県地震被害想定（内陸型活断層）（平成 21～22 年度実施） 



第１編 第４章 地域としての災害危険性 

総予－25 

２ 山田断層帯（主部）地震による被害 

(1)想定地震 

ア 地震断層 

山田断層帯（主部）地震は、宮津市か

ら豊岡市にかけて東北東―西南西方向に

走る山田断層帯の活動を想定したもので

ある。    

地震調査研究推進本部の主要活断層帯

の長期評価（算定基準日：令和３年１月

１日）では、「平均活動期間が判明して

いないため、地震発生確率を求めること

ができない」として、30 年以内に発生す

る確率は不明となっている。 

 

 

イ 震度分布 

山田断層帯（主部）地震で予想される震度は、養父市で震度６弱である。 

(2)山田断層帯（主部）地震による被害の概要 

山田断層帯（主部）地震で予想される被害は、下表のとおりである。 

建物全半壊数 382 棟、死者は２名（建物倒壊１名：冬早朝５時、火災１名：冬夕方 18 時）、

負傷者 19 名（建物倒壊：冬早朝５時）、避難者は 203 名（建物被害）と予測される。 

 

山田断層帯（主部）地震による被害想定 

 最大震度 
建物全半壊数 

（棟） 

建物焼失棟数 

（棟） 

死者数 

（人） 

負傷者数 

（人） 

避難者数 

（人） 

養父市 震度６弱 382 1 2 19 203 

資料）兵庫県地震被害想定（内陸型活断層）（平成 21～22 年度実施） 
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３ 山田断層帯（郷村断層帯）地震による被害 

(1)想定地震 

ア 地震断層 

山田断層帯（郷村断層帯）地震は、丹

後半島を北西―南東方向に走る断層の活

動を想定したものである。 

地震調査研究推進本部の主要活断層帯

の長期評価（算定基準日：令和３年１月

１日）では、30 年以内に発生する確率は

「ほぼ０％」と非常に低くなっている。 

 

 

 

 

イ 震度分布 

山田断層帯（郷村断層帯）地震で予想される震度は、養父市で震度５強である。 

(2)山田断層帯（郷村断層帯）地震による被害の概要 

山田断層帯（郷村断層帯）地震で予想される被害は、下記のとおりである。 

建物全半壊数 44 棟、死者は１名（火災：冬夕方 18 時）、負傷者２名（建物倒壊：冬早朝５

時）、避難者が 24 名（建物被害）と予測される。 

 

山田断層帯（郷村断層帯）地震による被害想定 

 最大震度 
建物全半壊数 

（棟） 

建物焼失棟数 

（棟） 

死者数 

（人） 

負傷者数 

（人） 

避難者数 

（人） 

養父市 震度５強 44 1 1 2 24 

資料）兵庫県地震被害想定（内陸型活断層）（平成 21～22 年度実施） 

 

山田断層帯（郷村断層帯） 
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４ 三峠－京都西山断層帯（三峠断層帯）地震による被害 

(1)想定地震 

ア 地震断層 

三峠（みとけ）－京都西山断層帯（三峠

断層帯）地震は、京都府綾部市から南丹市

（旧日吉町）までの東西約 30km にわたる

断層で、断層の活動を想定したものである。

その断層付近ではやや活発な地震活動がみ

られ、概ね深さ 15km 以内で地震が発生し

ている。 

地震調査研究推進本部の主要活断層帯の

長期評価（算定基準日：令和３年１月１日）

では、30 年以内に発生する確率は「0.4％

～0.6％」と非常に低くなっている。 

 

イ 震度分布 

三峠－京都西山断層帯（三峠断層帯）地震で予想される震度は、養父市で震度５弱である。 

(2)三峠－京都西山断層帯（三峠断層帯）地震による被害の概要 

三峠－京都西山断層帯（三峠断層帯）地震で予想される被害は、下記のとおりである。 

この地震による被害は、ほとんどないものと予想される。 

 

三峠－京都西山断層帯（三峠断層帯）地震による被害想定 

 最大震度 
建物全半壊数 

（棟） 

建物焼失棟数 

（棟） 

死者数 

（人） 

負傷者数 

（人） 

避難者数 

（人） 

養父市 震度５弱 0 0 0 0 0 

資料）兵庫県地震被害想定（内陸型活断層）（平成 21～22 年度実施） 

 

 

三峠－京都西山断層帯（三峠断層帯） 
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５ 南海トラフ巨大地震による被害 

(1)想定地震 

ア 地震断層 

南海トラフ巨大地震とは、日本列島の太平洋沖、「南海トラフ」沿いの広い震源域で連動

して起こると警戒されているマグニチュード（Ｍ）９級の巨大地震のことである。 

地震調査研究推進本部の主要活断層帯の長期評価（算定基準日：令和３年１月１日）では、

30 年以内に発生する確率が「70％～80％」と非常に高くなっており、十分な警戒が必要であ

る。 

 

《想定条件》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料）南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループ最終報告（平成 25 年５月 28 日公

表）、南海トラフ巨大地震対策について（最終報告）【別添資料１】南海トラフ巨大

地震の地震像、P1） 
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イ 震度分布 

本市では、一部の地域で最大震度５強（震度別面積率 0.1％）、ほとんどの地域で震度５弱

（同 99.9％）となっている。また、地震に伴う津波の遡上による浸水はないと想定された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料）兵庫県南海トラフ巨大地震・津波被害想定（平成 26 年６月３日公表） 

(2)南海トラフ巨大地震による被害の概要 

南海トラフ巨大地震による養父市で予想される被害は、下表のとおりである。 

この地震による被害は、ほとんどないものと予想される。 

 

南海トラフ巨大地震による被害想定 

 最大震度 
建物全半壊数 

（棟） 

建物焼失棟数 

（棟） 

死者数 

（人） 

負傷者数 

（人） 

避難者数 

（人） 

養父市 震度５強 0 0 0 0 0 

資料）兵庫県南海トラフ巨大地震・津波被害想定（平成 26 年６月３日公表） 
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【参考】養父断層  

 

養父断層は、「活断層詳細デジタルマップ

（中田・今泉、2002 年発行）」によると推

定活断層と定義されている。その位置は下図

のとおりである。 

※「活断層詳細デジタルマップ」における         

活断層の定義 

活断層  ：最近数十万年間概ね千

年から数万年の周期で

繰り返し動いてきた跡

が地形に現れ、今後も

活動を繰り返すと考え

られる断層 

推定活断層：地形的な特徴により活断層の存在が推定されるが、現時点では（断層変位

地形やその変位基準の年代が）明確に特定できないもの 

 

 また、「近畿の活断層（岡田・東郷、2000 年発行）」によると、養父断層は確実度Ⅱの活断

層で長さは 11km とされている。 

※「近畿の活断層」における活断層及び確実度の定義 

活断層  ：第四紀後期（約 30 万年前以降）に繰り返し活動した証拠がある断層 

確実度Ⅰ ：ほぼ確実に活断層であると認められるもの 

確実度Ⅱ ：活断層であると推定されるもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

養父市 

養父断層 

出典：活断層詳細デジタルマップ 
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気象庁震度階級関連解説表（一部略記） 

 震度５弱 震度５強 震度６弱 震度６強 

人
の
体
感 

・
行
動 

多くの人が、恐怖を
覚え、物につかまりた
いと感じる。 

多くの人が、物につか
まらないと歩くことが難
しいなど、行動に支障を
感じる。 

立っていることが困難
になる。 

立っていることができ
ず、はわないと動くこと
ができない。揺れにほん
ろうされ、動くこともで
きず、飛ばされることも
ある。 

屋
内
の
状
況 

電灯などつり下げ物
は激しく揺れ、棚にあ
る食器類、書棚の本が
落ちることがある。座
りの悪い置物の多くが
倒れる。家具が移動す
ることがあり、不安定
なものは倒れることが
ある。 

棚にある食器類、書棚
の本で、落ちるものが多
くなる。テレビが台から
落ちることがある。固定
していない家具が倒れる
ことがある。 

固定していない家具の
多くが移動、転倒する。 

開かなくなるドアが多
い。 

 固定していない家具の
ほとんどが移動、転倒す
る。 

屋
外
の
状
況 

まれに窓ガラスが割
れて落ちることがあ
る。電柱が揺れるのが
わかる。道路に被害が
生じることがある。 

窓ガラスが割れて落ち
ることがある。補強され
ていないブロック塀が崩
れることがある。据付が
不十分な自動販売機が倒
れることがある。自動車
の運転が困難となり、停
止する車もある。 

壁のタイルや窓ガラス
が破損、落下することが
ある。 

多くの建物で、壁のタ
イルや窓ガラスが破損、
落下する。 

補強されていないブ
ロック塀のほとんどが崩
れる。 

木
造
建
物 

耐震性の低い住宅で
は、壁などに軽微なひ
び割れ・亀裂がみられ
ることがある。 

耐震性の低い住宅で
は、壁などにひび割れ・
亀裂がみられることがあ
る。 

耐震性の低い住宅で
は、壁などのひび割れ・
亀裂が多くなり、大きな
ひび割れ・亀裂が入るこ
とがあるとともに、瓦が
落下したり、建物が傾い
たり、倒れるものもあ
る。 

耐震性の高い住宅で
は、壁などに軽微なひび
割れ・亀裂がみられるこ
とがある。 

耐震性の低い住宅で
は、壁などに大きなひび
割れ・亀裂が入ることが
多くなるとともに、建物
が傾いたり、倒れるもの
が多くなる。 

耐震性の高い住宅で
は、壁などにひび割れ・
亀裂がみられることがあ
る。 

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
建
物 

 

 

 

 

 

 

耐震性の低い建物で
は、壁、梁、柱などにひ
び割れ・亀裂が生じるも
のがある。 

耐震性の低い建物で
は、壁、梁、柱などにひ
び割れ・亀裂が多くな
る。 

耐震性の高い建物で
は、壁、梁、柱などにひ
び割れ・亀裂が生じるも
のがある。 

耐震性の低い建物で
は、壁、梁、柱などに斜
めや X 状のひび割れ・
亀裂がみられることがあ
るとともに、１階あるい
は中間階の柱が崩れ、倒
れるものがある。 

耐震性の高い建物で
は、壁、梁、柱などにひ
び割れ・亀裂が多くな
る。 

地
盤
・
斜
面
等 

地盤では、亀裂や液状化が生じることがある。 

斜面等では、落石やがけ崩れが発生することがあ
る。 

地盤では、地割れが生
じることがある。 

斜面等では、がけ崩れ
や地すべりが発生するこ
とがある。 

地盤では、大きな地割
れが生じることがある。 

斜面等では、がけ崩れ
が多発し、大規模な地す
べりや山体の崩壊が発生
することがある 

ラ
イ
フ
ラ
イ
ン 

ガスでは、安全装置のあるガスメーター（マイコンメーター）では、震度５弱程度以上の揺れで遮断装
置が作動し、ガスの供給を停止する。さらに揺れが強い場合には、安全のため地域ブロック単位でガス供
給が止まることがある。 

水道や電気では、震度５弱程度以上の揺れがあった地域では、断水、停電が発生することがある。 

鉄道や高速道路では、震度４程度以上の揺れがあった場合には、鉄道、高速道路などで、安全確認のた
め、運転見合わせ、速度規制、通行規制が、各事業者の判断によって行われる（安全確認のための基準
は、事業者や地域によって異なる。）。 

電話等では、地震災害の発生時、揺れの強い地域やその周辺の地域において、電話・インターネット等
による安否確認、見舞い、問合せが増加し、電話等がつながりにくい状況（輻輳）が起こることがある。
そのための対策として、震度６弱程度以上の揺れがあった地震などの災害の発生時に、通信事業者により
「災害用伝言ダイヤル（１７１）」や「災害用伝言板（ｗｅｂ１７１）」などの提供が行われる。 

エレベーターでは、地震管制装置付きのエレベーターは、震度５弱程度以上の揺れがあった場合、安全
のため自動停止する。運転再開には、安全確認などのため、時間がかかることがある。 

大
規
模
構

造
物
へ
の

影
響 

体育館、屋内プールなど大規模空間を有する施設では、建物の柱、壁など構造自体に大きな被害を生じ
ない程度の地震動でも、天井等が大きく揺れたりして、破損、脱落することがある。 
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第２節 風水害等 

第１ 既往風水害等 

養父市では、過去からたびたび台風・集中豪雨・雪害による被害が発生している。主な被害は、以

下のとおりである。 

地 区 種 別 名 称 発生年月日 被害概要 

八鹿地区 風水害 

伊勢湾台風 S34.9.26 死者･行方不明 4人 

第二室戸台風 S36.9.16 負傷者 2人･家屋半壊 7戸他 

台風 28 号 S40.9.10 床上浸水 28 戸･床下浸水 217 戸他 

台風 17 号 S51.9.8～13 負傷 1人･家屋浸水 20 戸･農地他 

台風 19 号･前線 H2.9.17～20 全壊 1戸･一部損壊 1戸他 

集中豪雨 H10.7.29 床上浸水 1戸･床下浸水 48戸他 

養父地区 風水害 

室戸台風 S9.9.21  

アグネス台風 S23.11.19 堤防決壊･田畑 20ha 

ジェーン台風 S25.9.3 被害大 

伊勢湾台風 S34.9.26 堤防決壊･死者 1人 

第二室戸台風 S36.9.16  

台風 23･24 号 S40.9.9～10  

台風 10 号 S45.8.21 農地被害 

台風 25 号 S46.9.5 農地被害 

台風 17 号 S51.9.8～13 家屋被害 114 戸･農地 

台風 20 号 S54.10.18 農地被害 

台風 10 号 S57.8.1～2 農地被害 

台風 10 号･前線 S58.9.24～29 農地被害 

台風 19 号･前線 H2.9.17～20 各地孤立･被害 100 億円 

大屋地区 風水害 

伊勢湾台風 S34.9.26 全壊 2戸･半壊 1戸他 

第二室戸台風 S36.9.16 家屋半壊 12 戸･床下浸水 51 戸他 

台風 23･24 号 S40.9.9～10 床上浸水 9戸･床下浸水 160 戸他 

集中豪雨 S47.7.11～13 床上浸水 2戸･床下浸水 72戸他 

台風 17 号 S51.9 床上浸水 12 戸 

台風 19 号･前線 H2.9.17～20 一損壊 3戸･床上浸水 10 戸他 

関宮地区 風水害 

伊勢湾台風 S34.9.26 負傷者 3人･全壊 3棟･流失 3棟 

第二室戸台風 S36.9.16 負傷者 6人･半壊 31 棟 

台風 23･24 号 S40.9.9～10 床下浸水 88 棟 

台風 17 号 S51.9.8～13 半壊 5棟 

養 父 市 風水害 

台風 23 号 H16.10.20～21 

負傷者 3人･全壊 2棟・半壊 123 棟・

一部損壊 110 棟・床上浸水 45 棟･ 

床下浸水 322 棟他 

台風 9号 H21.8.9～10 床上浸水 10 棟・床下浸水 37 棟他 

平成 30 年 7 月豪雨

災害「西日本豪雨」 
H30.7.5～8 

床上浸水 3棟・床下浸水 43 棟 

市内各所で土砂災害が発生 

八鹿地区 雪  害 
38 豪雪 S38.1～2 月  

59 豪雪 S59.1～2 月 全壊 2棟･一部損壊 27 棟他 

養父地区 雪  害 

38 豪雪 S38.1～2 月  

59 豪雪 S59.1～2 月 全壊 2棟･一部損壊 50 棟他 

－ S9.1～2 月 家屋倒壊 2棟･死者 1人 

大屋地区 雪  害 59 豪雪 S59.1～2 月 全壊 7戸･破損 6戸他 

関宮地区 雪  害 59 豪雪 S59.1～2 月 死者 1人･全半壊等 25 棟 

資料）各旧町地域防災計画及び旧町資料等から編集 
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第２ 平成 16 年 10 月 20 日～29 日台風 23 号災害の概要 

 

区 分 あ ら ま し 

台風の概要 
平成 16 年 10 月 20 日午後紀伊半島に上陸、但馬地方に大雨、洪水、暴

風、波浪警報。中心気圧 970 ヘクトパスカル 最大風速 35ｍ 

雨量・水位 

累計雨量：八鹿 291mm 養父 281mm 大屋 265mm 関宮 233mm 

最高水位：八木川八鹿  388cm 18 時（警戒水位 230cm） 

     大屋川小城  347cm 18 時（警戒水位 280cm） 

     大屋川大屋  380cm 17 時（警戒水位 250cm） 

     八木川関宮  302cm 17 時（警戒水位 200cm） 

     円山川上小田 424cm 18 時（警戒水位 360cm） 

避 

難 

勧 

告 

の 

発 

令 

10 月 20 日 18：15 
水位上昇のため、下網場、京口、天子、扇町、伊佐、つるみ、伊佐市

営住宅 計 518 世帯（1,952 人）に発令 

10 月 21 日 2：10 土砂崩れのため、九鹿（幸陽、茶堂団地）計 86 世帯（242 人）に発令 

10 月 21 日 13：00 避難勧告すべて解除 

10 月 23 日 17：50 土砂崩れのため、九鹿（幸陽、茶堂団地）計 86 世帯（242 人）に発令 

10 月 29 日 19：50 避難勧告解除 

被 

害 

状 

況 

人的被害 軽傷 3人 

住家被害 
全壊 2世帯 半壊 141 世帯 一部損壊 110 世帯  

床上浸水 45 世帯 床下浸水 325 世帯 

非住家被害 
全壊 1棟 一部損壊 85 棟 

床上浸水 30 棟 床下浸水 39 棟 

公共土木施設 

道路             90 箇所 

河川            142 箇所 

下水道             3 箇所 

被害額   300,940 千円 

被害額   313,730 千円 

被害額    63,000 千円 

農地及び農業用施設      455 箇所 被害額   900,990 千円 

治山林道 

林道            188 箇所 

治山（山腹崩壊等）      63 箇所 

倒木災害          2,160ha 

被害額   320,360 千円 

被害額 1,790,000 千円 

被害額 6,094,638 千円 

水道施設               16 施設 被害額   37,392 千円 

下水道施設 16 施設 被害額   146,323 千円 

公営住宅 ４団地 10 棟 37 戸 被害額   16,526 千円 

公立学校施設 ５小・中学校 被害額   48,120 千円 

保育所施設 １保育所 被害額    9,346 千円 

文化財施設 ３施設 被害額    8,990 千円 

情報施設 ＣＡＴＶ 被害額   36,000 千円 

労働施設 とがやま文化園 被害額    8,260 千円 

商工業関係 121 事業所 被害額 1,259,190 千円 

 

※ 資料１－１－１ 平成 16 年台風 23 号の災害記録 
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第３節 考慮すべき災害特性 

第１ 危険箇所等 

養父市には、令和２年１月現在、土石流危険渓流が 400 箇所、地すべり危険箇所が 24 箇所、急傾

斜地崩壊危険箇所が 505 箇所、雪崩危険箇所が 378 箇所ある。 

地区別の箇所数及び土砂災害警戒区域等の指定状況は、以下のとおりである。 

 

１ 土砂災害危険箇所                         （令和２年１月現在） 

区分 八鹿 養父 大屋 関宮 計 

土石流危険渓流 100 136 102 62 400 

急傾斜地崩壊危険箇所 114 144 157 90 505 

なだれ危険箇所 80 85 61 52 378 

地すべり危険箇所 6 3 7 8 24 

地すべり危険地区（農林水産局） 3 0 2 0 5 

山地災害

危険地区 

地すべり危険地区 4 1 1 3 9 

山腹崩壊危険地区 40 44 43 40 167 

崩壊土砂流出危険地区 104 157 114 64 439 

 

２ 土砂災害警戒区域等指定状況                    （令和２年１月現在） 

区分 八鹿 養父 大屋 関宮 計 

土砂災害警戒区域 335 448 236 148 1,167 

災害危険区域 0 0 3 0 3 

地すべり防止区域 1 0 0 2 3 

 

※ 資料１－３－１ 地すべり危険箇所等 

※ 資料１－３－２ 急傾斜地崩壊危険箇所等 

※ 資料１－３－５ 土石流危険渓流 

※ 資料１－３－６ 雪崩危険箇所 

 



第１編 第４章 地域としての災害危険性 

総予－35 

第２ 積雪の地震被害に対する影響 

養父市は、冬期の積雪が著しい地域に含まれる。積雪期に地震が発生すると、通常の雪害よりも大

きな被害を与える可能性が高いと考えられる。以下に、被害を拡大する要因を整理した。 

 

被害拡大要因 対策阻害要因 対策増加要因 

●家屋被害の拡大 

 屋根上の積雪加重により、

倒壊家屋の多発が予想され

る。また、１階部分が周囲

の積雪により支持され安定

していることから、２階部

分の被害の多発が予想され

る。これらの家屋は、融雪

とともに全壊へ進むものと

予想される。 

●火災の発生 

 家屋倒壊の増大と暖房器具

の使用により、火災発生件

数が増大することが予想さ

れる。また、各建物は大量

の石油類を暖房用に備蓄し

ているため、これらが延焼

の促進剤となり、消防活動

の困難とあいまって火災の

拡大をもたらすものと予想

される。 

●雪崩の発生 

 地震動により雪崩が同時多

発することが予想される。

特に、降雪が多く積雪が不

安定な場合は、表層雪崩の

発生も懸念される。 

●人的被害の多発 

 家屋倒壊、雪崩、火災によ

る人的被害が増大するおそ

れがある。また、屋根の雪

の落下や雪壁の崩落等のた

め、道路通行中の歩行者、

自動車に被害が及ぶおそれ

がある。 

●情報活動の阻害 

 道路や通信施設の寸断、復旧

の遅延等により、孤立集落の

多発が予想される。また、積

雪により被害状況の把握が困

難となることが予想される。 

●消防活動の阻害 

 消防車の通行障害や消防水利

の使用障害等により、消防活

動は著しく困難になることが

予想される。 

●救出活動の阻害 

 倒壊家屋の屋根の雪で、下敷

となった者の発見・救出が困

難になると予想される。 

●重要施設応急復旧活動の阻害 

 復旧は除雪しないと被害箇所

に到達できないことや、地下

埋設管を掘り出せないなど、

無雪時にはない困難な作業が

増えるため、短時間の復旧は

極めて困難となることが予想

される。 

●被災者、避難者の生活確保 

 被災者、避難者の収容施設に対す

る暖房が必要となり、暖房器

具、燃料、毛布、被服等を迅速

に確保する必要が生じる。ま

た、応急仮設住宅は、積雪のた

め早期着工が困難となり、避難

生活が長期化することが予想さ

れることから、被災者、避難者

の生活確保のための対策も長期

化することが予想される。 

●除雪 

 地震後も降雪が続いた場合、全て

の応急対策は、毎日除雪作業か

ら始まることとなり、多大な労

力を費やすこととなることか

ら、多数の除雪作業員の確保が

必要となる。 
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第３ その他の災害による被害と防災上留意すべき要素項目 

その他の災害による被害と防災上留意すべき要素項目は、以下のとおりである。 

なお、平成 23 年（2011 年）３月の東日本大震災は、地震・津波災害と原子力災害が同時に発生す

るという「複合災害」となり、広範囲にわたり様々な影響を与えた。地震、風水害、その他の災害へ

の応急対策実施に当たっては、「想定外」の事態への備え、各種自然災害の「複合型災害」への備え

等の観点から以下の事項をあわせて念頭に置いておく必要がある。 

災害類型 被害のあらまし 防災上留意すべき要素項目 

台風災害 

・洪水氾濫 

・土砂崩れ、山崩れ 

・風害 

・上記による家屋の浸水、倒壊、

損壊、道路・鉄道等交通機関、

電力・通信・水道等の機能ま

ひ、農林業・商工業被害 

・降雨量 

・河川水位（特に上流域） 

・気象予警報（特に水防警報及び台風

情報） 

・危険箇所の状況 

集中豪雨災害 

・洪水氾濫 

・土砂崩れ、山崩れ、土石流 

・上記による家屋の浸水、倒壊、

損壊、道路・鉄道等交通機関、

電力・通信・水道等の機能ま

ひ、農林業・商工業被害 

・降雨量 

・河川水位（特に上流域） 

・気象予警報（特に水防警報及び大雨

情報） 

・危険箇所の状況 

雪 

害 

豪雪災害 

・雪崩、地すべり 

・上記及び積雪による家屋の倒

壊、損壊、道路・鉄道等交通機

関、電力・通信・水道等の機能

まひ、農林業・商工業被害 

・降雪状況 

・日照・気温等の大きな変化 

・気象予警報（特に雪崩注意報、地震

情報） 

・危険箇所の状況 

・住民通報 

融雪災害 

・雪崩、地すべり 

・洪水氾濫 

・上記による豪雨災害、豪雪災害

と同様の被害 

・降雪・降雨状況 

・日照・気温等の大きな変化 

・気象予警報（特に雪崩注意報、地震

情報） 

・河川の状況（河道閉塞、水位） 

・危険箇所の状況 

・住民通報 

鉄道事故災害 

・車両火災、爆発 

・多数の救急・救助事案 

・危険物、有毒ガスの流出 

・発生箇所（トンネル、橋梁、周辺地

域における住宅、危険物取扱施設の

有無） 

・事故の態様（脱線、転覆、衝突、火

災、貨車からの危険物の流出等） 

航空機事故災害 

・航空機火災、爆発 

・多数の救急・救助事案 

・危険物、有毒ガスの流出 

・発生箇所（周辺地域における住宅、

病院・福祉関係施設、危険物取扱施

設の有無） 

・航空機の種類（ヘリコプター、小型

飛行機、旅客機、軍用機等） 

自動車道事故災害 

・車両火災、爆発 

・多数の救急・救助事案 

・危険物、有毒ガスの流出 

・発生箇所（特にトンネル、橋梁） 

・事故の態様（施設の損壊、多数車両

衝突、火災発生の有無、大型バスの

関係の有無等） 

・危険物（流出、炎上、爆発の有無、

名称・量） 
  



第１編 第４章 地域としての災害危険性 

総予－37 

災害類型 被害のあらまし 防災上留意すべき要素項目 

危険物等事故災害 

・火災、爆発 

・有毒ガスの流出 

・有害物質による大気・水質汚染 

・発生箇所（周辺地域における住

宅、病院・福祉関係施設の有無） 

・危険物の名称・量 

放
射
性
物
質 

運搬途上事故災害 

不法投棄事故災害 

・放射性物質による汚染・漏えい 

・風評による農林業・商工業被害 

・発生箇所（周辺地域における住

宅、病院・福祉関係施設の有無） 

・不法投棄物、輸送物の種類・型式 

取扱施設事故災害 

県外原子力発電所 

・放射性物質による汚染・漏えい 

・風評による農林業・商工業被害 

・市内に放射性同位元素等使用事業

所が１事業所あり（令和２年３月

31 日現在） 

・事故の規模・内容 

・気象条件（特に風向）の如何によ

る影響の有無 

・広域避難受入れの要否 

 

第４ 地区別災害特性 

地区 風水害 地震 孤立可能性のある集落 

八
鹿
地
区 

・円山川・八木川沿いの

谷底平野などで水害危

険性がある。 

・円山川沿いの谷底平野で推

定６強などの震度が予想さ

れ、地震被害が発生する可

能性がある。 

・主要な谷底平野部で液状化

の可能性は低い。 

・集落数：５ 

・人 口：集落 A  0 人 

集落 B 30 人 

集落 C 15 人 

集落 D 34 人 

集落 E  9 人 

養
父
地
区 

・建屋川などの河川沿い

の谷底平野などで水害

危険性がある。 

・円山川沿いの谷底平野で推

定６強などの震度が予想さ

れ、地震被害が発生する可

能性がある。 

・主要な谷底平野部で液状化

の可能性は低い。 

・集落数：２ 

・人 口：集落 A 15 人 

集落 B  1 人 

 

大
屋
地
区 

・大屋川、明延川などの

河川沿いの谷底平野な

どで水害の危険性があ

る。 

・谷底平野で推定６弱などの

震度が予想され、地震被害

が発生する可能性がある。 

・主要な谷底平野部で液状化

の可能性は低い。 

・集落数：１ 

・人 口：集落 A 53 人 

 

関
宮
地
区 

・八木川、出合川などの

河川沿いの谷底平野な

どで水害の危険性があ

る。 

・谷底平野で推定６弱などの

震度が予想され、地震被害

が発生する可能性がある。 

・主要な谷底平野部で液状化

の可能性は低い。 

・集落数：１ 

・人 口：集落 A 72 人 

 

※ 孤立可能性のある集落については、県地域防災計画資料編（令和２年１月修正）による。 
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第５章 防災ビジョン 

第１節 計画の基本理念 

第１ 基本理念 

 近年の都市化、少子高齢化、国際化、情報化等、社会構造の変化に伴い、ひとたび災害が発生した

場合に想定される被害の大規模化、被害態様の複雑化・多様化の潜在的可能性が増している。 
 「市民の生命・財産の保護、地域の安全確保」という目的を達成するためには、長期的なビジョン

のもと、災害時の被害を最小化し、被害の迅速な回復を図る「減災」の考え方を基本理念とし、たと

え被災しても人命が失われないことを最重視し、また、災害時の社会経済活動への影響を最小限にと

どめることができるよう、災害予防・警戒・応急・復旧の各計画分野を一貫する体系的かつ総合的な

地域防災計画を確立し、市の各部・各地域局、市民、事業所・団体、その他市域にあるすべての組織、

人々が手を携えて、その実現をめざすことが必要である。 
 そのため、以下の４点を計画の基本理念とする。 
１ 災害に強いまちをつくる 
２ 防災施設・設備等を整備・強化する 
３ 防災力を向上させる 
４ 実効性の高い警戒・応急・復旧対策計画を確立する 

 

第２ 基本理念の展開方向 

 基本理念は、概ね以下の点を重点課題として、展開する。  
１ 災害に強いまちをつくる 

まちの建築物を燃えにくく耐震性にすぐれたものにすることができれば、地震はもちろん土砂災

害、雪害、水害等に対してもかなりの確率で被害の軽減を図ることができる。 
火災や建物等倒壊による危険以外にも様々な災害要因がある。都市化の進展により生活関連サー

ビス施設（電気、電話、上下水道）が普及した結果、平常時における利便性の反面、災害時におけ

るそれらの機能支障の発生が様々な不便や、二次災害発生の要因に転化する。生活関連サービス施

設の災害対応力の整備・強化も不可欠である。 
治水や治山に加え、高齢者や障がい者等の要配慮者の安全確保にも配慮した総合的な観点から

「災害に強いまちをつくる」ことが重要である。  
展開方向 あらまし 

防災空間の確保 □市街地における道路、広場、公園、緑地等の確保 
□市街地における消防水利の確保、耐災化の推進 
□林地における林道、防火帯の確保 

建築物の不燃化、耐

震化の促進 □既存建築物の耐震診断、改修の促進 
□市街地における防火地域、準防火地域の指定 

防雪対策の強化 □道路除雪対策の強化 
□雪崩危険箇所における雪崩防止柵等の整備 

治山、治水対策の促

進 □復旧治山の促進、予防治山の推進 
□主要河川整備の促進、普通河川の整備推進 
□土砂災害危険箇所の整備 
□防災に配慮した土地利用の誘導 
□危険地域等に関する情報公開の推進 
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展開方向 あらまし 
公共公益施設の耐災

化の推進 □上下水道、観光拠点施設及び市道の耐災化（施設・設備の耐震性確保、

法面保護、迂回路整備、浸水・冠水対策など） 
□電力、電話、県・国道の耐災化の促進（施設・設備の耐震性確保、法面

保護、迂回路整備、浸水・冠水対策など） 
□その他公共公益施設における施設・設備の耐災化（施設・設備の耐震性

確保、法面保護、浸水・冠水対策など） 
福祉のまちづくり、

バリアフリー化の促

進（ユニバーサル社

会の確立） 
□建築物や歩道、案内標識等都市空間におけるバリアフリー化 
□鉄道、バス等交通機関、公共公益施設における設備のバリアフリー化 
□住民が互いに協力し支え合う地域社会づくり 

 

２ 防災施設・設備等を整備・強化する 

災害時には、市庁舎に災害対策本部を速やかに設置し、県・国等関係機関と密な連携を保ちなが

ら、災害による被害を最小限にとどめるための体制（「集中防御」体制）の確立が必要である。 
一方、市の地域特性を考慮した場合、道路の寸断や通信網の途絶等により各地域が互いに孤立

し、有機的かつ統一的な救援・救護活動、応急復旧活動を実施できない事態も想定しておくことが

必要である。各自・各地域が災害初期の混乱期を独力で対処できるような体制（「分散防御」体

制）もあわせて整備することが必要である。  
展開方向 あらまし 

防災拠点機能の整備 □市災害対策本部としての防災拠点機能の強化 
□常備消防力の整備強化 
□その他地区における防災拠点の整備 
□災害に強い情報通信ネットワークの整備 

安全避難のための 
環境整備 □災害危険区域に関するハザードマップの作成 

□市街地における緊急避難地の確保 
□要配慮者の安全避難支援体制の確保 
□被災者が一定期間滞在する避難所の指定及び避難生活環境整備 

円滑な救援・救護対

策実施のための環境

整備 □緊急輸送環境の整備 
□公立八鹿病院を中心とした災害時医療救護体制の整備 
□社会福祉施設等を中心とした要配慮者支援体制の整備 
□被災者救援体制の整備 

 

３ 防災力を向上させる 

災害規模が大きいほど、発災直後における行政機関の混乱は避けられない。また、県・国・自衛

隊及び他自治体等からの応援が到着するまでに２～３日間の時間的空白が生ずることも避けがた

い。市の地域特性を考慮した場合、道路の寸断や通信網の途絶等により孤立集落の発生はもちろん

但馬地域全体が孤立することさえ覚悟しておくことが必要である。 
最悪の事態に備え、職員一人ひとり、また、市民一人ひとりが自らの安全を自ら確保し、リー

ダーシップを発揮し、あるいは互いに助け合う力と備えを日頃から養っておくことが必要である。

その際、男女共同参画の視点から災害対策のあらゆる場・組織における女性の参画を促進し、あわ

せて障がい者、高齢者等の要配慮者の参画の促進が必要である。 



第１編 第５章 防災ビジョン 

 総予－40

 
展開方向 あらまし 

市民・職員の防災力

の向上 □防災知識の普及、防災意識の啓発 
□危険区域に関する情報の公開 
□防災訓練の充実 
□災害対策のあらゆる場・組織における男女共同参画社会の促進 
□同じく障がい者、高齢者等の要配慮者の参画の促進 

自主防災組織等の充

実 □消防団の充実 
□事業所等自衛消防組織の充実 
□自主防災組織の充実 

家庭内備蓄・事業所

内備蓄の確保 □救助活動等防災のための資器材の備蓄 
□水・食料・生活必需品等物資備蓄の促進 

 

４ 実効性の高い警戒・応急・復旧対策計画を確立する 

突発的な災害時には、被害状況や対策実施状況に関する情報はスムーズに集まらないため、被害

状況や対策実施状況を確認し、その上で有効な対策を検討し実行するという通常の手順は踏めな

い。 
災害対策の実施に当たっては、最新の科学的知見を総動員し、地域の特性に即して起こり得る災

害及びその災害によって引き起こされる被害を的確に想定するとともに、過去に起こった大規模災

害の教訓を踏まえ、本市の有する災害危険性を科学的に分析・研究し、最悪のケースを想定した役

割分担・連携方法・実施手順の明確化が必要である。  
展開方向 あらまし 

役 割 分 担 ・ 連 携 方

法・実施手順の明確

化 □対策要員確保のためのルールの確立 
□被災者の避難生活や生活再建に対するきめ細やかな支援対策実施のため

事態の推移に即した具体的実施要領の作成 
□市地域防災計画への地区防災計画の位置づけなどによる各部課・地域

局・各機関と地区居住市民・事業所相互の分担・連携の整備 
応援・支援受入れ体

制の確立 □応援・支援受入れ手順等の整備 
□専門ボランティアの登録促進 
□一般ボランティア受入れ体制の確立 

防災に関する調査、

研究の推進並びに成

果活用のための体制

確立 
□予知・予測等に関する研究成果の収集・活用 
□他市町村が経験した災害事例に関する情報収集、成果活用 
□災害対策基本法想定外の事故事例に関する情報収集、成果活用 
□大規模災害からの円滑かつ迅速な復興のための復興計画策定事例の研究 
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第２節 今後５年から 10 年を期間として達成すべき基本目標 

 「養父市まちづくり計画（令和３年度から令和 12 年度）」をはじめとする市計画に基づき、県・

国・防災関係機関並びに市民・事業所と連携・協力し、以下について、今後５年から 10 年を期間とし

て達成するよう努める。 
基本理念 達成すべき基本目標 

災害に強いまちをつ

くる  □「社会基盤整備プログラム」計画事業の促進 
（□国道９号、312 号整備 
（□県道宮津養父線、十二所澤線、養父宍粟線、関宮小代線などの整備 
（□円山川、八木川・大屋川・小佐川工区ほか河川改修事業 
（□砂防事業 
（□自転車歩行者道整備事業など交通安全施設整備事業 
□渇水や災害に強い上下水道施設の整備 
□冬季における円滑な移動の確保等を考慮した生活道路の改良整備 
□ＣＡＴＶのデジタル化等の改善整備、携帯電話の不通地域の解消等、情

報通信基盤整備 
□電子自治体構築事業 
□庁舎改築整備等市主要施設の耐災化検討 
□道の駅ようか但馬蔵における防災拠点機能整備 
□市内外道の駅ネットワーク機能の防災活用方策の確立 
□砂防対策、急傾斜地崩壊対策、予防治山等の推進 
□雪崩対策事業 
□保安林整備 
□道路・公共交通機関・公共施設等のユニバーサルデザイン推進 
□太陽光発電システムの普及推進 

防災施設・設備等を

整備・強化する  □デジタル防災無線システム（同報系含む。）の整備検討 
□県衛星通信防災情報システムとの機能連携 
□消防本部の機能強化、消防緊急通信指令システムの機能充実 
□防火水槽、消防ポンプ、消火栓など消防施設の整備 
□災害の多様化にあわせた消防力の充実 
□各種ハザードマップの作成 
□大型ヘリコプターの離発着場の整備検討 
□公立八鹿病院を中心とした災害時救急医療体制の充実 
□地域局等地域防災拠点における防災資機材・食料等の備蓄 

防災力を向上させる □国家戦略特区事業を核とした防災力向上策の推進 

□消防団、自主・自衛消防組織の強化支援 

□想定される災害類型ごとの総合防災訓練の実施 

□家庭内備蓄、事業所内備蓄１週間分確保の徹底 

□各地区防災マップづくり・避難行動計画・地区防災計画づくりの促進 

実効性の高い警戒・

応急・復旧対策計画

を確立する □個別警戒・応急・復旧対策マニュアルの整備 
□各種専門ボランティアの確保 
□ボランティアセンターの整備、充実    
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第２編 災害予防計画 

第１部 非常時活動体制に関する備えの充実 

第１章 応急活動体制の整備・強化 

第１節 市における応急活動体制の整備・強化 

第１ 計画の方針 

１ とりまとめ責任担当部 

危機管理室 
 

２ 基本方針 

市の有する「地域としての災害危険性」に即して、被害を最小化し、被害の迅速な回復を図るため

の災害対策活動を円滑に実施し得ることを目標とするとともに、以下の４点を重点として必要な環境

整備を行う。 

なお、環境整備策の立案、実施に当たっては、救出・救護等における要配慮者への的確な対応、被

災時の男女のニーズの違い等男女双方の視点に十分配慮するものとする。 

(1) 防災拠点機能の強化のための環境整備 

(2) 迅速な初動体制確保のためのソフト環境整備 

(3) 県広域防災拠点の防災備蓄物資の有効活用等 

(4) 消防団の強化及びソフト環境整備 

 

第２ 具体的な施策の展開 

１ 防災拠点機能の強化のための環境整備 

計画名 計画のあらまし 

本庁舎の防災拠点機能の

強化及びその他本部代替

設置施設の整備 

□本庁舎の防災拠点機能の強化や必要に応じて水害などによる浸水対策

等 

□本部代替設置施設における本部指揮機能発揮のための情報通信設備、

資機材等整備 

（□第１位：養父庁舎 

（□第２位：大屋庁舎 

（□第３位：関宮庁舎 
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計画名 計画のあらまし 

商用電力、水道供給停止

時におけるバックアップ

設備の整備等 

□バックアップ設備整備のめやす 

（□市各庁舎、消防署庁舎、情報センター及び避難所兼地区救援物資供

給拠点となる市立全小・中・義務教育学校等を対象 

（□照明及びファックス・コピー等事務用機器が使用可能な能力を有す

る自家発電設備（発災後 72 時間の業務継続可能な状況を想定）の整

備及び再生可能エネルギー発電設備導入の検討 

（□防災備蓄倉庫の設置 

（□応急対策用資機材、飲料水・燃料の備蓄 

（□自ら保有するコンピュータシステムや重要データのバックアップ対

策 

（□その他防災拠点機能を果たすために必要最小限のバックアップ設備

の整備、強化 

□各施設設備のメンテナンス等 

（□保守点検の実施 

（□的確な操作の徹底 

（□専門的な知見・技術を基に耐震性のある堅固な場所への設置 

道の駅ようか但馬蔵におけ

る防災拠点機能整備 

□被災者及び帰宅困難者向け災害情報提供拠点機能の整備 
□救援物資集配拠点機能の整備 
□緊急消防援助隊等、集結等場所機能の整備 
□災害時対応型トイレの整備 
□駐車場、レストラン棟における帰宅困難者用避難所の指定・周知 
□救援物資受入れ搬出施設兼用スペースの確保並びに応急対策用資機材

の備蓄 

□食料供給拠点の整備並びにランニングストックとしての食料・飲料水

・燃料等の備蓄 
□市内道の駅（道の駅やぶ、道の駅但馬楽座）及び全国道の駅施設相互

の災害情報の収集・配信のためのネットワーク機能の活用方策の確立 
□近隣の国土交通省認定の防災道の駅（道の駅但馬のまほろば［朝来市］）

との連携体制の構築 
□広域的供給拠点 

地域防災無線等の整備推

進 

□同報系防災無線システムの整備検討 

□複信方式による無線通信システムの導入検討 

（□市役所本庁舎を基地局として、各庁舎、出先機関及び避難所兼地区

救援物資供給拠点となる全小・中・義務教育学校、県立高校、警察

署、消防署・所、公立八鹿病院、但馬長寿の郷、ライフライン機関

、公共交通機関、道の駅、医師会、社会福祉協議会、農協等の各防

災機関・協力団体相互を結ぶ市独自の複信方式による無線通信シス

テム 

□Ｊ－アラート（全国瞬時警報システム）との接続 

□障がい者世帯や土砂災害警戒地域にある世帯への戸別受信機等の設置 

□「ひょうご防災ネット」（避難に関する情報等の緊急情報や気象情報等

を配信）の普及促進（スマートフォン用アプリの導入等） 

重要施設の登録及び関連

事業者等とのリスト情報

の共有 

□防災拠点のうち市庁舎や病院等の施設について、ライフライン事業者等

から円滑な支援を受けられるよう、重要施設として登録（施設住所、担

当者、非常用電源の設置状況、燃料確保先等をあらかじめ収集・整理

し、リスト化） 
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２ 迅速な初動体制確保のためのソフト環境整備 

計画名 計画のあらまし 

市長部局等における防災危

機管理能力・体制の強化 

□市長、副市長等及び各部局等幹部職員に対する「ひょうご防災カレッ

ジ」等危機管理研修の受講の推進 

□「フェニックス防災システム操作研究会」等各種研修への担当職員の派

遣 

□勤務時間外における職員の当直（日直・宿直）体制の強化 

（□防災担当要員 

（□部局指定要員 

□発災後の円滑な応急対応、復旧・復興に資するよう、災害対応経験者

のリスト化や、退職者の一時的な活用等、災害時に活用できる人材を

確保し、即応できる体制の整備に努める。 

□専門家（風水害においては気象防災アドバイザー等）の知見の活用 

防災担当部・消防本部・公

立八鹿病院間の大規模災害

等通報・連絡マニュアルの

更新 

□災害類型別通報・連絡要領の作成 

（□風水害時 

（□大規模地震時 

（□大規模事故災害時 

迅速な参集体制の整備 □災害対策要員への非常呼び出しシステムの整備 

□非常時における参集難易度や家族構成に配慮した人事方針の導入 

各部非常時初動マニュア

ルの作成、更新 

□緊急初動要員の指定（災害発生後 30分以内に参集できる要員） 

□各所属職員への緊急連絡網 

□県・国等関係機関、協力団体等の連絡責任者への緊急連絡網 

□応急活動に必要な物資・設備の確保、調達手順 

□災害類型別初動措置要領 

（□風水害時 

（□大規模地震時 

（□大規模事故災害時 

□災害類型別職員配置計画 

（□風水害時 

（□大規模地震時 

（□大規模事故災害時 

災害対策基金積立の検討 □災害救助法適用に至らない場合の災害時に備え、県に準じて災害救助

用基金の積立を検討 

□大規模災害時における国、県による補助、既存の税財政・金融措置だ

けでは対応できない分野の補完のための災害対策用基金の積立を検討 

市行政に関わる重要デ－

タの保全管理 □災害から電算機システムデータを保護するため、遠方自治体との相互

データ保管体制の確保 
□市の各部局・機関の所管する業務に係る重要デ－タ、所管施設・設備

の関係図面のバックアップ保管 
□市の各部局・機関が保有する電子データのバックアップの徹底 

機器の耐震対策等 □災害から電算機システムやデータを保護するため、機器の耐震対策等

の安全対策を推進 
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３ 県広域防災拠点の防災備蓄物資の有効活用等 

計画名 計画のあらまし 

但馬広域防災ブロック拠

点（但馬空港内）備蓄物

資の有効活用計画 

□但馬県民局との連携・調整 

□但馬広域防災拠点（但馬空港内・豊岡市） 

（□備蓄物資の運送・活用計画 

但馬広域防災その他拠点

の有効活用計画 

□但馬県民局との連携・調整 

□但馬ドーム（豊岡市） 

（□要員宿泊・出動機能活用計画 

（□物資集積・配送機能活用計画 

□朝来市和田山中央文化公園（朝来市） 

（□要員宿泊・出動機能活用計画 

（□物資集積・配送機能活用計画 

４ 消防団の強化及びソフト環境整備 

計画名 計画のあらまし 

消防水利の多様な整備 □水道消火栓、防火水槽の整備 

消防団施設・装備の充実 □消防車両、通信・装備の更新・整備 
□老朽化した消防団拠点施設の更新・整備 

市消防団の活用 □消防団員の資質向上 

（□無線通信訓練 

（□養父消防署との連携による教育訓練 

□消防団活動の安全管理マニュアルの策定 

□消防団員の定員確保 

（□青年層・女性層の団員の参画促進 
（□大規模災害時のみに限定した団員、消防職団員ＯＢによる団員、企

業・学校等で構成される分団を始めとした機能別団員・分団制度の

導入検討 
（□住民等に対する広報啓発活動による消防団への加入の促進 

□処遇の改善 

□消防署並びに自衛消防組織、自主防災組織等との連携方策の確立 

（□「消防団協力事業所表示制度」の導入の検討、実施 

（□合同防災訓練の実施 
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総予－47 

第２節 消防力の整備・強化 

第１ 計画の方針 

１ とりまとめ責任担当部 

危機管理室（南但消防本部関連業務のとりまとめ） 
２ 基本方針 

 市の有する「地域としての災害危険性」に即して、被害の大規模化、被害態様の複雑化・多様化に

適切に対処し被害を最小限にとどめるために必要な消防力の整備について、南但消防本部と連携・協

力し、以下の２点を重点に努める。 

なお、消防施設・設備については、同時多発火災への対応も踏まえ、地震防災緊急五箇年計画、防

災基盤整備事業計画等に基づき、計画的な整備を進めるものとする。 

(1) 科学消防力の強化 

(2) 実際的な消防力強化のためのソフト環境整備 

 

第２ 具体的な施策の展開 

１ 科学消防力の強化 

計画名 計画のあらまし 
常備消防における科学消

防力の強化 □水害対策用資機材の整備（救命ボート、潜水用具、救命胴衣等） 
□消防機関における救助・救出用資機材等の整備・充実 
□林野火災対策用資機材の整備 
□悪路対応型消防車両の更新整備、採用検討 
（※ 第３部第２章「災害時救助・救出体制の整備・強化」参照） 

消防緊急通信指令システ

ム導入の検討 □県災害対応総合情報ネットワークシステムとの対応強化 
□初動対策決定支援システム 

消防水利の多様な整備 □水道消火栓、防火水槽の整備 
□河川、ため池等自然水利の活用体制、方策の強化 
□農業用水、プール等の活用体制、方策の強化 
□まち整備部との非常時協力要領の作成 
□民間団体・事業者（コンクリートミキサー車等を活用した消防用水確

保協力）との非常時協力協定締結、実施要領の作成等 
消防団施設・装備の充実 
（再掲） □消防車両、通信・装備の更新・整備 

□老朽化した消防団拠点施設の更新・整備 
 

２ 実際的な消防力強化のためのソフト環境整備 

計画名 計画のあらまし 
常備消防における多様な

災害種別消防活動計画の

確立 □台風時の消防力運用計画 
□地震時の消防力運用計画 
□鉄道事故災害時の消防力運用計画 
□その他特殊災害時の消防力運用計画 
□橋梁、トンネル等支障発生時の消防力運用計画 
□雪崩、山崩れ、地すべり等の警戒、防御、避難誘導支援等計画 
□空中消火等多様な消火戦術の検討 

広域応援体制の維持・強

化 □隣接市町消防組織との相互応援体制の維持・強化 
□県内広域消防応援に関する活動要領の整備、習熟 
□国道９号沿線自治体消防組織との相互応援体制の維持・強化 
□県緊急消防援助隊受援計画・応援等実施計画の習熟 
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計画名 計画のあらまし 
市消防団の活用 
（再掲） □消防団員の資質向上 

（□無線通信訓練 

（□養父消防署との連携による教育訓練 

□消防団活動の安全管理マニュアルの策定 

□消防団員の定員確保 

（□青年層・女性層の団員の参画の促進 
（□大規模災害時のみに限定した団員、消防職団員ＯＢによる団員、企

業・学校等で構成される分団を始めとした機能別団員・分団制度の

導入検討 
（□住民等に対する広報啓発活動による消防団への加入の促進 

□処遇の改善 

□消防署並びに自衛消防組織、自主防災組織等との連携方策の確立 

（□「消防団協力事業所表示制度」の導入の検討、実施 

（□合同防災訓練の実施 
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第３節 情報の収集・伝達体制の整備・強化 

第１ 計画の方針 

１ とりまとめ責任担当部 

危機管理室 
 

２ 基本方針 

 災害発生時等に想定される、電話の輻輳、電話施設の被災が発生した場合において、防災拠点間の

通信連絡、防災機関相互の通信連絡、住民に対する気象情報や緊急情報の伝達並びに市本部として適

切な状況判断を行い得ることを目標として、以下の３点を重点に情報の収集・伝達連絡体制の整備を

行う。なお、県への応援要請が迅速に行えるよう、あらかじめ県と要請の手順、連絡調整窓口、連絡

の方法を取り決めておくとともに、連絡先の共有を徹底しておくなど、実効性の確保に努め、必要な

準備を整えておく。 

(1) 通信施設等情報連絡手段の多様化 

(2) 防災通信ソフト環境整備の強化 

(3) 気象情報収集体制の整備・強化 

 

第２ 具体的な施策の展開 

１ 通信施設等情報連絡手段の多様化 

計画名 計画のあらまし 
市防災行政無線の整備・

拡充 □自家発電装置の長時間稼働の促進（大規模停電時の対応も想定） 
□通信施設・設備の耐震化 
□設備の定期点検 
□デジタル化防災無線の導入 

市内ＬＡＮの非常時活用

方策の確立 

□ＬＡＮ施設の非常時活用システムの整備 

□ＬＡＮ施設の停電・耐災害対策の強化 

ＣＡＴＶの非常時活用方

策の確立等 □本庁舎内特設スタジオの整備の検討 
□災害時専用チャンネルの開局要領の整備 

携帯電話による緊急動員

システムの整備 

□災害対策本部会議構成員、防災対策基幹職員への 24 時間緊急動員・通

報システム 

地域防災無線等の整備推

進  

（再掲） 

□同報系防災無線システムの整備・検討 

□複信方式による無線通信システムの導入検討 

（□市役所本庁舎を基地局として、各庁舎、出先機関及び避難所兼地区

救援物資供給拠点となる全小・中・義務教育学校、県立高校、警察

署、消防署・所、公立八鹿病院、但馬長寿の郷、ライフライン機関

、公共交通機関、道の駅、医師会、社会福祉協議会、農協等の各防

災機関・協力団体相互を結ぶ市独自の複信方式による無線通信シス

テム 

□Ｊ－アラート（全国瞬時警報システム）との接続 

□障がい者世帯や土砂災害警戒地域にある世帯への戸別受信機等の設置 

□「ひょうご防災ネット」（避難に関する情報等の緊急情報や気象情報等

を配信）の普及促進（スマートフォン用アプリの導入等） 

共通システムの活用 □各機関が横断的に共有すべき防災情報を共通システム（総合防災情報

システム及びＳＩＰ４Ｄ（基盤的防災情報流通ネットワーク）への集

約に努める。 
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２ 防災通信ソフト環境整備の強化 

計画名 計画のあらまし 
非常時における情報連絡・

処理マニュアル等の整備 □災害時優先電話指定の拡充 
□地域における非常時情報連絡拠点の整備 
□マニュアルの整備 
□県フェニックス防災システムの端末操作の習熟 
□スペシャリスト職員の育成 
□非常通信に関する訓練等による実効性の確保 

ＩＴボランティアの確保 □アマチュア無線愛好者との協力協定締結、体制強化 
□無線システム構築事業者との協力協定締結 
□情報処理専門技術者等のボランティア登録 

住民向け非常時協力ルー

ルＰＲの強化 

□地域における非常時情報連絡拠点に関するＰＲ 

□非常時における電話利用自粛ルール等の周知・徹底 

□ＮＴＴ、各携帯電話会社の緊急地震速報メールや災害用伝言ダイヤル

（１７１）のＰＲ 

 

３ 気象情報収集体制の整備・強化 

計画名 計画のあらまし 
雨量計の設置等 □設置候補施設 

（□本庁舎及び養父、大屋、関宮各庁舎 
（□消防署 
（□消防署大屋出張所 
（□小・中・義務教育学校 
□簡易雨量計の配布と現地連絡員の指定 

市ホームページへの市内

外気象情報、河川情報、

避難情報等の掲示 □掲載候補情報 
（□但馬地域気象予警報、河川情報、避難情報 
（□市内各地の雨量情報、河川情報、避難情報 
（□主な河川の水位情報 

県、国等との連携強化 □県・出先機関 

（□養父土木事務所との気象情報、河川情報、避難情報等通報体制に関

する連携強化 

（□朝来農林振興事務所との気象情報、河川情報、避難情報等通報体制

に関する連携強化 

（□フェニックス防災システム（災害対応総合情報ネットワークシステ

ム）による情報収集体制の維持、点検及び端末操作要領の習熟 

（□テレビ会議システム（フェニックス防災端末に導入）によるホット

ラインの点検及び端末操作要領の習熟 

□国出先機関 

（□国土交通省豊岡河川国道事務所との気象情報、河川情報、避難情報

等通報体制に関する連携強化 

（□気象庁神戸地方気象台との避難指示等発令に関する助言等気象情報

の防災活用に関する連携強化 

円山川流域関係自治体と

の連携強化 □朝来市との気象情報、河川情報、避難情報等通報体制に関する連携強化 
□豊岡市との気象情報、河川情報、避難情報等通報体制に関する連携強化 
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計画名 計画のあらまし 
その他関係機関との連携

強化 □市内事業所等との気象情報、河川情報、避難情報等通報体制の整備 
□県立高校等との気象情報、河川情報、避難情報等通報体制の整備 
□ＪＲ西日本の収集する気象情報、河川情報、避難情報等連絡体制の整備 
□道の駅ようか但馬蔵、道の駅やぶ及び道の駅但馬楽座との気象情報、

河川情報、避難情報等通報体制の整備 
□日本郵便等公共機関・団体との気象情報、河川情報、避難情報等通報

体制の整備 
□バス・タクシー事業者・運輸事業者等民間事業者との気象情報、河川

情報、避難情報等通報体制の整備 
※ 資料４－２－１ 災害時連絡先一覧 
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第４節 災害時の広報体制の整備・強化 

第１ 計画の方針 

１ とりまとめ責任担当部 

危機管理室 
 

２ 基本方針 

 災害発生時等に想定される、情報の空白時間及び地域を解消し、住民に対する緊急情報の伝達及び

適切な状況判断を行い得ることを目標として、以下の３点を重点に災害時広報体制の事前整備を行

う。 

(1) 市広報メディア、広報用資機材等の整備・活用 

(2) 市における広報ソフト環境の整備 

(3) 安否情報収集・提供システムの整備 

 

第２ 具体的な施策の展開 

１ 市広報メディア、広報用資機材等の整備・活用 

計画名 計画のあらまし 
市ホームページの活用 □市ホームページ活用体制の確立 

（□防災専用サイト管理実務担当者会議の設置 
（□区長等住民参加の推進 
□内容の充実 
（□市内雨量情報、水位情報の掲載 
（□地域防災計画、水防計画等防災関連資料の掲載 
（□市内外リンクサイトの充実 

ＣＡＴＶ、インターネッ

トの活用 □ＣＡＴＶの活用 

（□災害時緊急情報提供体制の確立 

（□防災情報番組の提供 

□インターネット版防災情報提供システムの活用 

（□災害情報共有システム（Ｌアラート） 

（□各種ＳＮＳサービス 

コミュニティＦＭの整備

検討 □フィジビリティ（実現可能性）調査の実施 
□整備計画策定の必要性の有無の検討 
□臨時災害ＦＭ局の開設の検討 

拡声器付車両、ハンドマ

イク等確保体制の確立 □市有拡声器付車両、ハンドマイク、アンプ等広報活動用資機材の集中

管理システムの導入 
□市内事業所・団体等所有拡声器付車両、ハンドマイク、アンプ等広報

活動用資機材台帳の作成 
 

２ 市における広報ソフト環境の整備 

計画名 計画のあらまし 
非常時における広報対策

マニュアル等の整備 □災害類型別広報マニュアルの作成 
（□状況別広報文例 
（□協力機関・団体・事業所リスト 
（□要配慮者向け広報活動要領 
□「広報やぶ被災者支援情報」フォーマットの作成等 
（□発災直後発行第１号、第２号分の事前準備 
（□手書き用「広報やぶ被災者支援情報」フォーマットの作成 
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計画名 計画のあらまし 
広報ボランティア等の確保 □要配慮者向け広報活動要員の確保 

（□点字、手話 
（□外国語 
□編集、情報加工処理等活動要員の確保 
□広報車、ＣＡＴＶ等アナウンス活動要員の確保 
□その他関係団体・事業所との連携 

報道機関等との災害時広

報活動協力体制の事前確

保 □新聞、ラジオ、テレビ等報道機関各社との災害時広報活動協力体制の

強化 
「道の駅」道路情報提供

装置設置の促進 □設置候補施設 
（□道の駅ようか但馬蔵 
（□道の駅やぶ 
（□道の駅但馬楽座 
□提供情報 
（□道路規制情報 
（□渋滞情報 
（□気象情報 

 

３ 安否情報収集・提供システムの整備 

計画名 計画のあらまし 
安否情報収集・提供シス

テム関係機関協議会の設

置 □協議会構成機関のめやす 
（□南但馬警察署 
（□養父消防署 
（□公立八鹿病院 
（□養父市医師会 
（□養父市社会福祉協議会 
（□その他市長が必要と認めるもの 
□検討事項のめやす 
（□「安否情報収集・提供システム」のフォーマット 
（□「安否情報収集・提供システム」のセキュリティ対策 
（□消防庁安否情報提供システムの活用方策 

関係部局連携体制の整備 □関係部局連絡会の設置 
（□安否情報収集・提供システムとりまとめ担当部局 
（□避難所開設・運営担当部局 
（□医療救護所開設・運営担当部局 
（□要配慮者支援担当部局 
□関係部局連携実施要領の検討、整備 
（□課題の検討、把握 
（□実施要領の検討、作成 

消防庁安否情報提供シス

テムの活用方策の検討 □国民保護法に基づき構築されている消防庁安否情報提供システムにつ

いて、検討すべき事項 
（□災害時の活用の可否及び適否 
（□適当とされる場合の活用方策  
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第５節 災害時の相互協力・応援受入れ体制の整備・強化 

第１ 計画の方針 

１ とりまとめ責任担当部 

危機管理室 
 

２ 基本方針 

市の有する「地域としての災害危険性」に即して、被害を最小化し、被害の迅速な回復を図るための災

害対策活動を円滑に実施し得ることを目標として、県が作成した「災害時応援受け入れガイドライ

ン」等も参考としつつ、以下の３点を重点に災害救援体制の整備を行う。 

なお、特に県との連携強化を図り、災害情報を一元的に把握・共有することができる体制を構築す

るとともに、適切な対応がとれるよう努める。また、広域応援受入れ体制の整備に当たっては、但馬

広域防災拠点（豊岡市但馬空港内）との連携に留意するものとする。 

(1) 近隣市町及び遠地市町等との相互協力 

(2) 関係機関・民間団体・事業所との協力 

(3) 広域応援受入れ体制の整備 

 

第２ 具体的な施策の展開 

１ 近隣市町及び遠地市町等との相互協力 

計画名 計画のあらまし 
県内近隣市町との連携 □朝来市、豊岡市、宍粟市、香美町との連携強化 

（□行政境界地域における初期消火、救出救助活動相互応援要領の作成 
（□孤立集落発生時の避難・救援相互応援体制の確保 
（□物資・人員等の相互応援及び都市サービス施設利用に関する相互応

援 
（□災害時における通勤・通学者の「安否確認情報」の相互交換 
（□気象情報、河川情報等の相互交換 
（□河川における総合的治水対策等予防施策に関する協力の推進 
□その他近隣市との上記に準ずる連携 

県内その他市町との連携 □県内その他市町との上記に準ずる連携 
県外関連市町等との連携 □国道９号、ＪＲ山陰本線等沿線市町等に関する上記に準ずる連携 

□その他大規模な災害等による同時被災を避ける観点から遠地市町等に

関する上記に準ずる連携 
 

２ 関係機関・民間団体・事業所との協力 

計画名 計画のあらまし 
防災会議の拡大・強化 □災害類型の特殊化・多様化に応じた学識経験者、「自助・共助」の一

層の強化・男女共同参画の視点を踏まえた自治会、住民団体役員等防

災会議委員の拡大（防災会議の委員に占める女性の割合を高めるよう

取り組むなど） 

□専門部会の随時開催（専門委員による。） 

□実務担当者会議の開催 

民間団体・事業所との協力 □各種応援協力協定の締結・改定 

（□特に建設業団体等については、随意契約の活用による速やかな災害応

急対策ができるよう、災害協定の締結を推進するとともに、災害応急

対策への協力が期待される建設業団体等の担い手の確保・育成に努め

る。 

□詳細連携・協力実施要領の整備 
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３ 広域応援受入れ体制の整備 

計画名 計画のあらまし 
広域的救援物資集配拠点施

設（地域防災拠点）の指

定・整備 □対象となる施設 

（□幹線道路とのアクセスがよい公共公益施設 

（□運営要員として協力を期待できる人員を抱える公的施設 

※ Ⅱ第１編第１部第２章第６節「活動拠点の配置計画」参照 

※ Ⅱ第２編第１部第２章第５節「活動拠点の配置計画」参照 

□整備のめやす 

（□広域防災拠点から搬送される緊急物資、復旧資機材の集積配送スペ

ース 

（□地域の防災活動のための駐屯スペース 

（□物資、復旧資機材の備蓄施設 

（□災害対策本部、医療機関、消防署その他の拠点と交信可能な通信設備 

（□緊急用エネルギー設備（非常用発電施設等） 

（□臨時ヘリポート 

（□耐震性貯水槽、井戸等 

（□広域避難スペース 

（□救急医療、高齢者・障がい者のケア機能との連携 

（□案内標識、進入路標識等の設置 

（□非常時開設、運営等要領の作成 

□その他、輸送拠点として活用可能な民間事業者の管理する施設の把握

に努める 

□災害発生時の緊急輸送活動のために確保すべき道路等の輸送施設及び

輸送拠点について把握・点検 

応援要請及び受入れ要領

の整備等 □応援・受援実施マニュアルの作成 

（□応急対応時から復旧・復興までを見据えた内容とする。 

（□参考資料：「災害時応援受け入れガイドライン」（兵庫県）、「関

西広域応援・受援実施要綱」（関西広域連合）等 

□ケース別関係機関・自衛隊受援要領の整備 

（□大規模災害時 

（□孤立集落同時多発時 

（□特殊救助事案多数発生時 

□ケース別他自治体受援要領の整備 

（□大規模災害時 

（□市職員多数被災時 

（□専門業務大量発生時 

□警察災害派遣隊、緊急消防援助隊、災害派遣医療チーム（ＤＭＡ

Ｔ）、こころのケアチーム（ＤＰＡＴ）、緊急災害対策派遣隊（ＴＥ

Ｃ-ＦＯＲＣＥ 国土交通省）、その他の広域支援・救助部隊等受援体

制の整備 

□県・関西広域連合による派遣要員の受援体制の整備 

（□「ひょうご災害緊急支援隊」受援体制 

（□「関西防災・減災プラン」に基づく受援体制 

□応援職員等の受入れ時の留意事項 

（□訓練等を通じて、国（総務省）の応急対策職員派遣制度を活用した

応援職員の受入れについて、活用方法の習熟、発災時における円滑

な活用の促進に努める。 

（□新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策のため、応援職員の健

康管理やマスク着用等を徹底する他、応援職員等の執務スペースを

確保する際、適切な空間の確保に配慮する。 
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計画名 計画のあらまし 
各種専門ボランティア受

入れ要領の整備 ※ 第５章第２節「専門ボランティアの登録・支援等計画」参照 
※ 資料５－１ 協定一覧 
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第２章 防災資機材の整備等 

第１節 計画の方針 

第１ とりまとめ責任担当部 

危機管理室 
 

第２ 基本方針 

 市の有する「地域としての災害危険性」に即して、被害を最小化し、被害の迅速な回復を図るため

の災害対策活動を円滑に実施し得ることを目標として、以下の２点を重点に防災資器材等の点検・整

備を適切に行う。 
(1) 適正備蓄・点検の推進 

(2) 緊急調達体制の整備 
 

第２節 具体的な施策の展開 

第１ 適正備蓄・点検の推進 

計画名 計画のあらまし 
市における適正備蓄の推進 □備蓄場所設置のめやす 

（□各庁舎、消防出張所 

（□市立小・中・義務教育学校、公民館等 

（□自主防災組織単位 

□備蓄品目のめやす 

（□救助・救出活動用資機材 

（□水防資機材 

（□救護用医薬品 

（□防疫用資機材 

（□給水活動用資機材 

（□避難所開設に伴い必要となる資器材 

（□通信機器、看板、燃料その他本部運営用資機材 

□定期点検のめやす 

（□毎年４、７、10、１月の上旬 

自主防災組織、自衛消防

隊及び各事業所における

適正備蓄の推進 □備蓄品目のめやす 
（□初期消火活動用資機材 
（□救助・救出活動用資機材 
（□水防資機材 
（□救護用医薬品 
□定期点検のめやす 
（□市に準じて実施 

 

第２ 緊急調達体制の整備 

計画名 計画のあらまし 
大規模な災害を想定した

緊急調達体制の整備 □調達品目のめやす 
（□備蓄品目の補給量確保 
（□平常時レンタル対応品目 
□緊急調達要領の作成 
（□市として、一括調達すべき品目と各部局にて調達すべき品目の区別 
（□夜間・休日連絡担当窓口、物資集配拠点の明記 

特殊災害を想定した緊急

調達体制の整備 □南但消防本部と連携し、災害種別ごとに必要となることが想定される

品目、調達先、連絡方法等について、広く調達供給先を確保 
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総予－58 

計画名 計画のあらまし 
但馬広域防災ブロック拠

点（但馬空港内）備蓄物

資の有効活用計画 

（再掲） 

□但馬県民局との連携・調整 

□但馬広域防災拠点（但馬空港内・豊岡市） 

（□備蓄物資の運送・活用計画 

但馬広域防災その他拠点

の有効活用計画 

（再掲） 

□但馬県民局との連携・調整 

□但馬ドーム（豊岡市） 

（□要員宿泊・出動機能活用計画 

（□物資集積・配送機能活用計画 

□朝来市和田山中央文化公園（朝来市） 

（□要員宿泊・出動機能活用計画 

（□物資集積・配送機能活用計画 

※ 資料３－２－２ 市備蓄の現況
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第３章 緊急輸送の環境整備 

第１節 計画の方針 

第１ とりまとめ責任担当部 

危機管理室 
 

第２ 基本方針 

 市の有する「地域としての災害危険性」に即して、被害を最小化し、被害の迅速な回復を図るため

の災害対策活動を円滑に実施し得ることを目標として、以下の３点を重点として緊急輸送体制に必要

な環境整備を行う。 

(1) 緊急時道路輸送体制の整備 

(2) 災害用ヘリポート開設施設の指定・整備 

(3) 関係機関・民間団体・事業所との連携強化 

 

第２節 具体的な施策の展開 

第１ 緊急時道路輸送体制の整備 

計画名 計画のあらまし 
緊急輸送道路の指定・整備 □対象となる道路 

（□市内防災機関施設間をつなぐ幹線道路 

（□市各庁舎、消防署・所、公立八鹿病院、市立小・中・義務教育学校
等各地域拠点施設をつなぐ幹線道路 

（□市外との連絡ルートとなる幹線道路 

□整備のめやす 

（□橋梁被災等による通行困難時の迂回路の整備 

（□土砂崩れ、雪崩等危険区間における対策工の実施 

（□拡幅、待避スペースその他道路改良 

（□新規路線（橋梁、トンネル新設を含む。）の整備 

広域的救援物資集配拠点
施設（地域防災拠点）の
指定・整備 
（再掲） □対象となる施設 

（□幹線道路とのアクセスがよい公共公益施設 

（□運営要員として協力を期待できる人員を抱える公的施設 

※ Ⅱ第１編第１部第２章第６節「活動拠点の配置計画」参照 

※ Ⅱ第２編第１部第２章第５節「活動拠点の配置計画」参照 

□整備のめやす 

（□広域防災拠点から搬送される緊急物資、復旧資機材の集積配送スペ
ース 

（□地域の防災活動のための駐屯スペース 

（□物資、復旧資機材の備蓄施設 

（□災害対策本部、医療機関、消防署その他の拠点と交信可能な通信設備 

（□緊急用エネルギー設備（非常用発電施設等） 

（□臨時ヘリポート 

（□耐震性貯水槽、井戸等 

（□広域避難スペース 

（□救急医療、高齢者・障がい者のケア機能との連携 

（□案内標識、進入路標識等の設置 

（□非常時開設、運営等要領の作成 

□その他、輸送拠点として活用可能な民間事業者の管理する施設の把握
に努める 

□災害発生時の緊急輸送活動のために確保すべき道路等の輸送施設及び
輸送拠点について把握・点検 
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計画名 計画のあらまし 
緊急通行使用予定車両の

事前届出 □市有車両の事前届出 
□調達予定事業者所有車両の事前届出 

災害時において運転者の

とるべき措置の事前ＰＲ

の徹底 □災害時におけるマイカ－利用の自粛 
□災害時において交通規制が実施された場合のとるべき措置の周知・徹

底 
※ 資料６－３ 緊急通行車両確認のための証明書等様式  
第２ 災害用ヘリポート開設施設の指定・整備 

計画名 計画のあらまし 
専用又は臨時ヘリポート

の指定  □指定目的のめやす 

（□重症患者の後方医療機関への緊急搬送 

（□輸血用血液、医療用資機材の緊急供給 

（□各種応急対策要員・資機材の緊急輸送 

（□道路被災等による孤立危険のある地区への輸送 

その他ヘリコプターによ

る応急活動を想定した環

境整備 □各庁舎、消防署・所、公立八鹿病院、小・中・義務教育学校等防災活動

拠点施設における空中からの識別のためのヘリサイン整備、維持・点検 

□主要施設チェックリストの作成、更新 

□ヘリポート開設のための資機材の備蓄、維持・点検 

□予定施設周辺環境整備（車両進入路標識整備、地域団体との協力協定

締結等） 

※ 資料５－２ ヘリコプター臨時離着陸場適地一覧  
第３ 関係機関・民間団体・事業所との連携強化 

計画名 計画のあらまし 
緊急輸送活動（車両・船

舶）に関する連携・協力

体制の整備 □警察署との協議に基づく緊急通行使用予定車両の事前届出の促進等 
□緊急輸送活動応援協力事業者・団体の把握、協定締結、実施要領作成 
□緊急輸送活動業務委託予定業者・団体の把握、協定締結、実施要領作

成 
緊急輸送道路確保作業協

力体制の整備 □国、県等各道路管理者との応援協力体制の確立 
□県建設業協会南但支部との緊急輸送道路確保作業協力協定の締結、要

領作成等 
□区間の振り分け等初動対応要領の作成 
□交通規制実施のための資機材（交通情報板、セーフティコーン等）の

確保・調達体制の整備 
交通支障箇所に関する情

報提供協力体制の確保 □ＪＲ西日本との情報提供協力体制の確保 
□日本郵便、ライフライン機関等との情報提供協力体制の確保 
□道の駅ようか但馬蔵、道の駅やぶ及び道の駅但馬楽座との情報提供協

力体制の確保 
□コンビニエンスストア、新聞配達店、運送業者等との交通支障箇所に

関する情報提供協力体制の確保 
航空輸送に関する協力体

制の整備 □県、関係業者等との協議に基づく航空輸送応援協力体制の確立 
□航空輸送実施要領の作成 
□航空輸送応援協力事業者・団体の把握 
□協力協定の締結  
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総予－61 

第４章 防災力の向上 

第１節 自主防災組織の整備 

第１ 計画の方針 

１ とりまとめ責任担当部 

危機管理室 
 

２ 基本方針 

 市の有する「地域としての災害危険性」に即して、被害を最小限にとどめるために必要な災害対策

活動を適時適所に実行し得ることを目標として、南但消防本部と連携し、以下の３点を重点に自主防

災組織の育成を行う。 

なお、自主防災組織の育成に当たっては、女性や若者の参加、昼夜別々の組織編成の検討、地域的

偏りの防止と専門家や経験者の活用等に留意するよう促すものとする。 

(1) 自主防災組織の 100％結成促進・強化等 

(2) 安全・安心コミュニティファイル及び地区防災計画作成支援 

(3) 地域における相互協力体制の確立 

 

第２ 具体的な施策の展開 

１ 自主防災組織の 100％結成促進・強化等 

計画名 計画のあらまし 
地域特性に応じた自主防災

組織の育成及び活動支援 □区・自治会を単位とした組織化促進 
□モデル地域の指定や優良組織の表彰制度の創設 
□救助用資機材、消火用資機材、通信機器等の整備助成 
□防災訓練実施のための支援 
（□風水害並びに内陸直下型地震、南海トラフ巨大地震を想定した危険

予想箇所の想定、訓練 
□自主防災組織育成計画等の作成及びその育成、指導の推進 
（□啓発資料の作成 
（□各種講演会、懇談会等の実施 
（□情報の提供 
（□各コミュニティへの個別指導・助言 
（□各コミュニティにおける訓練、研修会の実施 
（□活動拠点施設の整備等 

女性消防団の強化  □地域における消防団の補完消防力としての団員の資質向上と装備強化 
リーダーとなる人材の育成 □リーダーの発掘 

（□講習会、安全・安心コミュニティファイル、地区防災計画作成支援

等を通じて各種コミュニティ活動の中心的な人材の発掘 

（□消防職員ＯＢ、警察官ＯＢ等の人材の発掘 

□リーダーの育成 

※ 第３節第２の２「防災リーダーシップの確立」参照 
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２ 安全・安心コミュニティファイル及び地区防災計画作成支援 

計画名 計画のあらまし 
安全・安心コミュニティ

ファイルの作成支援 □コミュニティファイルの目的 

（□自主防災組織構成員自身による地域の点検 

（□得られた情報の提供 

□コミュニティファイルの主な項目 

（□防災資機材・物資編、施設編、危険箇所編、団体編、人材編、要配

慮者編、地図編 

地区防災計画作成支援 □計画の基本的考え方 

（□地域コミュニティ主体のボトムアップ型計画 

（□地区の特性に応じた計画 

（□継続的に地域防災力を向上させる計画 

（□個別避難計画との整合及び訓練等による一体的運用（個別避難計画

が作成されている避難行動要支援者が居住する地区の場合） 

□地区防災計画の項目の例 

 

３ 地域における相互協力体制の確立 

計画名 計画のあらまし 
自主防災組織相互の連携

促進 □行政地区を単位とした区・自治会自主防災組織相互の連携促進 
□市内区・自治会自主防災組織相互の連携促進 
□市外区・自治会自主防災組織との交流促進 

要配慮者通所・入所施設、

事業所自衛消防組織等相互

交流促進 □相互交流のための協議会の設置の促進 
□個別相互交流活動の支援の促進 

消防本部、消防団との連

携方策の確立 □自衛消防組織、自主防災組織を含めた常備・非常備消防連携協議会の

設置 
□連携方策の検討、作成   
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第２節 施設、事業所防災組織の整備 

第１ 計画の方針 

１ とりまとめ責任担当部 

危機管理室 
 

２ 基本方針 

 市の有する「地域としての災害危険性」に即して、被害を最小限にとどめるために必要な災害対策

と速やかな地域経済立て直しのための復旧・復興対策を適時適所に実行し得ることを目標として、南

但消防本部及び県等関係機関と連携し、以下の３点を重点に施設、事業所防災組織の整備・強化、並

びに事業継続計画（ＢＣＰ）等の作成支援を進める。 

なお、事業推進に当たっては、国家戦略特区事業プロジェクトとの連携・活用を積極的に進める。 

(1) 施設、事業所防災組織の整備・強化 

(2) 地域における相互協力体制の確立 

(3) 事業継続計画（ＢＣＰ）等の作成支援 

 

第２ 具体的な施策の展開 

１ 施設、事業所防災組織の整備・強化 

計画名 計画のあらまし 
施設、事業所等自主防災

組織の整備 □自衛消防組織の充実（消防計画、事業所防災計画作成、防災訓練実施

のための指導強化） 
（□風水害並びに内陸直下型地震、南海トラフ巨大地震を想定した危険

予想箇所の想定、訓練 
□事業所自主防災組織の結成促進 
□地域の防災訓練への参加 
□物資の備蓄 
□テレワークや時差出勤、計画的休業等の災害時の従業員の不要不急の

外出を抑制するための環境整備 
国家戦略特区事業をモデ

ルとした事業所防災組織

の整備 □市内各事業所における自衛消防組織の実践モデル化 
（□防災士、通訳案内士、ツアーガイド資格各種防災関連資格取得の奨

励 
（□実践的訓練プログラムの開発、実施 
□その他国家戦略特区事業参加事業所における上記に準じた試み 

 

２ 地域における相互協力体制の確立 

計画名 計画のあらまし 
要配慮者通所・入所施設、

事業所自衛消防組織、地域

内自主防災組織間相互交流

促進 
□相互交流のための協議会設置促進 
□個別相互交流活動の支援、促進 

消防本部、消防団との連

携方策の確立 □自衛消防組織、自主防災組織を含めた常備・非常備消防連携協議会の

設置 
□連携方策の検討、作成 
□従業員の消防団への加入、消防団活動が円滑に行われるようにするた

めの配慮等消防団を中核とした地域防災力の充実強化への協力 
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総予－64 

計画名 計画のあらまし 
国家戦略特区事業を核と

した相互協力体制の確立 □各事業所自衛消防組織における市内外ネットワークの形成 
（□市内事業所自衛消防組織の相互交流のための協議会設置推進 
（□要配慮者利用施設支援のための協議会設置推進 
（□近隣市町事業所自衛消防組織との相互応援協定の締結 
□その他国家戦略特区事業参加事業所における上記に準じた試み 

 

３ 事業継続計画（ＢＣＰ）等の作成支援 

計画名 計画のあらまし 
事業所防災計画の作成支援 □国家戦略特区事業参加事業所における事業所防災計画作成例の紹介 

（□防災体制の整備 
（□防災訓練の実施 
□各事業者団体等との連携による作成の促進・支援 
□南但消防本部が行う作成指導との連携 
□その他県等関係機関・団体が行う作成支援事業との連携 

市内中小企業等における

事業継続計画（ＢＣＰ）

の作成支援 □国家戦略特区事業参加事業所における事業継続計画（ＢＣＰ）作成例

の紹介 
（□予想被害からの復旧計画策定 
（□各計画の点検・見直し 
（□燃料・電力等の重要なライフラインの供給不足への対応 
（□取引先とのサプライチェーンの確保等 
□各事業者団体等との連携による作成促進・支援 
□その他県が行う作成支援事業との連携   
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第３節 個人の防災力の向上 

第１ 計画の方針 

１ とりまとめ責任担当部 

危機管理室 
 

２ 基本方針 

市の有する「地域としての災害危険性」に即して、災害時に住民一人ひとりが自らを守り、家族の

安全を確保し、そして自らの地域における人的・物的被害を軽減し、相互に助け合えるよう、以下の

４点を重点に個人の防災力の向上を図る。 

なお、個人の防災力の向上策の立案、実施に当たっては、救出・救護等における要配慮者への的確

な対応、被災時の男女のニーズの違い等男女双方の視点に十分配慮するものとする。 

(1) 防災知識の普及・啓発 

(2) 防災リーダーシップの確立 

(3) 防災教育の充実 

(4) 災害伝承の掘り起こし、継承 

 

第２ 具体的な施策の展開 

１ 防災知識の普及・啓発 

計画名 計画のあらまし 
防災イベントの開催及び

それと連携した計画的な

教育及び広報活動の展開 

□全国的に実施される以下の防災イベントの時期並びに昭和 34 年伊勢湾

台風被災体験を忘れないために制定された「９月 26 日」を中心に年間

を通じて計画的な教育及び広報を実施 

（□「１月減災月間」 

（□「１月 15 日～21 日防災とボランティア週間」 

（□「１月 17 日防災とボランティアの日」 

（□「１月 17 日ひょうご安全の日」 

（□「３月 11 日追悼式」 

（□「６月１日～７日がけ崩れ防災週間」 

（□「８月 30 日～９月５日防災週間」 

（□「９月１日防災の日」 

□市地域防災計画ダイジェスト版を作成・配布し、防災意識の高揚を図る 

□専門家（風水害においては気象防災アドバイザー等）の知見の活用 

「広報やぶ」・市ホームペ

ージ、ＣＡＴＶの活用等 □「広報やぶ」の活用 
（□市地域防災計画、災害予防及び災害要警戒期に重点を置いた防災に

関する記事等の掲載 
□市ホームページの活用 
（□市地域防災計画、災害履歴等防災情報サイトの開設 
□ＣＡＴＶの活用 
（□防災情報番組の提供 
□図書室等における市地域防災計画、防災関係図書・資料の充実 
□ひょうご防災ネットの活用 
□ひょうご防災特別推進員の派遣等による普及 

要配慮者等に関する防災

広報の推進 □外国語、点字、テープ等による要配慮者等向け防災パンフレット等の

作成・配布 
□住民向け要配慮者等の安全確保支援のための周知 



第２編 第１部 第４章 防災力の向上 

総予－66 

計画名 計画のあらまし 
自主防災組織の研修、啓発 □水害、土砂災害、雪崩災害、竜巻、地震等に関する基本的知識の習得 

□気象予警報（特に各種特別警報、竜巻注意情報）発表時の身を守る行

動等の住民等への呼びかけに必要な知識の習得 
□救助用資機材、消火用資機材、通信機器等の操作の習熟 
□風水害並びに内陸直下型地震、南海トラフ巨大地震を想定した危険予

想箇所の想定、訓練 
□人と防災未来センター等普及啓発施設の活用 
□県ホームページの活用 
（□公開されている洪水、土砂災害、ため池災害等による危険箇所等を

示すＣＧハザードマップ 
【参考】 普及・啓発すべ

き防災知識の例 

□市内の防災対策 

□災害に関する知識と過去の災害事例 

□災害に対する平素の心得 

（□地盤災害等地域における現在の想定を超える巨大地震の発生や規模

の大きな地震の連続発生、各災害が複合的に発生する可能性もある

ことなど、様々な災害危険性の把握 

（□地域の災害リスクや、自分は災害に遭わないという思い込み（正常

性バイアス）等に関する知識 

（□家屋等の点検、家具の転倒防止、飛散防止フィルムの貼り付け等室

内の整理点検 

（□家族内の連絡体制の確保（被災地域住民に係る安否情報の確認やメ

ッセージの送信が可能な「災害用伝言ダイヤル（１７１）」の活用

等） 

（□火災の予防 

（□応急救護等の習得 

（□避難の方法（避難路、避難場所の確認、警戒レベルに応じた避難の

タイミング、指定緊急避難場所や安全が確認された親戚宅・ホテ

ル・自宅等の多様な避難場所、自身の置かれた状況に即した適切な

避難行動の選択（立退き避難、屋内安全確保、緊急安全確保）、安

全な避難路、居住する市町内での避難が困難な場合の広域避難等）

や必要性（安全な場所にいる人まで避難場所に行く必要がないこ

と） 

（□食料、飲料水、物資の備蓄（最低でも３日分、可能な限り１週間分

程度） 

（□非常持出品の確認（貴重品、携帯ラジオ、懐中電灯、衣類、応急医

薬品、非常食、マスク・消毒液等の衛生用品等） 

（□自動車へのこまめな満タン給油  

（□自主防災組織の育成 

（□避難行動要支援者及び外国人等への配慮 

（□ボランティア活動への参加等 

（□兵庫県住宅再建共済制度（フェニックス共済）及び地震保険への加

入の必要性 

（□ひょうご防災ネット（メール配信）への加入、エリアメールの活用

等、災害情報収集の必要性 

（□飼い主による家庭動物との同行避難や避難所での飼養についての準

備等 

（□指定避難所や仮設住宅、ボランティアの活動場所等において、被災

者や支援者が性暴力・ＤＶの被害者にも加害者にもならないよう

「暴力は許されない」という意識 

□災害発生時の心得 

（□気象予警報や避難情報（避難指示等）についての正しい理解と、そ

れに基づく的確な行動 

（□出火防止と初期消火 
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計画名 計画のあらまし 
（□自宅及び周辺地域の被災状況の把握 

（□救助活動 

（□インターネット・テレビ・ラジオ等による情報の収集（ただし、災

害時における通信量の増加を抑制するため不要不急な通信は控え

る。） 

（□避難行動上の注意事項 

（□避難実施時に必要な措置 

（□避難場所での行動 

（□自主防災組織の活動 

（□自動車運転中及び旅行中等の心得等 

（□安否情報の確認のためのシステムの活用 

（□広域避難の実効性を確保するための、通常の避難との相違点を含め

た広域避難の考え方 

（□家屋が被災した際に、片付けや修理の前に、家屋の内外の写真を撮

影するなど、生活の再建に資する行動 

 

２ 防災リーダーシップの確立 

計画名 計画のあらまし 
リーダーズマニュアルの

作成、活用等 □関係機関との連携によるリーダーズマニュアルの作成、活用 

（□防災上重要な施設の管理者、自主防災組織リーダー等を対象 

□研修会、講習会等への参加促進 

（□防災上重要な施設の管理者、自主防災組織リーダー等を対象 

（□特に市長及び幹部職員については、県が実施する専門的な研修等を

活用するなど、防災対応能力の向上 

職員・住民等への各種資

格取得の促進等 □職員・住民等への各種資格取得の促進 

（□防災士、無線従事資格者、気象予報士、手話通訳、外国語通訳等 

□自己申告によるノウハウ台帳の作成、維持 

□県が開設する「ひょうご防災リーダー講座」を活用した自主防災組織

のリーダーなど地域の防災の担い手の育成 
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３ 防災教育の充実 

計画名 計画のあらまし 
小・中・義務教育学校、高

校、認定こども園等におけ

る体系的かつ地域の災害リ

スクに基づいた防災教育の

推進 
□教職員に対する防災教育の充実（研修等の機会を通じて） 
（□浸水、土砂災害、雪崩災害、竜巻に関する基本的事項 
（□地震に関する基本的事項 
（□風水害、地震等発生時及び各種予警報等発表時の緊急行動その他

様々な災害から自らの命を守るために、適切に判断し、主体的に行

動する態度の育成に関する事項 
（□応急処置の方法 
（□教職員の業務分担 
（□園児・児童・生徒の下校（園）時等の安全確保方法 
（□学校（園）に残留する園児・児童・生徒の保護方法 
□園児・児童・生徒に対する防災教育（学級活動の時間又は特別活動の

時間などを通じて） 
（□浸水、土砂災害、雪崩災害、竜巻に関する基本的事項 
（□地震に関する基本的事項 
（□風水害、地震等発生時及び各種予警報等発表時の緊急行動 
（□応急処置の方法 
（□園児・児童・生徒の下校（園）時等の安全確保方法 
（□高校生徒を中心としたボランティア参加の促進 
□災害対応マニュアルの作成、見直し 
□学校（指定避難所）における非常食等の備蓄の推進 
□避難所運営に関わる市職員・自主防災組織との連携強化 
（□教育委員会・学校等・地域との連絡会議の設置 
（□避難所運営業務に係る課題の検討・ルールづくり 
□県ホームページの活用 
（□公開されている洪水、土砂災害、ため池災害等による危険箇所等を

示すＣＧハザードマップ 
職員向け防災教育の推進 □専門研修等の実施 

（□市地域防災計画、市強靭化地域計画、職員災害初動マニュアルの周

知徹底 

（□「フェニックス防災システム操作研究会」への担当職員派遣（ｅ ラ

ーニングの活用を含む。） 

（□円山川、八木川、大屋川、建屋川避難判断水位（特別警戒水位）到

達情報に関する知識 

（□浸水、土砂災害、雪崩災害、竜巻に関する基本的事項 

（□地震後の要警戒事項についても留意した風水害に関する基礎知識 

（□内陸直下型地震、南海トラフ巨大地震に伴い発生すると予想される

地震動に関する知識 

（□地震に関する一般的な知識 

（□地震、風水害等防災対策として現在講じられている対策に関する知識 

（□今後防災対策として取り組む必要のある課題 

□危機管理に対する意識の高揚を図るための機会を捉えた教育等の実施 

□人と防災未来センター等普及啓発施設の活用 

□県ホームページの活用 

（□公開されている洪水、土砂災害、ため池災害等による危険箇所等を

示すＣＧハザードマップ 

□避難所指定に関わる学校と市危機管理室・自主防災組織との連携 

□学校防災計画策定に関する課題整理と調整 
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計画名 計画のあらまし 
事業所向け防災教育の推進 □市地域防災計画の周知徹底 

□事業所向け防災研修の実施 

□事業所向け防災ハンドブックの作成 

（□特にホテル等宿泊、観光事業者、福祉関係事業者 

□人と防災未来センター等普及啓発施設の活用 

□県ホームページの活用 

（□公開されている洪水、土砂災害、ため池災害等による危険箇所等を

示すＣＧハザードマップ 

 

４ 災害伝承の掘り起こし、継承 

計画名 計画のあらまし 
平成 16 年台風 23 号災害

の教訓の掘り起こし、継

承 

□「平成 16 年台風 23 号災害を忘れない」ためのイベント等の開催 

□防災教育、研修への活用 

（□防災リーダーズマニュアルへの記載 

（□小・中・義務教育学校、高校、認定こども園等における防災教育へ

の活用 

（□職員向け防災教育への活用 

（□事業所向け防災教育への活用 

（□実践型防災訓練への活用 

□自主防災組織、集落単位の平成 16 年台風 23 号災害の教訓の掘り起こ

し、継承 

（□災害記録の掘り起こし 

（□各構成員の議論を通じた災害教訓の抽出 

その他養父市が経験した

災害記録等の掘り起こ

し、教訓の継承 □郷土史における災害関係記述の検証 

□各集落に伝わる災害に関する記録、言い伝え等の掘り起こし 

□養父市版失敗学のすすめ 

□その他上記に準ずる事業の実施 

阪神・淡路大震災の教訓

の発信と継承 

□毎年１月 17 日「ひょうご安全の日」における各種イベントの実施 

□復興 10 年総括検証・提言事業の成果の活用 

□阪神・淡路大震災記念「人と防災未来センター」の運営支援 

（□センターの資料、展示、交流の各部門の防災力向上策への活用 

（□各種主催イベント等への参加 

□阪神・淡路大震災の教訓を踏まえて創設された「兵庫県住宅再建共済

制度」の普及推進 

□阪神・淡路大震災教訓冊子「伝える」（平成 27 年度改訂）の活用 

※ 資料１－１－１ 平成 16 年台風 23 号の災害記録  
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第４節 防災訓練の実施 

第１ 計画の方針 

１ とりまとめ責任担当部 

危機管理室 
 

２ 基本方針 

 市の有する「地域としての災害危険性」に即して、被害を最小化し、被害の迅速な回復を図るため

の災害対策活動を円滑に実施し得ることを目標として、以下の２つを重点に地域の災害リスクに基づ

いた実践的な防災訓練を年１回以上実施するよう努める。 

なお、防災訓練の立案、実施に当たっては、救出・救護等における高齢者、障がい者、外国人、乳

幼児、妊産婦等の要配慮者への的確な対応、被災時の男女のニーズの違い等男女双方の視点に十分配

慮するものとする。 

また、新型コロナウイルス感染症を含む感染症の拡大のおそれがある状況下での災害対応に備え、

感染症対策に配慮した避難所開設・運営訓練を積極的に実施する。 

(1) 総合防災訓練の充実 

(2) 個別訓練の充実 
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第２ 具体的な施策の展開 

１ 総合防災訓練の充実 

計画名 計画のあらまし 
県が行う総合防災訓練等

への参加 □他市町で実施される県主催総合防災訓練への職員・消防団員等の派遣 
□関西広域連合府県及び連携県が共同で行う広域応援訓練への職員・消

防団員等の派遣 
□県主催総合防災訓練の誘致 

市としての総合防災訓練

の実施 □災害種別ごとの訓練設定 
（□災害対策本部設置、運営 
（□交通規制及び交通整理 
（□避難準備及び避難誘導、避難所の運営 
（□倒壊建物等からの救助・救出 
（□トリアージ及び後方搬送を中心とした救護・応急医療 
（□ライフライン復旧 
（□各種火災消火 
（□水防活動訓練 
（□道路復旧、障害物の除去 
（□物資集配拠点の開設及び緊急物資の輸送 
（□無線による被害情報の収集・伝達 
（□被災建築物応急危険度判定、被災宅地危険度判定 
（□仮設トイレ組み立て及びその他類似施設の確保 
（□仮設構造物の設営 
（□応急給水 
（□炊き出し及び物資調達 
□訓練参加機関 
（□市 
（□所管国・県等関係機関 
（□高校等教育機関 
（□関係団体 
（□自主防災組織 
（□ボランティア組織 
（□住民 
□図上演習の実施 
（□災害対策基幹職員の研修、各課・各機関との連携習熟 
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２ 個別訓練の充実 

計画名 計画のあらまし 
職員非常参集訓練の充実 □本部初動対応要員（緊急時指定職員を含む。）を中心とした無告知、

緊急地震速報活用を想定した非常参集訓練の定期的な実施 
□全職員参加による同時多発的な道路の寸断や火災の発生を想定した非

常参集訓練の実施 
情報伝達、非常通信訓練

の充実 □市ホームページ、庁内ＬＡＮ等による情報伝達訓練の定期的な実施 
□有線通信による情報伝達訓練の定期的な実施 
□県、関係機関・団体等との通信を確保するための非常通信訓練の定期

的な実施 
地域防災訓練等の充実 □各庁舎（地域局）を単位とした防災訓練の定期的な実施 

□地域と学校が連携した小学校区単位の防災訓練の定期的な実施 
□地区を単位とした防災訓練の定期的な実施 
□学校等における避難、誘導等実践的な防災訓練の定期的な実施 
□施設等における施設防護及び拠点機能発揮訓練の定期的な実施 
□自主防災組織、自衛消防組織、福祉関係施設相互の連携 
（訓練項目は総合訓練に準ずる。） 

各部局・各防災関係機関

による個別対策項目訓練

の実施 □各対策項目実施要領習熟のための訓練の定期的な実施 
（□図上訓練（対策のシミュレート訓練、他機関との連携訓練） 
（□複合災害を想定した訓練 
（□災害ボランティアの受入訓練 
（□要配慮者への情報伝達、避難誘導訓練 
（□帰宅困難者への対応訓練 
（□広域避難訓練 
（□緊急消防援助隊や警察災害派遣隊との合同訓練 
□各対策項目実施要領点検・修正のための訓練の定期的な実施 
（訓練項目は総合訓練に準ずる。）  
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第５節 調査・研究 

第１ 計画の方針 

１ とりまとめ責任担当部 

危機管理室 
 

２ 基本方針 

市の有する「地域としての災害危険性」に即して、被害を最小化し、被害の迅速な回復を図るため

の災害対策活動を円滑に実施し得ることを目標として、以下の３点を重点として、災害に関する調

査・研究の充実に努める。 

(1) 県はじめ関係機関との情報交換等の実施 

(2) 防災に関する図書・資料等の収集・整理・公開 

(3) 市の地域防災特性をより正確に把握するための調査 

 

第２ 具体的な施策の展開 

１ 県はじめ関係機関との情報交換等の実施 

計画名 計画のあらまし 
県等関係機関への防災資

料提供協力の要請 

□県災害対策局への防災資料収集協力の要請 

□但馬県民局との防災資料の交換 

□その他県出先機関との防災資料の交換 

他市町村との防災資料交

換の積極的な推進 

□平成 27 年９月関東・東北（鬼怒川の氾濫等）豪雨被災市町との防災資

料の交換 

□平成 28 年熊本地震被災市町との防災資料の交換 

□平成 30 年７月豪雨（岡山県倉敷市真備の洪水害等）被災市町との防災

資料の交換 

□令和元年房総半島台風（台風第 19 号）被災市町との防災資料の交換 

□令和２年７月豪雨（球磨川の氾濫や土砂災害等）被災市町との防災資

料の交換 

□その他市町村との地域防災計画等防災資料の交換 

 

２ 防災に関する図書・資料等の収集・整理・公開 

計画名 計画のあらまし 
防災関連図書の収集、整

理等 

□平成 27 年９月関東・東北豪雨、平成 28 年熊本地震、平成 30 年７月豪

雨、令和元年房総半島台風、令和２年７月豪雨等関連の研究報告書、

出版物、資料等の収集、整理 

□市職員向け防災関連図書ライブラリーの整備 

□公民館図書室における住民向け防災関連図書ライブラリーの整備支援 

防災カルテ等の整備 □住民自身によるコミュニティレベル（自治会単位、学校区などの単

位）の防災カルテ、防災マップ作成の促進 
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３ 市の地域防災特性をより正確に把握するための調査 

計画名 計画のあらまし 
災害タイプ別対応に関す

る調査・研究 □河川洪水時対応に関する調査・研究 
□土砂災害対応に関する調査・研究 
□雪崩災害対応に関する調査・研究 
□地下水汚染防止対策に関する調査・研究 
□鉄道事故等大規模事故災害対応に関する調査・研究 
□原子力発電所過酷事故発生時の災害対応に関する調査・研究 

被災者救援対策に関する

調査・研究 □要配慮者の安全確保に関する調査・研究 
□災害応急対策、災害復旧・復興対策に伴う法的問題の調査・研究 
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第５章 災害ボランタリー活動の支援体制の整備 

第１節 一般ボランティアの登録・支援等計画 

第１ 計画の方針 

１ とりまとめ責任担当部 

健康福祉部 
 

２ 基本方針 

 市の有する「地域としての災害危険性」に即して、災害時適時適所に一般ボランティアの受入れを

行い得ることを目標として、ボランティアの自主性を尊重しつつ、以下の２つを重点に必要な災害ボ

ランティアの活動環境の整備を行う。実施に当たっては、市社会福祉協議会、日本赤十字社、ボラン

ティア団体及びＮＰＯ等との連携を図るとともに、中間支援組織（ＮＰＯ・ボランティア等の活動支

援や活動調整を行う組織）を含めた連携体制の構築を図る。 

(1) ボランティアセンター本部設置体制の整備 

(2) ボランティア活動に関するＰＲ 

 

第２ 具体的な施策の展開 

１ ボランティアセンター本部設置体制の整備 

計画名 計画のあらまし 
市社会福祉協議会等との

災害ボランティア支援協

定の締結等 □ボランティアセンター本部設置要領の作成 

□ボランティアコーディネーター等リーダーの育成・確保 

□市社会福祉協議会、日本赤十字社、市内外ボランティア団体、ＮＰ

Ｏ、ＮＧＯ等との連携 

□市社会福祉協議会の本部設置予定スペースにおける非常用設備の強化

（電源、電話差込口、パーティション、黒板等） 

ボランティア活動支援・

受入れ体制の整備 □受入れ体制の整備 

（□関係各部職員等の資質の向上 

（□貸出可能な資機材等の把握 

（□各機関との総合調整 

□支援体制の整備 

（□県モデルに基づく養父市災害ボランティア活動支援マニュアルの作

成 

（□ボランティア保険の加入促進 

（□その他市社会福祉協議会の活動支援 

□ボランティア対応に関する市職員等の資質の向上 

ボランティア登録の推進 □福祉関係ボランティア（手話通訳、点字奉仕等） 

□文化サークルによるボランティア 

□女性防火クラブによるボランティア 

□地域団体・業種団体によるボランティア 

□高校等学校、事業所によるボランティア 

防災訓練へのボランティ

ア参加の推進 □県主催総合防災訓練への関係ボランティアの参加支援 

□市が実施する各種防災訓練へのボランティアの参加推進 

（□ボランティアの受入れ訓練 

（□ボランティアと市や地域住民等が連携した訓練 

資機材等の確保 □貸出可能な資機材の把握及び貸し出しに関する手続きの整備 

□資機材の備蓄 

□資機材確保に係る協定の締結 
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計画名 計画のあらまし 
情報共有会議の整備・強

化 □ボランティアの活動環境の整備を推進するとともに、そのための意見交

換を行う情報共有会議の整備・強化を、研修や訓練を通じて推進 
 

２ ボランティア活動に関するＰＲ 

計画名 計画のあらまし 
ボランティア意識の普

及・ＰＲ 

□１月 17 日「防災とボランティアの日」、１月 15 日～21 日「防災とボ

ランティア週間」における各種イベント等の実施 

□ボランティアに関する相談、情報提供窓口の設置 

□ボランティアに関する各種研修、講座等の開催 

学校教育におけるボラン

ティア活動の促進 

□小・中・義務教育学校、高校の｢総合的な学習｣科目における普及・啓

発 

□ボランティアサークル等の活動の支援、促進 

□ＰＴＡによるボランティア活動の支援、促進  
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第２節 専門ボランティアの登録・支援等計画 

第１ 計画の方針 

１ とりまとめ責任担当部 

危機管理室 
 

２ 基本方針 

 市の有する「地域としての災害危険性」に即して、災害時適時適所に専門ボランティアの受入れを

行い得るよう必要な環境整備を行う。 

(1) 専門ボランティアの登録促進 

(2) 専門ボランティアの受入体制の整備 

 

第２ 具体的な施策の展開 

１ 専門ボランティアの登録促進 

計画名 計画のあらまし 
各種専門ボランティアの

登録促進 □関係各部、各機関との総合調整 
□事業所、業種別団体との協力体制の確保 

 

２ 専門ボランティアの受入体制の整備 

計画名 計画のあらまし 
各種専門ボランティア受

入要領の整備 □関係各部、各機関との総合調整 

□被災建築物応急危険度判定士 

□被災宅地危険度判定士 

□砂防ボランティア（県土木ＯＢ等を中心に組織） 

□防災エキスパート（国土交通省ＯＢを中心に組織） 

□山地災害情報協力員（県下で 106 名登録 令和３年５月末現在） 

□外国語通訳ボランティア（県国際交流協会及び市内国際交流関係団

体・大手事業所等と連携し組織） 

□カウンセラ－（関係団体、市内社会福祉施設等と連携し組織） 

□福祉関係専門ボランティア（関係団体、市内社会福祉施設等と連携し

組織） 

□アマチュア無線 

□その他各部が担当する専門分野ごとのボランティア  
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 総予－78

第２部 堅牢でしなやかな地域防災基盤の整備 

第１章 水害の防止施設等の整備 

第１節 計画の方針 

第１ とりまとめ責任担当部 

まち整備部・産業環境部 
 

第２ 基本方針 

災害に強いまちづくり・地域づくりの一環として、兵庫県総合治水条例（平成 24 年３月 21 日兵庫

県条例第 20 号）の基本理念に基づき、水害の防止施設等の整備並びに雨水流出抑制施策の実施を関

係各部、県・国等関係機関と連携・協力し、総合的に進める。 

 

第２節 具体的な施策の展開 

第１ 河川改修等水害防止施設等の整備 

計画名 計画のあらまし 
県管理河川の改修促進 □県管理河川（養父土木事務所）の円山川、八木川、出合川、大屋川、

明延川、小佐川の早期改修の促進 

□その他県管理河川の逐次整備の促進 

□水門、樋門等の河川構造物の改築、改良の促進（耐震性向上） 

□特に、土砂・流木による被害の危険性が高いと想定される河川におい

ては、土砂・流木捕捉効果の高い透過型・部分透過型砂防堰堤等の整

備 

市管理河川の改良・改修 □河川改良・改修事業必要箇所の調査 

□防災上緊急性の高いものから順次整備 

（□築堤護岸整備、河川改良・改修工事 

内水（河川に排水できず

にはん濫した水）排除施

設の整備等 □山本都市下水ポンプ場の更新・整備 

□京口ポンプ場の更新・整備 

□下網場地区の雨水・生活排水・農業用水の八木川への排水系統の整備 

□排水路の改修整備事業 

□水路・水溝の浚渫工事 

□排水ポンプ施設の点検・整備 

ため池改修（補強）事業

等の推進 □定期的な点検・調査の実施、管理者への危険箇所の対策の指導 

□堤体の崩壊、湧水の発生が見受けられるため池のうち県の「防災重点

農業用ため池」に位置付けられたため池の補修、補強及び改修事業等

の推進 

□用途不要となったため池の速やかな廃止手続きと対策工事等の推進 

□水辺環境整備、消防水利活用のための付帯設備の整備等、多目的利用

の推進 

□決壊した場合の浸水区域に家屋・公共施設等が存在し、被害を与える

おそれのあるため池について、緊急時の迅速な状況把握や避難行動に

つなげる対策として、緊急連絡体制の整備等を推進するとともに、ハ

ザードマップの作成・周知等、避難に係る判断に必要な情報を地域住

民等に提供 
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第２ 雨水流出抑制施策の推進 

計画名 計画のあらまし 
公共土木事業における雨

水流出抑制施策の推進 □道路や公園等の透水性アスファルト舗装、浸透側溝、雨水貯留施設等

整備の検討 
□公共施設や公共空地における雨水貯留施設の整備検討 
□その他公共土木施設整備における上記に準じた整備検討 

公共施設や民間大規模施

設における雑用水等への

雨水活用の推進 □公共施設における雑用水等への雨水利用システムの導入の推進 
□民間大規模施設における上記に準じた整備の促進 

開発行為における雨水流

出抑制施策の推進 □防災調整池の整備 
□透水性舗装や雨水浸透枡の施工・設置の推進 
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 総予－80

第２章 地盤災害の防止施設等の整備 

第１節 土砂災害防止施設等の整備 

第１ 計画の方針 

１ とりまとめ責任担当部 

まち整備部 
 

２ 基本方針 

災害に強いまちづくり・地域づくりの一環として、以下のとおり産業環境部等関係各部、県・国等

関係機関と連携・協力し、総合的に進める。 
(1) 法指定危険区域の指定促進及び土砂災害防止施設等の整備 

(2) 宅地造成等の規制及び災害危険区域対策の実施 

(3) 土砂災害による警戒避難体制等の確保 
 

第２ 具体的な施策の展開 

１ 法指定危険区域の指定促進及び土砂災害防止施設等の整備 

 計画名 計画のあらまし 
砂防施設の整備等 □土石流危険渓流等の調査に基づく砂防指定地の指定の促進 

□砂防指定地内における土砂掘削、立木竹の伐採等有害行為の制限 
□荒廃渓流における砂防ダム・流路工等砂防施設の整備の促進 
□砂防指定区域の点検、住民に対する土砂予防対策の普及・啓発 

地すべり防止施設の整備

等 □地すべり危険箇所の調査に基づく地すべり防止区域並びに必要な場合

の土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域の指定の促進 

□地すべり防止区域内における切り土・盛り土等有害行為の制限 

□危険度の高い箇所から順次地すべり防止工事の実施の促進 

□「豊かなむらを災害から守る月間」及び「土砂災害防止月間」（６月

１日～６月 30 日）を中心に、年間を通して地すべり防止区域の点検、

住民に対する地すべり防止対策の普及・啓発 

急傾斜地崩壊防止施設の

整備等 □危険箇所の定期的点検、調査に基づく急傾斜地崩壊危険区域並びに必

要な場合の土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域の指定の促進 
□急傾斜地崩壊危険区域内における土砂掘削、立木竹の伐採、切り土・

盛り土等崩壊助長行為の制限 
□危険度の高い箇所から順次急傾斜地崩壊対策事業の実施の促進 
□危険区域周辺住民に対する急傾斜地崩壊防止対策の普及・啓発 
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２ 宅地造成等の規制及び災害危険区域対策の実施 

 計画名 計画のあらまし 
宅地造成等の規制 □危険な状態にある宅地の調査に基づく宅地造成工事規制区域の指定の

促進 

□宅地造成工事に対する常時パトロールの強化 

□無許可工事、手抜き工事等違反工事の発見、通報体制の整備 

□梅雨期、台風期等における宅地防災パトロールの実施 

□要危険宅地所有者等関係者への防災措置指導 

（□防災措置についての文書による指導 

（□宅地所有者等関係者の聴聞、勧告 

（□宅地造成等規制法第 14 条の規定に基づく工事の停止、宅地の使用禁

止及び必要措置の命令 

（□宅地造成等規制法第 17 条に基づく改善命令 

□住民に対する地域自主防災体制づくり等土砂災害予防対策の普及・啓

発 

林地開発危険区域の規制 □集落に隣接する急傾斜地での宅地開発や土砂採取事業の規制 
□集落、農地などが散在する上流域における二次災害が予想される箇所

での宅地開発行為の規制及び制限  
災害危険区域対策の実施 □危険箇所の調査に基づく建築基準法第 39 条に基づく「県災害危険区域

に関する条例」による、災害危険区域の追加指定要望 

□災害危険区域内における各種建築規制等災害防止対策の実施指導 

□災害危険区域内の住宅の除去又は移転の促進 

（□住宅の除去に要する経費の国・県・市助成 

（□住宅の建設に要する経費の国・県・市助成 

 

３ 土砂災害による警戒避難体制等の確保 

※ 第３部第４章第２節第２「土砂災害による警戒避難体制の確保等」による。  
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第２節 治山施設及び土地改良施設の整備等 

第１ 計画の方針 

１ とりまとめ責任担当部 

産業環境部・まち整備部 
 

２ 基本方針 

災害に強いまちづくり・地域づくりの一環として、まち整備部等関係各部、県・国等関係機関と連

携・協力し、以下のとおり総合的に進める。 

(1) 治山施設及び土地改良施設の整備等 

(2) 山地に起因する災害防止対策の普及啓発等 

(3) 土砂災害による警戒避難体制等の確保 

 

第２ 具体的な施策の展開 

１ 治山施設及び土地改良施設の整備等 

計画名 計画のあらまし 
治山事業の推進 □国・県の助成を受けながら以下のとおり治山事業の推進に努める 

（□荒廃地の現況を把握し対策計画を策定し、崩壊地復旧及び土砂流出

防止のための治山事業を緊急度の高いものから計画的に施行 
（□山地災害危険地区について、毎年台風襲来期に総点検を行い、緊急

箇所については、治山事業を重点的に実施 
保安林整備事業 □国・県の事業について、保安林整備事業の推進への協力 

（□保安林は、土砂崩壊、流出の防止及び保水等の役割を果たすため、

流域保全上その整備が重視されており、保安林の維持改良への協力 
（□必要に応じて、新たな保安林の指定の推進 

土地改良施設等の維持・

管理等 □防災機能を持つ農林道の維持・管理 
□防災機能を持つ農業用排水路の維持・管理 
□防災機能を持つ農業集落排水処理場・管路の維持・管理 

 

２ 山地に起因する災害防止対策の普及啓発等 

計画名 計画のあらまし 
山地に起因する災害防止

対策の普及啓発等 □山地災害危険地区における警戒避難体制の整備 

□山地災害危険地区周辺住民に対する危険箇所の周知徹底 

□防災知識の普及啓発 

（□県ホームページ掲載の危険箇所の紹介 

（□「豊かなむらを災害から守る月間」（６月１日～６月 30 日）を中心

に防災思想の周知徹底 

（□「土砂災害防止月間」（６月１日～６月 30 日）を中心に防災思想の

周知徹底 

住民やボランティア等に

よる自発的な住民参画型

森林整備の実施 □森林組合等への委託事業 
（□集落周辺裏山の森林整備や簡易防災施設整備等に必要な資機材費 
（□危険木等の伐採に係る森林組合等への委託費の支援 

 

３ 土砂災害による警戒避難体制等の確保 

※ 第３部第４章第２節第２「土砂災害による警戒避難体制の確保」による。 
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第３節 地盤の液状化対策 

第１ 計画の方針 

１ とりまとめ責任担当部 

まち整備部 
 

２ 基本方針 

「地域としての災害危険性」に即し、必要な地盤の液状化対策について、以下の２点を重点にして

その促進に努める。 

(1) 液状化に関する情報の提供 

(2) 液状化対策工法の実施促進 

 

第２ 具体的な施策の展開 

１ 液状化に関する情報の提供 

計画名 計画のあらまし 
液状化に関する情報の提供  □各種調査から得られた地盤情報の各地域局、経営政策課での公開等公

開体制の整備 
□各種調査から得られた地盤情報の市ホームページへの掲載検討 
□重点的かつ優先的に液状化対策を実施すべき区域等の指定 
（□密集市街地、緊急輸送道路等沿道区域を想定 
（□面的整備事業、各種整備事業の促進 
（□在宅要配慮者居住住宅の液状化対策の促進 

 

２ 液状化対策工法の実施促進 

計画名 計画のあらまし 
液状化対策工法の実施促

進 □地盤に液状化の可能性がある場合、次の対策を指導 
（□一体の鉄筋コンクリート造の布基礎の設置 
（□締固め、置換、固結等有効な地盤改良の実施 
（□基礎杭を設置  
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第３章 防災基盤・施設等の整備 

第１節 計画の方針 

第１ とりまとめ責任担当部 

危機管理室 
 

第２ 基本方針 

地震が発生した場合の直接的被害を極力軽減することや災害応急対策を的確かつ迅速に実施するた

め、市は県と連携し、地震防災対策特別措置法に基づく避難地、避難路、消防用施設等、地震防災上

緊急に整備すべき施設等について年次計画を定め、その整備推進又は促進に努める。 
これらの整備推進又は促進に当たっては、施設全体が未完成であっても、一部の完成により相応の

効果が発揮されるよう整備の順序及び方法について考慮するものとし、また、災害応急対策等の内容

と十分調整のとれたものとする。 
 

第２節 具体的な施策の展開 

第１ 地震防災緊急事業五箇年計画の推進 

市は、県と連携し、次に掲げる施設等について、地震防災緊急事業五箇年計画において年次計画を

定め、その整備推進又は促進に努めるものとする。 
区分 所管部名 

市 県 
１ 避難地 まち整備部 県土整備部、企画県民部 
２ 避難路 まち整備部 県土整備部、企画県民部 
３ 消防用施設 危機管理室、まち整

備部、産業環境部 県土整備部、企画県民部 
４ 消防活動が困難である区域の解消

に資する道路 まち整備部 県土整備部 
５ 緊急輸送を

確保するため

必要な道路、

交通管制施設、

ヘリポート 
緊急輸送道路 まち整備部 県土整備部 
緊急輸送交通管制施

設 まち整備部、危機管

理室 県警本部、県土整備部、企画県民部、 
緊急輸送ヘリポート まち整備部、危機管

理室 県土整備部、企画県民部 
６ 共同溝、電線共同溝等の電線、水

管等の公益物件を収容するための施

設 まち整備部、産業環

境部 県土整備部 
７ 公的医療機関その他政令で定める

医療機関のうち、地震防災上改築又

は補強を要するもの 健康福祉部 健康福祉部 
８ 社会福祉施設のうち、地震防災上

改築又は補強を要するもの 健康福祉部 健康福祉部 
９ 公立小・中・義務教育学校のう

ち、地震防災上改築又は補強を要す

るもの 教育部 教育部 
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区分 所管部名 
市 県 

10 第７号から第９号までに掲げるも

ののほか、不特定多数の者が利用す

る公的建築物のうち、地震防災上改

築又は補強を要するもの 

まち整備部、産業環

境部他 県土整備部、農政環境部他 
11 河川管理施

設 

河川管理施設 まち整備部 県土整備部 
12 砂防施設、

保安施設、地

すべり防止施

設、急傾斜地

崩壊防止施設

又はため池で

家屋密集地域

の地震防災上

必要なもの 

砂防施設 まち整備部 県土整備部 
保安設備 まち整備部 県土整備部 
地すべり防止施設 まち整備部、産業環

境部 県土整備部、農政環境部 
急傾斜地崩壊防止施

設 

まち整備部 県土整備部 
ため池 産業環境部 農政環境部 

13 地域防災拠点施設 危機管理室 企画県民部 
14 防災行政無線設備その他の施設又

は設備 

危機管理室 企画県民部 
15 井戸、貯水槽、水泳プール、自家

発電設備、その他の施設又は設備 

危機管理室、産業環

境部、教育部 企画県民部、企業庁、県土整備部、農

政環境部、教育部他 
16 非常用食料、救助用資機材等の物

資の備蓄倉庫 

危機管理室、教育部 企画県民部、県土整備部、農政環境

部、教育部他 
17 救護設備等地震災害時における応

急的な措置に必要な設備又は資機材 

健康福祉部 健康福祉部 
18 老朽住宅密集市街地に係る地震防

災対策 

危機管理室、まち整

備部 県土整備部 
 

第２ 地震防災緊急事業五箇年計画（令和３～７年度） 

本市では、総合的な防災対策を推進するために、地震防災対策特別措置法に基づき、令和３年度を

初年度とし令和７年度までを計画年度とする第６次地震防災緊急事業五箇年計画を策定し諸事業を展

開しているが、引き続き第６次五箇年計画の事業を促進する。 

 

第３ 防災基盤整備事業計画の作成等 

市は、消防防災施設整備事業及び緊急消防援助隊施設整備事業について、必要に応じて、防災基盤

整備事業計画の作成を検討する。 
なお、養父市域を対象として、その他に兵庫県の事業主体で砂防設備（砂防事業：県内 200 箇所）、

保安施設（治山事業：県内 130 箇所）、急傾斜地崩壊防止施設（急傾斜地崩壊対策事業：県内 100 箇

所）が計画されている。 
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第４章 都市（まち）の防災構造化の強化 

第１節 計画の方針 

第１ とりまとめ責任担当部 

まち整備部・産業環境部 
 

第２ 基本方針 

災害に強いまちづくり・地域づくりの一環として、都市（まち）の防災構造化を、以下の３点を重

点にして、総合的に進める。 
(1) 自然と共生した防災性の高い計画的な市街地整備 

(2) オープンスペースの確保  

(3) 防災施設の整備 
 

第２節 具体的な施策の展開 

第１ 自然と共生した防災性の高い計画的な市街地整備 

計画名 計画のあらまし 
都市計画マスタープラン

の策定、推進等  □養父市まちづくり計画及び県都市計画マスタープランに基づく「養父

市都市計画マスタープラン」の策定、推進 
□都市計画区域外地域における、「自立的な防災ブロック」整備の推進 

市街地ネットワークの強化 □道路の多方向アクセスの確保 
□道路、河川区間沿線建築物の不燃化促進等防災性・安全性の向上 
□難燃性樹木による街路樹の整備 

 

第２ オープンスペースの確保 

計画名 計画のあらまし 
公園・緑地の整備 □都市計画マスタープランの策定、推進 

□水辺空間、森林、農地等の地域資源を生かした公園・緑地の重点整備

による避難地の確保 
空地の集積・連坦化の推

進による防災ブロック内

防災活動拠点・避難施設

の確保 
□住宅密集地内における空地部分の集積・連坦化の推進 
（□公共施設接道部の緑化 
（□ポケットパークの整備 
□公共施設設置による防災活動拠点・避難施設の確保 

緑地・農地の保全 □各種緑地保全制度の活用 
□農地の各種施策の有効活用によるオープンスペース保全 
□開発事業に際しての緑の保全指導 
□国家戦略特区事業と連携した農地の保全 

都市公園の防災機能整備 □緊急消防援助隊、自衛隊派遣部隊受入れ拠点として必要な環境整備 
（□現行避難地指定の解除 
（□進入路の整備 
（□炊飯、宿泊・野営場所として必要な整備 
□応急仮設住宅建設候補用地として必要な環境の整備 
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第３ 防災施設の整備 

計画名 計画のあらまし 
広域避難地の整備 □避難圏域の各地点からの歩行距離が概ね２km 以内となる公園、緑地、

広場その他公共空地の確保 

避難路の整備 □避難地又はそれに相当する安全な場所へ通じ、避難者の迅速かつ安全

な避難行動を確保するために必要な構造を有する道路、緑地又は緑道

の整備 

□複数の避難経路が確保できるよう、網目状に構成 

□避難圏域内の各地点から避難路までの距離が概ね 500ｍ以内となるよ

う配置 

避難地・避難路の耐震不

燃化等 □避難地・避難路周辺の建築物の耐震不燃化 
□避難の障害となる落下物への必要な措置の実施 

避難地・避難路の周知 □避難計画の策定 
□避難誘導標識及び避難地等の案内板の設置 
□防災マップの配布や広報活動、訓練等の実施 

無電柱化の推進 □道路管理者やライフライン事業者と連携し、避難路や緊急輸送道路な

ど防災上重要な経路を構成する道路について、道路の閉塞、電力の供

給停止、住宅・建物の損壊等を防ぐための計画的な無電柱化の推進  
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第５章 建築物等の耐震性の確保 

第１節 建築物の耐震性の強化 

第１ 計画の方針 

１ とりまとめ責任担当部 

まち整備部 
 

２ 基本方針 

建築物の耐震化の推進に当たっては、災害応急対策活動や医療活動の拠点となる施設、避難や緊急

物資輸送のための施設等の確保、地震動による人的・物的被害の最小化の観点から、以下の４点を重

点にして施策の実施にあたる。 

(1) 防災拠点施設及び不特定多数利用者施設における非構造部材を含む耐震性の強化 

(2) 一般建築物の耐震化の促進 

(3) 社会基盤施設の老朽化対策の推進 

(4) 空家対策の推進 

 

第２ 具体的な施策の展開 

１ 防災拠点施設及び不特定多数利用者施設における非構造部材を含む耐震性の強化 

計画名 計画のあらまし 
市庁舎及び各種応急対策

活動拠点となる学校等市

有建物の災害予防対策 □既存建築物の耐震診断・改修の推進（特に昭和 56 年建築基準法施行令

改正施行前の既存不適格建築物） 

□非常用電源、飲料水備蓄等バックアップ設備の整備、防災設備の充実 

□配管設備類の固定化、敷地内の排水施設及び擁壁等の整備 

□段差部のスロープ化など要配慮者に配慮した施設、設備の整備 

□施設の維持管理のための台帳、図面、手引きの整備 

医療救護、避難施設とな

る建築物、社会福祉施設

等の災害予防対策 □市庁舎及び各種応急対策活動拠点となる市有建物に準ずる措置の整備

の促進 

学校、病院、劇場、ホテ

ル、大規模店舗等不特定

多数の者が使用する建築

物の安全確保 
□対象建築物の台帳の整備 

□昭和 56 年建築基準法施行令改正施行前の既存不適格建築物に対する耐

震診断・耐震改修の促進 

□防災査察の実施及び結果に基づく指導、助言 

老朽化した市営住宅の防

災対策 □老朽化市営木造住宅の耐火構造建替えによる耐震化 
□その他の老朽化市営住宅の耐震診断・改修の推進 

重要施設への供給ライン

の耐震化 □３次医療機関等の人命に関わる重要施設への供給ラインの重点的な耐

震化 
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２ 一般建築物の耐震化の促進 

計画名 計画のあらまし 
重点的かつ優先的に耐震

性能を図るべき区域等の

指定及び建築物等の安全

確保 
□密集市街地、緊急輸送道路等沿道区域、地盤劣悪地域を想定 

（□昭和 56 年建築基準法施行令改正施行前の既存不適格建築物実態調査

の実施 

（□耐震設計や耐震診断・改修等災害防止対策の公的助成の実施 

（□面的整備事業、各種整備事業の促進 

□在宅要配慮者居住住宅の耐震化促進 

住宅の耐震化の促進 □県による「ひょうご住まいの耐震化促進事業」（住宅耐震化補助、部

分型耐震化補助、住宅建替補助）の活用促進 

□市内建築関係団体等の協力による建築物相談所、防災診断等の実施 

□住宅耐震化の促進のためのパンフレットの作成、配布 

□事業者及び住民向け各種講座・イベント等の開催 

宅地防災対策の実施 □宅地造成等規制法及び都市計画法に基づく規制、技術的指導の実施 
□県等関係機関との連携による災害警戒期におけるパトロ－ルの実施 

 

３ 社会基盤施設の老朽化対策の推進 

計画名 計画のあらまし 
社会基盤施設の老朽化対策 □「ひょうごインフラ・メンテナンス 10 箇年計画」に基づく、急速な老

朽化が懸念される社会基盤施設の点検・評価の実施 

□計画的・効率的な修繕・更新などの老朽化対策の実施及び社会基盤施

設の健全性の確保 

 

４ 空家対策の推進 

計画名 計画のあらまし 
適切に管理されていない老

朽化空家対策 

□災害による倒壊等の被害が予測される老朽化空家等の状況確認 

□「養父市空家等対策計画」に基づく適切な管理 
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第２節 ブロック塀等対策及び落下物対策 

第１ 計画の方針 

１ とりまとめ責任担当部 

まち整備部 
 

２ 基本方針 

地震による二次的被害の軽減を図るため、ブロック塀等対策及び落下物対策を総合的に進める。 
 

第２ 具体的な施策の展開 

１ ブロック塀等対策 

計画名 計画のあらまし 
生け垣化の推進 □道路沿道における安全対策及び環境整備のための生垣づくり補助 

□生活環境緑化の補助（集会所敷地、公園、広場等へ植栽する場合） 

□地域景観条例制定の検討 

□パンフレットの配布、ポスター等による住民への啓発 

定期点検の実施等の促進 □パンフレットの配布、ポスター等による住民への啓発 

□施工技術の啓発 

危険度調査の実施及び改

善指導 □幹線道路及び通学路を対象とした危険度調査の実施 

□安全点検パトロール 

□パンフレットの配布、ポスター等による住民への啓発 

□既存塀の補強・改善、危険なブロック塀の撤去等の指導 

 

２ 落下物対策 

計画名 計画のあらまし 
学校等公共施設における

落下物危険の防止 □大規模補修、新築時の安全ガラスの採用 

□既存建築物の飛散防止用フィルムの装着 

□屋内家具、備品等の固定、転倒防止措置 

□その他安全点検調査の実施、危険箇所の改善 

不特定多数の人が集まる

施設における落下物危険

の防止 □学校等公共施設に準ずる措置の実施促進 

各家庭屋内落下物危険の

防止 □広報やぶ、市ホームページ、ＣＡＴＶ等を通じた屋内落下物危険、安

全対策のＰＲ 

□防災訓練や講演会などによる広報活動 

□在宅要配慮者世帯への家具等固定・転倒防止支援 

（□住民ボランティアの組織 

（□関係団体への協力体制確保 

□県による「防災ベッド等設置助成事業」の活用促進 

道路上における落下物危

険の防止 □緊急輸送道路、避難路等指定路線における実態調査の実施 

□危険建物所有者等に対する改善指導 

□安全点検パトロール 

□パンフレットの配布、ポスター等による住民への啓発 

□据え付けの悪い自動販売機や立枯れしている樹木等の所有者、管理者

に対する転倒、倒壊防止措置の普及啓発の実施 

空家対策 □適切な管理がされておらず、災害による被害が想定される空家等の状

況の確認に努めるとともに緊急に安全を確保するための必要最小限の

措置として、必要に応じて、外壁等の飛散のおそれのある部分や、応

急措置の支障となる空家等の全部又は一部の除却等の措置を実施  
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第６章 交通関係施設の整備 

第１節 道路施設の整備 

第１ 計画の方針 

１ とりまとめ責任担当部 

まち整備部・産業環境部 
 

２ 基本方針 

市の有する「地域としての災害危険性」に即して、「突発型」、「予知型」いずれの発生タイプの

災害時にも、被害を最小限にとどめ、利用者の安全を確保することを目標として、各道路管理者・関

係機関と相互に連携・協力し、以下の３点を重点に必要な整備を行う。 

(1) 道路及び橋梁の耐災害性強化 

(2) 道路の整備 

(3) 道路災害予防のためのソフト環境整備 

 

第２ 具体的な施策の展開 

１ 道路及び橋梁の耐災害性強化 

計画名 計画のあらまし 
緊急輸送道路指定路線を

はじめとする道路網の耐

災害性強化 □日常点検、臨時点検に基づく改修、補修の実施 
□崩土等危険箇所調査に基づく防災補修工事の実施 
□早期改良の不可能な箇所における迂回路の整備 

災害に強い橋梁の整備 □橋梁点検調査に基づく架替、橋脚の補強等の実施 
□耐震橋梁の改良・整備 

水害等に備えた道路、橋

梁の災害予防及び維持改

修 □洪水等による水位の増加に対し安全な高さの確保 
□排水能力に配慮した改良・整備 
□危険箇所の調査、把握に基づく改修、補修の実施 

林道・農道の災害予防  □林道の保全・整備 
□林道老朽橋梁の架け替え、補強 
□農道の保全・整備 

重要物流道路の道路啓開

等の対策 □重要物流道路及びその代替・補完路における、国による道路啓開や災

害復旧の代行制度の活用検討 
 

２ 道路の整備 

計画名 計画のあらまし 
幹線道路の整備促進 □国道９号、国道 483 号、国道・県道の改良・整備の促進 

□代替路の確保 

生活道路の整備 □山間集落等に至る道路の拡幅・トンネル等の改良・整備 

□未整備道路や狭隘道路の解消 

□交差点改良や路面排水の充実 

自転車道・歩道の整備 □道路整備計画における自転車道・歩道の併設の推進 

□歩車道間の段差の解消等バリアフリーに対応した改修の推進  
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３ 道路災害予防のためのソフト環境整備 

計画名 計画のあらまし 
道路標識等の整備 □道の駅等における道路情報提供装置の整備 

□避難、緊急輸送等災害時活動を想定したサインシステムの検討 
交通安全施設の災害予防

促進 □老朽信号機、道路標識等の更新 
応急復旧用資機材の備

蓄・調達体制の整備 □関係機関・関係事業者との事前配置体制の確保 
□応急復旧用資機材の備蓄 

道路通行規制実施体制の

確立 □道路通行危険区間における規制基準の実効性の確保 
□上記区間・基準等の周知及び通行規制実施体制の確立 

道路利用者への広報 □大規模地震発生時における留意事項のＰＲ 
□その他災害未然防止のための留意事項、防災知識のＰＲ 

「道の駅」道路情報提供

装置設置の促進 
（再掲） □設置候補施設 

（□道の駅ようか但馬蔵 
（□道の駅やぶ 
（□道の駅但馬楽座 
□提供情報 
（□道路規制情報 
（□渋滞情報 
（□気象情報   
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第２節 鉄道施設等の整備 

第１ 計画の方針 

１ とりまとめ責任担当部 

危機管理室 
 

２ 基本方針 

市の有する「地域としての災害危険性」に即して、鉄道施設における災害発生の未然防止、施設・

設備被災による機能支障を最小限にとどめ、利用者・来訪者の安全確保を図るとともに、速やかな災

害復旧を確保することを目標として、西日本旅客鉄道㈱、全但バス㈱は、以下の３点を重点に必要な

整備を行う。 

(1) 施設建物、設備の防災性能向上 

(2) 災害予防のためのソフト環境整備 

(3) バスの災害予防対策 

なお、全但バス㈱は、鉄道施設に準じて、災害予防対策を行う。 

 

第２ 具体的な施策の展開 

１ 施設建物、設備の防災性能向上 

 計画名 計画のあらまし 
鉄道施設の維持、改良 □橋梁の維持、補修及び改良・強化 

□法面、土留の維持、補修及び改良・強化 
□トンネルの維持、補修及び改良強化 
□建物等の維持、修繕 
□落石、倒木等危険及び不良箇所の点検・整備 

 

２ 災害予防のためのソフト環境整備 

計画名 計画のあらまし 
鉄道災害予防のためのソ

フト環境整備 □災害類型別初動マニュアルの整備 
□防災教育の実施 
□異常時想定訓練、防災設備取扱訓練等の実施 
□災害対策用資機材等及び資材置場等の確保 
□災害時広報活動の迅速な実施のための事前準備 

降雨に対する対策 □降雨による災害の発生のおそれがある場合における的確な情報・連絡

等の徹底 
□状況により必要な場合の列車の運転速度制限、運転一時見合わせ、線

路点検等の実施 
強風に対する対策 □強風のおそれがある場合又は強風を感知した場合の状況により必要な

場合の列車の運転一時見合わせ、風の状態確認、風の落ち着きを待っ

て運転の再開 
降積雪に対する対策 □降積雪の全般的な状況の迅速な把握 

□必要な場合の的確な除雪手配及び情報・連絡等の徹底 
 

３ バスの災害予防対策 

計画名 計画のあらまし 
全但バス㈱の災害予防対

策 □輸送に直接関係する建物、保安施設、無線局等の耐震対策 
□バス車両無線の全車両搭載への計画的な取組み 
□災害時応急復旧体制の整備 
（□災害要請に基づく派遣車両、乗務員の確保体制の整備 
（□異常時想定訓練、防災設備取扱訓練等の実施 
（□マニュアルの充実 
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第７章 ライフライン関係施設の整備 

第１節 電力施設の整備等 

第１ 計画の方針 

１ とりまとめ責任担当部 

危機管理室 
 

２ 基本方針 

 市の有する「地域としての災害危険性」に即して、電力施設の機能支障を最小限にとどめ、速やか

な災害復旧を確保することを目標として、関西電力㈱、関西電力送配電㈱は以下の２点を重点に必要

な環境整備を行う。 

(1) 施設の耐災害性強化 

(2) 災害予防のためのソフト環境整備 

 

第２ 具体的な施策の展開 

１ 施設の耐災害性強化 

計画名 計画のあらまし 
関西電力㈱、関西電力送

配電㈱の設備面の災害予

防 □要注意箇所における電力設備の台風・洪水、雷害等安全対策及び耐震

対策 
□樹木接触、看板接触等による漏電の防止措置 
□電力の安定供給（電力各社間の供給応援体制） 

 

２ 災害予防のためのソフト環境整備 

計画名 計画のあらまし 
関西電力㈱、関西電力送

配電㈱の災害予防のため

のソフト環境整備 □災害発生時に講ずべき対策等の体系的整理及び復旧の迅速化に資する

社内ルールやマニュアル等の整備、従業員への周知 

□防災訓練の実施（社内訓練及び市・県等の総合訓練への参加） 

□従業員の防災教育 

□定期的な工作物の巡視・点検の実施 

□災害対策用資機材等の確保及び整備・点検 

□災害復旧用施設及び設備の整備 

□通信設備の確保 

□災害時広報活動の迅速な実施のための事前準備 

□自治体との協調（地方の防災会議等への参画、最低年１回の連絡窓口

等の相互確認の実施等） 

□各電力会社・一般送配電事業者、関連工事会社等との応援協力体制の整

備 

□安定的な電力供給に向けた連携強化（倒木等による送配電網への支障を

防止するための事前伐採等）  
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第２節 ＬＰガス供給設備の整備等 

第１ 計画の方針 

１ とりまとめ責任担当部 

危機管理室（南但消防本部関連業務のとりまとめ） 
 

２ 基本方針 

 市の有する「地域としての災害危険性」に即して、ＬＰガス施設における災害発生の未然防止はも

とより、施設・設備被災による機能支障を最小限にとどめ、速やかな災害復旧を確保することを目標

として、一般社団法人兵庫県ＬＰガス協会（但馬ブロック地域防災事業所）及び各ＬＰガス供給事業

者が、以下の２点を重点に必要な整備を行うよう、南但消防本部並びに産業環境部等関係各部、警察

署、県産業労働部産業企画局産業保安課等関係機関と連携・協力し促進する。 

(1) 施設の耐災害性強化 

(2) 災害予防のためのソフト環境整備 

 

第２ 具体的な施策の展開 

１ 施設の耐災害性強化 

計画名 計画のあらまし 
貯蔵・供給施設の耐災害

性強化 □主要構造物の耐震化 

□耐震性の高いフレキシブル配管の導入促進 

□強度の地震にも耐える容器の転落転倒防止対策の検討、対応 

□災害時にＬＰガス容器の流出及びガス漏洩を防ぐ放出防止型高圧ホー

スの普及 

□集中監視システムの導入 

（□電話回線等によって 24 時間消費先のガス漏れを監視 

（□震度情報の収集、福祉の緊急通報システム（救急コール）にも活用 

□その他諸法規・基準に基づく安全装置、遮断装置の設置等安全対策の

実施 

中核充填所の設置 □大規模災害時の安定的供給確保のため県下 12 か所に設置 

（□ＬＰガス自家用発電機・衛星通信配備 

 

２ 災害予防のためのソフト環境整備 

計画名 計画のあらまし 
保安管理体制の確立 □緊急事態発生時における職務範囲の明確化等組織体制の確立 

□各種初動マニュアル、応急復旧マニュアル等の整備 
□資機材の点検・備蓄、調達体制の整備 
□社員等関係者に対する防災教育の徹底 
□各種災害を想定した防災訓練の実施 

近畿ＬＰガス連合会参加

各ＬＰガス協会との相互

協力体制の確立 □大阪府、奈良県、京都府、和歌山県、滋賀県、福井県の各ＬＰガス協

会の相互支援協定による大規模災害時の相互支援体制の整備 
災害防止のための普及・

啓発活動の実施 □各市町との災害支援協定の締結推進 
□避難所に指定される各小・中・義務教育学校・高校への炊き出し・発

電等用ＬＰガスを備蓄できる災害対応用バルクシステム導入の要請 
□各自治体開催の各種イベントへの積極的な参加による一般消費者向け

の、ＬＰガス自動車とＬＰガス発電機の普及啓発   



第２編 第２部 第７章 ライフライン関係施設の整備 

 総予－96

第３節 電気通信施設の整備等 

第１ 計画の方針 

１ とりまとめ責任担当部 

危機管理室 
 

２ 基本方針 

 市の有する「地域としての災害危険性」に即して、通信施設の機能支障を最小限にとどめ、速やか

な災害復旧を確保することを目標として、以下の２点を重点に各事業者（西日本電信電話㈱［㈱ＮＴ

Ｔドコモ関西支社 、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ㈱を含む。以下同じ］、ソフトバン

ク㈱、ＫＤＤＩ㈱）が必要な環境整備を行う。 

(1) 施設の耐災害性強化 

(2) 災害予防のためのソフト環境整備 

 

第２ 具体的な施策の展開 

１ 施設の耐災害性強化 

計画名 計画のあらまし 
西日本電信電話㈱の設備

面の災害予防 □豪雨、洪水等のおそれがある地域の電気通信設備等の極力耐水構造化 
□暴風又は大雪のおそれがある地域の電気通信設備等の耐風又は耐雪構

造化 
□主要な電気通信設備が設置されている局舎、建物の耐震及び耐火構造化 
□主要な電気通信設備について予備電源設備の設置 
□主要市町村間の各ルートの伝送路の整備 
□主要区間の伝送路の有線及び無線による２ルート化 
□災害対策機関等の通信回線の２ルート化 
□その他バックアップ対策 
□災害対策用機器の配備 

その他通信事業者・移動

通信事業者の設備面の災

害予防 □西日本電信電話㈱に準ずる整備 
 

２ 災害予防のためのソフト環境整備 

計画名 計画のあらまし 
西日本電信電話㈱の災害

予防のためのソフト環境

整備 □防災準備体制の整備 

□防災教育及び防災訓練の実施 

□災害対策用資機材等の確保 

□災害対策用資材置場等の確保 

□災害時広報活動の迅速な実施のための事前準備 

□広域応援体制の整備 

□災害用伝言ダイヤル（１７１）の活用、充実 

その他通信事業者・移動

通信事業者の災害予防の

ためのソフト環境整備 □西日本電信電話㈱に準ずる整備 

安定的な電気通信に向け

た連携強化 □県、市との相互連携の強化（倒木等による電気通信網への支障を防止

するための事前伐採等）   



第２編 第２部 第７章 ライフライン関係施設の整備 

総予－97 

第４節 水道施設の整備等 

第１ 計画の方針 

１ とりまとめ責任担当部 

まち整備部 
 

２ 基本方針 

 市の有する「地域としての災害危険性」に即して、上水道施設の機能支障を最小限にとどめ、速や

かな災害復旧を確保すること、並びに被災時における迅速な応急給水活動を行うことを目標として、

以下の２点を重点に必要な環境整備を行う。 

(1) 施設の耐災害性強化 

(2) 災害予防のためのソフト環境整備 

 

第２ 具体的な施策の展開 

１ 施設の耐災害性強化 

計画名 計画のあらまし 
上水道施設の耐災害性強化 □主要構造物の耐震化 

□複数水源・非常用電源等バックアップ設備の整備 
□耐震性の高い工法、管材料・継ぎ手の採用 
□石綿セメント管等老朽管の更新 
□その他機械設備や薬品管理における予防対策 

給水装置・受水槽の耐震化 □避難所、病院等防災上重要な施設の優先的耐震化の推進 
□利用者への給水装置・受水槽の耐震化指導 

 

２ 災害予防のためのソフト環境整備 

計画名 計画のあらまし 
上水道施設管理用図書等

の非常時対策 □水道システム基本情報に関する耐災害性強化 
□水道システム基本情報、管理図書のバックアップに関する整備 
□応急復旧用地図の作成 

上水道施設災害対策用資

機材等の整備 □公立八鹿病院等大口需要者向け加圧給水車の整備 
□小・中・義務教育学校等拠点施設への応急給水用給水タンクの設置 
□応急給水用資機材の備蓄、調達体制の整備 
□応急復旧用資機材の備蓄、調達体制の整備 

上水道施設応急対策マ

ニュアルの策定 □応急給水マニュアル 
□応急復旧マニュアル 
□災害時広報マニュアル 

上水道施設災害時連絡体

制等の確立 □県、隣接市町・水道事業者相互の電話、無線通信等による通信連絡網

の整備 
□市指定事業者との非常時協力協定の締結、実施要領の作成 
□緊急時連絡マニュアル等の作成   



第２編 第２部 第７章 ライフライン関係施設の整備 

 総予－98

第５節 下水道施設の整備等 

第１ 計画の方針 

１ とりまとめ責任担当部 

まち整備部 
 

２ 基本方針 

市の有する「地域としての災害危険性」に即して、下水道施設の機能支障を最小限にとどめ、速や

かな災害復旧を確保することを目標として、以下の２点を重点に必要な環境整備を行う。 

(1) 施設の耐災害性強化 

(2) 災害予防のためのソフト環境整備 

 

第２ 具体的な施策の展開 

１ 施設の耐災害性強化 

計画名 計画のあらまし 
下水道施設の耐災害性強化 □新耐震基準に適合しない施設の耐震診断及び必要な場合の耐震補強 

□設備の二元化、非常用電源等バックアップ設備の整備 
□ポンプ、配電盤等の冠水防止対策 
□可とう性、伸縮性のある継手の採用 
□地盤改良等による液状化対策の実施 

 

２ 災害予防のためのソフト環境整備 

計画名 計画のあらまし 
下水道施設管理用図書等

の非常時対策 □下水道台帳収納場所に関する耐災害性の強化 
□下水道台帳のバックアップに関する整備 
□応急復旧用地図の作成 

下水道施設災害対策用資

機材等の整備 □応急復旧用資機材の備蓄、調達体制の整備 
下水道施設応急対策マ

ニュアルの策定 □仮設トイレ確保、設置マニュアル 
□応急復旧マニュアル 
□災害時広報マニュアル 

下水道施設災害時連絡体

制等の確立 □県、隣接市町相互の電話、無線通信等による通信連絡網の整備 
□市指定事業者との非常時協力協定の締結、実施要領の作成 
□緊急時連絡マニュアル等の作成 



第２編 第２部 第８章 市の施設、社会福祉施設及び観光施設等災害予防対策の推進 

総予－99 

第８章 市の施設、社会福祉施設及び観光施設等災害予防対策の推進 

第１節 計画の方針 

第１ とりまとめ責任担当部 

危機管理室 
 

第２ 基本方針 

市の有する「地域としての災害危険性」に即して、施設の被害を最小限にとどめ、利用者・来訪者

の安全確保を図るとともに、各地域において要配慮者支援のための活動拠点となることを目標とし

て、各施設の管理者・事業者と連携・協力し、以下の２点を重点に必要な整備を行う。 

(1) 施設建物、設備の防災性能向上 

(2) 非常時活動体制の整備・強化 

 

第２節 具体的な施策の展開 

第１ 施設建物、設備の防災性能向上 

計画名 計画のあらまし 
市立施設等における防災

点検の実施 □施設建物、設備等の耐震、防火、防水害等防災性能の調査・補強 
□防災設備の作動点検 
□事務用家具・備品類の固定 
□危険物等の安全管理 

□電算情報処理システムの災害対策計画の随時点検、見直し 
道の駅ようか但馬蔵におけ

る防災拠点機能整備 

（再掲） 

□被災者及び帰宅困難者向け災害情報提供拠点機能の整備 
□救援物資集配拠点機能の整備 

□緊急消防援助隊等集結等場所機能の整備 

□災害時対応型トイレの整備 
□駐車場、レストラン棟における帰宅困難者用避難所の指定・周知 
□救援物資受け入れ搬出施設兼用スペースの確保並びに応急対策用資機

材の備蓄 

□食料供給拠点の整備並びにランニングストックとしての食料・飲料水

・燃料等の備蓄 
□市内道の駅（道の駅やぶ、道の駅但馬楽座）及び全国道の駅施設相互

の災害情報収集・配信のためのネットワーク機能の活用方策の確立 
□広域的供給拠点 

民間施設における防災点

検の実施 □市立施設等に準ずる措置の促進 
要配慮者関連施設に係る

総合的な土砂災害対策の

実施 □県等関係機関との連携による県土保全事業の促進 
□県等関係機関との連携による要配慮者関連施設に対する総合的な安全

対策の促進 
（□土砂災害に関する情報の提供 
（□防災体制整備の指導等 

 



第２編 第２部 第８章 市の施設、社会福祉施設及び観光施設等災害予防対策の推進 

 総予－100 

第２ 非常時活動体制の整備・強化 

計画名 計画のあらまし 
防災計画・防災体制の見

直し □災害警戒時の防災情報収集・連絡体制の確立 
□災害種別ごとの防災マニュアルの整備 
□施設被災時の入所者・通所者一時避難、二次的受入れ先確保計画の作

成 
□各種障害に応じた「見やすい、分かりやすい」避難誘導標識・案内板

等の整備 
□実践的な防災訓練の定期的な実施 
□その他利用者・来訪者の安全確保を図るために必要な措置 

各施設周辺地域との交流

の推進 □区・自治会等周辺住民との日常的交流の促進 
□区・自治会、高校、事業所、団体等との相互支援協力体制の確保 
□その他地域ぐるみ緊急避難支援体制づくりの推進 

要配慮者支援拠点として

の整備 □福祉避難所、要配慮者優先避難所活用の促進 
□避難所としての住環境の整備 
□非常時に備えた食料、飲料水等の備蓄並びに緊急調達ルートの確保 
□パソコンネットワークの災害時活用方策の確立 
□その他救援活動拠点として必要な環境の整備 



第２編 第２部 第９章 文教関係施設等災害予防対策の推進 

総予－101 

第９章 文教関係施設等災害予防対策の推進 

第１節 学校施設等災害予防対策の推進 

第１ 計画の方針 

１ とりまとめ責任担当部 

教育部 
 

２ 基本方針 

 市の有する「地域としての災害危険性」に即して、児童・生徒及び利用者の安全を確保するととも

に、被災者支援のための避難所設置施設（指定施設の場合）として、また、応急教育対策を適時適所

に実施可能な体制を確立することを目標として、以下の２点を重点に環境整備を行う。 

(1) 非常時実施要領等の整備 

(2) 施設の耐震性の強化等 

 

第２ 具体的な施策の展開 

１ 非常時実施要領等の整備 

計画名 計画のあらまし 
小・中・義務教育学校防災

計画の整備 □各種災害類型別緊急出勤・配置計画 

□児童・生徒の安全確保及び避難 

□避難所開設及び運営要領（指定施設の場合） 

□ＰＴＡ等保護者、地域住民組織等との連携計画 

□地域事業者（商店、事務所、宿泊等事業者）との協力計画 

□防災訓練の実施 

高校防災計画の整備促進 □小・中・義務教育学校に準ずる事項 

生涯学習施設防災計画の

整備 □小・中・義務教育学校に準ずる事項 

災害時想定カリキュラム

等に関する調査・研究 □教科書が入手できるまでの期間における教育内容 

□避難所在住被災者との関係のあり方 

□こころのケアに関する配慮事項 

 

２ 施設の耐震性の強化等 

※ 第５章「建築物等の耐震性の確保」及び第８章「市の施設、社会福祉施設及び観光施設等災害

予防対策の推進」による。   



第２編 第２部 第９章 文教関係施設等災害予防対策の推進 

 総予－102 

第２節 認定こども園等災害予防対策の推進 

第１ 計画の方針 

１ とりまとめ責任担当部 

教育部 
 

２ 基本方針 

 市の有する「地域としての災害危険性」に即して、園児の安全を確保するとともに、応急保育対策

を適時適所に実施可能な体制を確立することを目標として、以下の２点を重点に環境整備を行う。 

(1) 非常時実施要領等の整備 

(2) 施設の耐震性の強化等 

 

第２ 具体的な施策の展開 

１ 非常時実施要領等の整備 

計画名 計画のあらまし 
認定こども園等防災計画

の整備 □各種災害類型別緊急出勤・配置計画 

□乳幼児の安全確保及び避難 

□要配慮者優先避難所開設期間における施設利用計画 

□要配慮者優先避難所開設及び運営要領 

□保護者、地域住民組織等との連携計画 

□地域事業者(商店、事務所、宿泊等事業者)との協力計画 

□防災訓練の実施 

応急保育計画に関する調

査・研究 □入園児以外の乳幼児を受け入れる期間における保育体制及び保育内容 

（認定こども園等以外の施設における応急保育体制を含む。） 

□要配慮者優先避難所在住被災者との関係のあり方 

□こころのケアに関する配慮事項 

 

２ 施設の耐震性の強化等 

※ 第５章「建築物等の耐震性の確保」及び第８章「市の施設、社会福祉施設及び観光施設等災害

予防対策の推進」による。 
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第３節 文化財災害予防対策の推進 

第１ 計画の方針 

１ とりまとめ責任担当部 

教育部 
 

２ 基本方針 

市内にある文化財は貴重な国民的財産であり、永く後世に伝え、保存継承するため、指定文化財に

対する消防設備の設置、耐震補強等の促進を図るとともに、万一の災害時にも被害を最小限にとどめ

るよう必要な予防施策の推進に努める。 
 

第２ 具体的な施策の展開 

１ 指定文化財に対する消防設備の設置、耐震補強等の促進 

計画名 計画のあらまし 
建造物災害予防対策 □各種法定防災設備未設置文化財への設置指導 

□既設防災設備の日常的点検及び不良箇所の修理等の指導、助言 
□必要な場合の耐震補強、免震対策等の促進 

美術工芸品災害予防対策 □耐火、耐震収蔵庫、保管庫への保存・保管の指導 
□必要な場合の自動火災報知設備、消火設備、避雷針等の設置の促進 

史跡、天然記念物災害予

防対策 □指定地域の保全 
□建造物の防災に準じた措置 

 

２ 地域全体として文化財保全を図るための仕組みづくり等 

計画名 計画のあらまし 
文化財の保全対策 □地域の文化財に対する保護や活用への意識の普及 

□文化遺産の分布状況や現況の把握 
□関係者間のネットワークづくり 

その他文化財保護対策の

推進 □文化財所有者、管理団体に対する防災組織の活用、災害時における防

災方法等防災措置の指導徹底 

□災害時における文化財の避難搬出計画の作成に関する指導、助言 

□文化財防火デー（１月 26 日）等における防災訓練実施に関する指導、

助言 

□消防本部、消防団をはじめ文化財防災関係機関の相互協力、連絡体制

の確立 

□災害時の救済・保護対策相談窓口の設置 

□民間組織を主体とした緊急レスキュー組織 

□緊急保管場所の検討   
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第３部 二次災害防止及び人的危険回避に関する備えの充実 

第１章 火災予防対策の推進 

第１節 火災予防計画 

第１ 計画の方針 

１ とりまとめ責任担当部 

危機管理室（南但消防本部関連業務のとりまとめ） 
 

２ 基本方針 

 市の有する「地域としての災害危険性」に即して、火災被害の大規模化、被害態様の複雑化・多

様化にも被害を最小限にとどめるために必要な火災予防施策の推進について、以下の４点を重点に

努める。 

(1) 消防水利の多様化と消防力の強化 

(2) 火災予防対策の推進 

(3) 初期消火体制の整備・強化 

(4) 林野火災予防対策の推進 

 

第２ 具体的な施策の展開 

１ 消防水利の多様化と消防力の強化 

※ 第１部第１章第２節「消防力の整備・強化」による。 
 

２ 火災予防対策の推進 

計画名 計画のあらまし 
一般住宅、事業所に対す

る防火指導の強化 □火気使用設備・器具等の安全化及び内装材料等の不燃化 
□薬品等による出火の防止のための保管適正化の指導 
□予防査察及び防火診断の実施 
□防火に関する知識及び地震に対する備えのＰＲ 
□地震発生から数日後の通電火災に対する出火対策の注意喚起 
□防火管理者の配置が必要となる防火対象物（学校、病院、工場等）に

対する防火管理者の選任及び消防計画の作成、避難訓練の実施の徹底 
□防火上の観点による建築物の新築審査の実施 

防火管理者・施設管理者

等に対する指導 □地震発生をも想定した消防計画の整備及び従業員への周知徹底 
□消防用設備等の維持管理の徹底 
□火気使用場所の環境整備及び可燃性物品の転倒落下防止措置 
□スプリンクラー設備等の適正な設置 
□法令義務のある旅館、ホテル、病院、飲食店等に対し防火対象物定期

点検報告制度の遵守、防火及び防災セイフティマーク表示の指導 
火災予防運動等の実施 □春秋２回の火災予防運動、危険物安全週間、文化財防火デーの実施 

□山火事予防運動、年末年始特別火災警戒 
□火災気象通報発令時の出火防止の緊急呼びかけ 
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３ 初期消火体制の整備・強化 

計画名 計画のあらまし 
防火管理者を置く事業所

に対する指導 □自衛消防組織による消火技術の習熟 
□消防用設備等の点検・整備 
□各種訓練の実施 

その他の事業所及び住民

に対する指導 □自主防災組織の結成及び活動強化の促進 
□地域における消火訓練への参加の促進 
□印刷物等の配布による防災行動力の向上 

自主防災組織、自衛消防

団・自衛消防隊の連携に

よる初期消火体制の整備 □連携モデル地区の選定 
□連携実施要領の作成 
□地域内連携・協力体制の確立促進 

女性消防団の強化等 
（再掲） □地域における消防団の補完消防力としての団員の資質向上 

□地域における防災サポーターとしての女性防火クラブの活動強化の促

進 
 

４ 林野火災予防対策の推進 

※ 第２節「林野火災予防計画」による。  
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第２節 林野火災予防計画 

第１ 計画の方針 

１ とりまとめ責任担当部 

産業環境部 
 

２ 基本方針 

 山火事発生等による森林被害の防止を図るため、森林レクリエーション地域並びに自然的条件に

より山火事等の森林被害が多発するおそれがある森林等について、森林火災発生の危険度の高い時

期を重点に住民への啓発を図るとともに、ひとたび火災が発生した場合に被害を最小限にとどめる

ために必要な消防力の整備と、林野火災予防施策の推進について、南但消防本部、森林組合等関係

機関と連携し、以下の３点を重点に努める。 

(1) 出火防止対策の強化 

(2) 初期消火体制の強化 

(3) 林野火災に備えた消防力強化 

 

第２ 計画の内容 

１ 出火防止対策の強化 

計画名 計画のあらまし 
林野火災に強い地域づく

りの推進 □防火線・防火林の整備等森林環境の整備 
□森林内及び周辺地域での火入れ作業、その他火気使用に関する指導 
□林野火災多発期等における監視パトロール等の実施 
□入山者、林内作業者に対する防火思想の普及 

山火事予防運動等の実施 □山火事予防運動（４月５日～４月 20 日）の実施 

□火災気象通報発令時の出火防止の緊急呼びかけ 

 

２ 初期消火体制の強化 

計画名 計画のあらまし 
森林組合等林野管理者等に

よる自衛消防体制の整備 □自衛消防隊その他防火組織による消火技術の習熟 
□消防用設備等の点検・整備 
□各種訓練の実施 
□市及び隣接市町・森林組合、建設事業者等との相互援助体制の確立 

その他の事業所及び住民

に対する指導 □自主防災組織の結成及び活動強化の促進 
□地域における消火訓練への参加の促進 
□印刷物等の配布による地域防災力の向上 

 

３ 林野火災に備えた消防力強化 

計画名 計画のあらまし 
林野火災用防火水槽の整備 □林野火災用消防水利マップの作成 

□消防水利確保困難地区への防火水槽、貯水槽の整備 
□その他ダム湖水、河川水等自然水利活用等消防水利の多様化の推進 

空中消火体制の整備 □空中消火用消防水利マップの作成 
□ヘリポート等活動拠点の整備 
□その他空中消火要請時に必要となる手順等の検討 

林野火災用資機材の整備 □林野火災用工作機器の点検、整備 
□可搬式消火機材等の点検、整備 
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第２章 災害時救助・救出体制の整備・強化 

第１節 計画の方針 

第１ とりまとめ責任担当部 

危機管理室（南但消防本部関連業務のとりまとめ） 
 

第２ 基本方針 

 市の有する「地域としての災害危険性」に即して、同時多発かつ大規模な災害時における多数事

案の救助・救出活動を適時適所に実施し得ることを目標として、以下の３点を重点に災害時救助・

救出体制の整備・強化を進める。 
(1) 市及び消防機関としての救助・救出体制の整備・充実 

(2) 地域としての救助・救出体制の整備 

(3) 県・警察・自衛隊等関係機関・団体との連携強化 
 

第２節 具体的な施策の展開 

第１ 市及び消防機関としての救助・救出体制の整備・充実 

計画名 計画のあらまし 
消防機関における救助・

救出用資機材等の整備・

充実 □高規格救急車の消防署・所への更新整備・充実 
□応急救護所用エアーテントの消防署・所への整備・充実 
□高度救助用資機材（ファイバースコープ、画像探索装置、夜間用暗視

装置、地中音響探知機等）の整備・充実 
□特殊災害時用資機材（陽圧式防護服、除染設備等）の整備・充実 

市における救助・救出用

資機材等の整備・充実 □市職員による初期救助・救出活動支援隊編成のために必要な資機材等

の各庁舎への配備・充実 
隊員の救助・救出技術の

向上 □救急救命士の養成、高度救命技術の習得 
□県広域防災センター「がれき救助訓練施設」等の活用による救助隊、

救急隊の育成・充実 
□救助・救出訓練の充実 

大規模災害時等想定訓練

の実施 □地震時想定（トリアージ、高度医療機関への広域搬送等） 
□水害時想定（救命ボート使用による） 
□特殊災害時想定（トリアージ、高度医療機関への広域搬送等） 

 

第２ 地域としての救助・救出体制の整備 

計画名 計画のあらまし 
消防団の救助・救出能力

の向上 □消防団への救助用資機材の配備（チェーンソー、削岩機、携帯用

ジャッキ、のこぎり、バール等） 
□消防団への応急救護資機材の配備（救急セット、担架、リヤカー等） 
□救助・救出技術の習得、訓練の実施 

自衛消防隊、事業所防災

組織の救助・救出能力の

向上 □消防団に準じた救助・救出能力の向上、資機材整備の促進 
自主防災組織等の救助・

救出能力の向上 □消防団に準じた救助・救出能力の向上、資機材整備の促進 
その他地域としての救

助・救出能力向上の促進 □ガソリンスタンド、コンビニエンスストア等との救助・救出活動等に

関する非常時協力協定の締結、要領の作成等 
（□資機材の提供 
（□活動支援要員の確保 
□消防ボランティアの登録制度の導入 
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第３ 県・警察・自衛隊等関係機関・団体との連携強化 

計画名 計画のあらまし 
建築・土木業関係団体と

の連携強化 □救助・救出活動等に関する非常時協力協定の締結、要領の作成等 
（□重機、資機材等の提供 
（□活動支援要員確の保 

南但馬警察署との連携強

化 □同時多発型救助事案に関する非常時協力要領の作成等 
□研究会等救助・救出技術向上のための交流の促進 

ヘリコプターによる救急搬

送体制に関する連携強化 □県・自衛隊等ヘリコプターによる救急搬送体制の維持、強化 
□ヘリコプター運航事業者・所有事業所による救急搬送協力協定の締

結、要領の作成等  
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第３章 水防対策の充実 

第１節 計画の方針 

第１ とりまとめ責任担当部 

危機管理室・まち整備部 
 

第２ 基本方針 

災害に強いまちづくり・地域づくりの一環として、南但消防本部、まち整備部、産業環境部等関

係各部、県・国等関係機関と連携・協力し、以下の２点を重点として、水防対策の充実・強化等を

進める。  
なお、養父市は、県水防計画に基づき水防計画作成を義務付けられる指定水防管理団体として指

定されており、水防計画作成は最重点課題として行うものとする。 
(1) 水防体制等の強化 

(2) 浸水想定区域指定の促進、避難誘導体制の整備 
 

第２節 具体的な施策の展開 

第１ 水防体制等の強化 

計画名 計画のあらまし 
養父市水防計画の策定 □県水防計画に準じた水防計画の策定上必要となる主な検討事項 

（□水防非常配備に関する事項 

（□水防指令、水防警報に関する事項 

（□巡視・点検に関する事項（平常時及び非常時） 

（□水防作業に関する事項 

（□警戒区域の指定に関する事項 

（□避難のための立ち退きに関する事項 

（□決壊の通報及び決壊後の処置に関する事項 

（□水防信号及び水防標識等に関する事項 

（□水防設備の整備及び輸送に関する事項 

（□水防通信に関する事項 

（□費用負担、公用負担に関する事項 

（□水防訓練に関する事項 

□「水防法第６条」の規定に基づく水防協力団体の指定 

（□消防機関が行う水防上必要な監視、警戒その他水防活動への協力 

（□水防に必要な器具、資材又は設備の保管、提供 

（□水防に関する情報又は資料の収集、提供 

（□水防に関する調査研究 

（□水防に関する知識の普及、啓発 

（□前各号に掲げる業務に附帯する業務 

消防団の強化等 □水防倉庫の設置及び水防資機材の適正備蓄、維持・点検 
□都市化や団員高齢化を踏まえた消防団強化策の推進 

円山川水系大屋川防災ス

テーションの活用 □円山川水系大屋川防災ステーションの活用 
（□設置地：薮崎地内《円山川、大屋川合流地点》 
（□施設等：水防用資機材備蓄倉庫、水防隊現地本部拠点施設 
□市水防計画への防災ステーションの位置づけ 
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計画名 計画のあらまし 
水災防止活動のための情

報共有化の推進 □市ＬＡＮ及びＣＡＴＶ網を活用した情報共有システムの構築 

（□県の観測する雨量、水位情報、消防団による水防活動実施状況や河

川等目視情報をオンライン上でやりとり 

□市ホームページへの災害専用サイトの開設 

（□気象情報、台風情報、河川情報、洪水時の下水流出抑制協力呼びか

けなど 

ため池監視体制の強化等 □ため池管理者に対する指導 

（□随時巡視による危険箇所の把握 

（□立て札等による周辺住民への注意喚起 

（□「豊かなむらを災害から守る月間」（６月１日～６月 30 日）を中

心に、増水（出水）期前の門扉操作等整備・点検、改修指導 

（□住民の防災意識向上のため、住民との合同点検の実施 

□市、消防団、土地改良区、水利組合、地域住民等の連携による水防監

視体制の強化 

□地震等による破損等で決壊した場合の浸水区域に家屋や公共施設等が

存在し、被害を与えるおそれのあるため池について、緊急時の迅速な

状況把握や避難行動につなげる対策として、緊急連絡体制の整備等を

推進するとともに、ハザードマップの作成・周知等、避難に係る判断

に必要な情報の地域住民等への提供 

□その他関係住民に対し適切な情報提供実施 

 



第２編 第３部 第３章 水防対策の充実 

総予－111 

第２ 浸水想定区域指定の促進、避難誘導体制の整備 

計画名 計画のあらまし 
浸水想定区域指定の促進、

避難誘導体制の整備 □県が行う浸水想定区域指定の促進 

（□ハザードマップの作成・配布・周知 

□避難誘導体制の整備 

（□避難基準の定量化のためのデータの収集 

（□避難情報《「警戒情報」「高齢者等避難」「避難指示」「緊急安全

確保」の４段階（いずれも警戒レベルを併せて発令）及び「屋内安

全確保」「警戒区域設定」の６類型》伝達のための詳細要領作成、

システムの周知徹底 

（□市ホームページ、ＣＡＴＶの活用 

（□要配慮者の地域ぐるみでの避難支援体制の構築 

（□緊急避難ビル等を含めた徒歩５分圏内での避難場所の確保 

□洪水時に利用者の円滑かつ迅速な避難の確保が必要な施設の把握・避

難情報伝達方法の決定 

（□主として高齢者、障がい者、乳幼児等の要配慮者が利用する施設 

（□大規模な工場その他地域の社会経済に重大な影響が生じる施設とし

て市が条例で定める用途及び規模に該当するもの 

□浸水想定区域内に位置する要配慮者利用施設における避難誘導対策 

（□施設所有者又は管理者による、水害が発生するおそれがある場合に

おける避難確保計画の策定及びそれに基づく避難誘導等の訓練の実

施 

（□避難確保計画を作成していない施設所有者又は管理者に対する、計

画作成の指示・指導 

（□施設所有者又は管理者が報告した計画及び訓練結果に対する、円滑

かつ迅速な避難の確保を図るために必要な助言等 

□水害リスクの周知 

（□住民が自らの地域の水害リスクに向き合い、被害を軽減する取組み

を行う契機となるよう、水害リスクの分かりやすい提供に努める 

（□中小河川についても、過去の浸水実績を活用するなど、浸水想定の

情報提供に努める 

□河川近傍や浸水深の大きい区域については「早期の立退き避難が必要

な区域」として明示するとともに、避難時に活用する道路において冠

水が想定されていないか住民等に確認を促すよう努める。 

□ＪＲ駅、全但バス㈱の営業所等、道の駅、コンビニエンスストア、

ショッピングセンター等不特定多数集中施設・事業所との連携・協力

体制の確立 

□防災行政無線（同報系屋外・屋内、地域防災無線端末局）等の導入整

備の検討 

※ 資料１－２ 重要水防箇所の現況  



第２編 第３部 第４章 土砂災害対策の充実 

 総予－112 

第４章 土砂災害対策の充実 

第１節 計画の方針 

第１ とりまとめ責任担当部 

まち整備部 
 

第２ 基本方針 

災害に強いまちづくり・地域づくりの一環として、「土砂災害対策（砂防、地すべり、土石流及

び急傾斜地崩壊対策）」を以下のとおり総合的に進める。 
(1) 法指定危険区域の指定促進及び土砂災害対策工事等の実施促進 

(2) 土砂災害による警戒避難体制等の確保 

(3) 防災意識の向上 

(4) 災害時における危険箇所及び対策施設調査点検実施体制の整備 
 

第２節 具体的な施策の展開 

第１ 法指定危険区域の指定促進及び土砂災害対策工事等の実施推進 

 計画名 計画のあらまし 
治山事業等の促進 □がけ崩れ、土砂流出発生箇所における復旧治山 

□保安林整備、地すべり防止区域指定の促進 

□県と連携した「森林管理 100％作戦」による間伐実施の推進 

□同じく「災害に強い森づくり」の促進 

法指定危険区域の促進及

び土砂災害危険箇所にお

ける対策工等の実施促進 □危険箇所調査及び災害防止対策工の実施促進 
□土砂災害危険箇所の法指定（地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区

域、土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域等）危険区域の指定促

進 
□住宅移転の促進 

土地利用適正化の指導 □都市計画マスタープラン策定に基づく安全を重視した土地利用の確保 
□宅地造成工事規制区域追加指定の要請 
□砂防法等の適切な運用 

 

第２ 土砂災害による警戒避難体制等の確保 

計画名 計画のあらまし 
警戒又は避難を行うべき

基準の設定 □県フェニックス防災システムの有効活用方策の検討 
□地区ごとの気象情報、雨量、前兆現象等に基づく自主避難基準の設定 
□地域局を単位とした避難情報発表基準の検討 

適切な避難場所及び避難

路の設定、周知 □避難場所及び避難路の設定 
□職員、区・自治会長・住民に対する避難場所、避難路、避難方法等の

周知徹底 
□要配慮者利用施設に対する土砂災害に関する情報、予警報伝達体制整

備 
情報収集及び伝達体制の

整備 □地域別土砂災害危険度等の発信 

（□過去の災害事例等の収集、分析 

（□市、県、防災ボランティア、地域住民による危険箇所等の点検 

（□ハザードマップの作成 

□情報伝達体制の整備 

（□市ホームページ、ＣＡＴＶの活用方策の確立 

（□同報防災行政無線等災害に強い情報連絡システムの整備 



第２編 第３部 第４章 土砂災害対策の充実 

総予－113 

計画名 計画のあらまし 
土砂災害警戒区域等にお

ける土砂災害防止対策の

推進に関する法律に基づ

く対策の推進 
□各土砂災害警戒区域（通称イエローゾーン）について定めるべき事項 

（□土砂災害に関する情報の収集及び伝達方法 

（□土砂災害に関する予報及び警報の発令及び伝達方法 

（□避難、救助その他当該警戒区域における土砂災害を防止するために

必要な警戒避難体制に関する事項 

（□主として要配慮者が利用する施設の利用者の円滑な警戒避難が行わ

れるよう、土砂災害に関する情報、予報及び警報の伝達方法。ま

た、施設利用者の円滑な安否確認のため、関係機関等との利用者情

報の共有方法 

□土砂災害特別警戒区域（通称レッドゾーン）の指定促進  

（□土砂災害警戒区域内自主防災組織等との意向協議 

（□県による基礎調査の促進及び実施への協力 

□県との連携による土砂災害警戒区域図等の住民への周知 

要配慮者が利用する施設

に対する対応 □施設所有者又は管理者による、土砂災害が発生するおそれがある場合

における避難確保計画の策定及びそれに基づく避難誘導等の訓練の実

施 

□避難確保計画を作成していない施設所有者又は管理者に対する、計画

作成の指示・指導 

□施設所有者又は管理者に対する、円滑かつ迅速な避難の確保を図るた

めに必要な助言等 

 

第３ 防災意識の向上 

計画名 計画のあらまし 
防災知識の普及及び防災

訓練の実施 □職員、住民に対する土砂災害危険箇所や避難方法等の周知徹底 

（□住民説明会の実施 

（□各種防災教育における土砂災害対策の周知 

□県、国等との連携 

（□県ホームページ掲載の危険箇所の紹介 

（□「豊かなむらを災害から守る月間」（６月１日～６月 30 日）を中

心に防災思想の周知徹底 

（□「土砂災害防止月間」（６月１日～６月 30 日）を中心に防災思想

の周知徹底 

□消防団、区・自治会、協力団体等との連携、協力による防災訓練の実

施 

 

第４ 災害時における危険箇所及び対策施設調査点検実施体制の整備 

計画名 計画のあらまし 
宅地災害パトロールと措置 □造成された宅地について、必要に応じ、関係機関の協力を得て、梅雨

及び台風期に備えた宅地防災パトロールを実施 

□災害のおそれのある宅地については、関係者に対し防災措置を指導 

（□防災措置についての文書による指導 

（□宅地所有者等関係者の聴聞、勧告 

（□宅地造成等規制法第 14 条の規定に基づく工事の停止、宅地の使用

禁止及び必要措置の命令 

（□宅地造成等規制法第 17 条に基づく改善命令 

□県が作成・公表した大規模盛土造成地マップの住民等への周知 

※ その他、第７章「被災建築物応急危険度判定等実施体制の整備」による。 

※ 資料１－３－１～１－３－８  



第２編 第３部 第５章 雪害予防対策の推進 

 総予－114 

第５章 雪害予防対策の推進 

第１節 計画の方針 

第１ とりまとめ責任担当部 

まち整備部 
 

第２ 基本方針 

冬季の交通障害を除去し交通の確保を図ることによってその効果を期し、産業経済の停滞防止と

民生の安定に寄与することを方針として、毎年度、道路除雪要綱を定めるものとする。積雪状況に

より被害が生じ、又は生じるおそれがある場合は、災害対策本部体制により対応する。 

なお、県（災害対策課、道路保全課、教育委員会体育保健課等）は、各関係機関（県警察本部、

神戸地方気象台、自衛隊、日本赤十字社、西日本旅客鉄道㈱、西日本電信電話㈱、関西電力㈱、関

西電力送配電㈱、全但バス㈱等）の相互の連携を密にし、雪害の防止に万全を期すため、雪害対策

会議を開催することとなっている。 

※ 本市における道路除雪体制の役割分担は以下のとおりである。 

(1) 国道及び県道は、豊岡河川国道事務所及び県養父土木事務所が除雪にあたるものとし、各管内

道路除雪要綱に基づき対策を行う。 

(2) 市道は、特に交通の確保を必要とする主要幹線について除雪にあたるものとし、実施要領は道

路除雪要綱において定める。 

(3) 住民は、除雪の支障となる道路上における駐車をしない。また、自助による車庫前等の除雪等

を行う。 

 

第２節 具体的な施策の展開 

第１ 除雪体制の強化 

計画名 計画のあらまし 
道路除雪要綱の策定 □策定される計画の概要は以下のとおり 

（□道路除雪対策期間は、例年 12 月１日～３月 25 日の 115 日間 

（□路線の選定は、地域差をなくし地域住民に密接したもの 

（□除雪機械進入の可否及び現有機械の能力による 

市内主要道路の除雪体制

の強化 

□除雪機械の整備 

□市内建設事業者からの借り上げ計画の策定 

□凍結防止対策として凍結防止剤（塩化ナトリウム）散布の実施 

 

第２ その他雪害予防対策の推進 

計画名 計画のあらまし 
冬期の道路交通情報提供

体制の強化 □市ホームページへの冬期の道路交通案内専用サイト開設 
□案内板の設置（路面の積雪・凍結及び交通状況を明示） 

住民向けＰＲ活動の強化 □凍結防止のための注意喚起 

（□凍結のおそれのある場合に、道路に水を撒かない 

（□道路にみだりに雪を積んだり、雪氷等を撒かない 

（□車両運転者は、土砂、石、雪・水等を落としながら走行しない 

□自主的な地区内除雪体制の確立の要請 

□道路上の障害物の除去の協力要請 

□除雪車両の優先走行に対する協力の要請 

□除雪作業における積極的労働提供協力の要請 

□排雪地確保に対する協力の要請 

□消火栓・防火水槽の確保協力の要請 



第２編 第３部 第５章 雪害予防対策の推進 

総予－115 

計画名 計画のあらまし 
常備消防、警察署等関係

機関との連携強化 

□南但馬警察署との連携による迂回路の周知徹底等広報の一元化 

□南但消防本部の要請に対する除雪応援協力体制の強化 

雪崩危険のある地区に対

する対策の実施 □雪崩防止のための植林指導 
□雪崩防護施設の整備、点検・維持 
□雪崩危険箇所等の表示（特に児童・生徒の登下校道等） 
□積雪期におけるパトロールの励行及び警告の実施 

車両滞留対策等 □大規模な車両滞留や長時間の通行止めを引き起こすおそれのある大雪

時においても、人命を最優先に幹線道路上で大規模な車両滞留を徹底

的に回避することを基本的な考え方として、計画的・予防的な通行止

め、滞留車両の排出を目的とした転回路の整備等を行うよう努める 
□集中的な大雪が予測される場合において、計画的・予防的な通行規制

や不要・不急の道路利用を控えることが重要であることについて、周

知に努める 
※ 資料１－３－６ 雪崩危険箇所 



第２編 第３部 第６章 危険物施設等の予防対策の推進 

 総予－116 

第６章 危険物施設等の予防対策の推進 

第１節 計画の方針 

第１ とりまとめ責任担当部 

危機管理室（南但消防本部関連業務のとりまとめ） 
 

第２ 基本方針 

 市の有する「地域としての災害危険性」に即して、被害を最小限にとどめることを目標として、

以下の４点を重点に、市民生活部等関係各部並びに南但消防本部、県産業労働部産業企画局産業保

安課等担当部局、但馬県民局、朝来健康福祉事務所等関係機関と連携し、危険物施設等の予防対策

の推進に努める。 
(1) 危険物の予防対策 

(2) 火薬類及び高圧ガス対策 

(3) 毒物、劇物予防対策 

(4) 原子力以外の放射性物質対策 
 

第２節 具体的な施策の展開 

第１ 危険物の予防対策 

計画名 計画のあらまし 
指導の強化 □耐震性に関する消防法等の規定による技術上の基準に適合した状態維

持のための立入検査の励行 
□消防法及び各関連法に基づく技術上の基準適用前の施設・設備に関す

る状況把握及び補強等の指導 
□石油類屋外タンクの不等沈下対策の実施指導 
□その他災害危険区域における特殊な配慮を要する場合の耐災害性強化

の指導 
危険物取扱者制度の効果

的な運用 □講習会等の開催による資格取得の指導 
□保安講習の実施による資格者責務遂行の指導 

自衛消防組織・自主防災

組織等の組織化推進 □実践的な活動要領類の整備 
□隣接事業所等との相互応援協定の締結 

防災訓練の強化 □具体的な災害想定のもと実践的な防災訓練の実施 
□隣接事業所等との連携を考慮した防災訓練の実施 

関係機関との連絡体制の

確保 □異常事態発生時における緊急通報体制の確立 
□その他消防等関係機関及び関係事業所との連絡体制の確保による応急

対策、復旧対策実施に関する詳細要領の整備 
 



第２編 第３部 第６章 危険物施設等の予防対策の推進 

総予－117 

第２ 火薬類（担当：県産業保安課及び但馬県民局総務防災課）及び高圧ガス対策（担当：県産業保安課） 

計画名 計画のあらまし 
保安管理体制の確立 □緊急事態発生時における保安に係る職制、職務範囲等を明確にした自

主的な保安管理体制の確立 
□関係保安団体における災害に関する情報連絡体制、事業所相互応援体

制の整備 
製造設備等の整備改善等 □火薬類製造施設、貯蔵所等の位置、構造及び設備の火薬類取締法の規

定や基準に適合した状態の維持 
□高圧ガス製造施設、貯蔵所等の位置、構造及び設備の高圧ガス保安

法、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法令の規定

や基準に適合した状態の維持 
□高圧ガス製造施設等における地震等によるガス漏洩防止措置の実施 
□災害事故を想定した防災訓練の実施 

火災に対する予防 □火薬類取扱事業所における延焼時を想定した安全な一時保管場所及び

迅速な移動措置実施体制の確保 
□高圧ガス取扱事業所における水噴霧設備、散水設備、放水設備、消火

設備その他の設備の整備 
保安指導 □対象事業所に対する保安検査、立入検査の実施に基づく関係法令技術

基準維持の指導、適合しない事業所に対する改善命令等 
□対象事業所における定期自主検査、日常点検及び教育訓練の実施に基

づく自主保安体制の確立 
火薬類及び高圧ガス取扱

事業所の把握等 □火薬類及び高圧ガス取扱事業所の把握 
□災害危険区域における特殊な配慮を要する場合の耐災害性強化の要請 

 

第３ 毒物、劇物予防対策（担当：県健康福祉部健康局薬務課及び朝来健康福祉事務所食品薬務衛生課） 

計画名 計画のあらまし 
朝来健康福祉事務所毒物

劇物監視員による指導の

強化 □毒物、劇物取扱状況に関する随時報告の提出要請、立入検査実施によ

る指導・取締り 
□災害時の流出、散逸等不測の事態に備えた措置（表示による貯蔵場所

の明示、貯蔵設備・方法の確立、在庫数量の厳格な把握、必要な場合

の貯蔵場所移転等の検討）の徹底指導 
毒物、劇物取扱事業所の

把握等 □毒物、劇物取扱事業所の把握 
□災害危険区域における特殊な配慮を要する場合の耐災害性強化の要請 

 

第４ 原子力以外の放射性物質対策（担当：県健康福祉部健康局医務課及び朝来健康福祉事務所地域保健課） 

計画名 計画のあらまし 
関係防災機関による原子

力以外の放射性物質対策 □原子力発電施設以外の放射性物質取扱施設及び事業所における作業の

安全管理及び安全衛生確保のための立入検査、一斉監督の実施 
原子力発電施設以外の放

射性物質取扱施設及び事

業所の把握等 □原子力発電施設以外の放射性物質取扱施設及び事業所の把握 
□災害危険区域における特殊な配慮を要する場合の耐災害性強化の要請  
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第７章 被災建築物応急危険度判定等実施体制の整備 

第１節 計画の方針 

第１ とりまとめ責任担当部 

まち整備部 
 

第２ 基本方針 

 大規模地震発生時における多数の建物被害を想定し、余震による二次災害防止と、被災者の軽被

害建物への早期帰宅促進のため、被災建築物応急危険度判定及び被災宅地応急危険度判定（※）実

施のための体制づくりを行う。あわせて、罹災証明書の早期発行のための必要な体制整備の一環と

して、家屋被害認定実施のための体制づくりを行う。そのため、以下の３点を重点に総合的に進め

る。 
(1) 判定士等の養成・確保 

(2) 判定等実施のために必要な備品類の整備等 

(3) 相互応援・協力体制の確保 

※被災宅地応急危険度判定については、豪雨等によって大規模かつ広範囲に被災した場合も実施 
 

第２節 具体的な施策の展開 

第１ 判定士等の養成・確保 

計画名 計画のあらまし 
被災建築物応急危険度判

定士の養成・確保 □技術系市職員の講習会の受講促進 
□市内の建築士、技術系市・県職員ＯＢの講習会の受講促進 

被災宅地危険度判定士の

養成・確保 □技術系市職員の講習会の受講促進 
□市内在住在勤の土木系技術者・研究者、砂防・宅地造成開発関係市・

県等職員ＯＢの講習会の受講促進 
兵庫県家屋被害認定士の

養成・確保 □市職員の講習会受講促進 
□建築及び不動産関係団体への講習会の受講促進 
□市内在住在勤の建築及び不動産関係団体の会員、市・県等職員ＯＢの

講習会の受講促進 
 

第２ 判定等実施のために必要な備品類の整備等 

計画名 計画のあらまし 
被災建築物応急危険度判

定実施のために必要な備

品類の整備等 □市内在住・在勤判定士台帳の作成 
□判定実施本部設置要領等の整備 
□建物関係書類の庁舎被災に備えたバックアップ措置の実施 
□被害想定に基づく必要資機材等の把握、準備 
（□必要な備品類の備蓄 
（□不足する場合の、調達体制の確保 
□関係部局との罹災証明書発行事務に係る連携体制の確立 

被災宅地危険度判定実施

のために必要な備品類の

整備等 □市内在住・在勤判定士台帳の作成 
□判定実施本部設置要領等の整備 
□宅地関係書類の庁舎被災に備えたバックアップ措置の実施 
□被害想定に基づく必要資機材等の把握、準備 
（□必要な備品類の備蓄 
（□不足する場合の、調達体制の確保 

家屋被害認定実施のため

に必要な備品類の整備等 □被災建築物応急危険度判定及び被災宅地応急危険度判定に準ずる整備 
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第３ 相互応援・協力体制の確保 

計画名 計画のあらまし 
被災建築物応急危険度判

定実施のために必要な応

援・協力体制整備 □近隣市町相互応援協定の締結及び非常時要領の作成 
□建築士会等関係団体との協力協定の締結及び非常時要領の作成 
□建築関係事業所等との協力協定の締結及び非常時要領の作成 

被災宅地危険度判定実施

のために必要な応援・協

力体制整備 □近隣市町相互応援協定の締結及び非常時要領の作成 
□砂防・土木・宅地造成開発関係事業所等との協力協定の締結及び非常

時要領の作成 
家屋被害認定実施のため

に必要な応援・協力体制

整備 □近隣市町相互応援協定の締結及び非常時要領の作成 
□建築及び不動産関係団体・事業所等との協力協定の締結及び非常時要

領の作成  
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第４部 被災者救援活動を適切に行うための備えの充実 

第１章 災害救急医療システムの整備 

第１節 計画の方針 

第１ とりまとめ責任担当部 

健康福祉部 
 

第２ 基本方針 

市の有する「地域としての災害危険性」に即して、多数の負傷者等に対する救急医療や避難所・

仮設住宅等における医療救護活動を適時適所に実施し得ることを目標として、南但消防本部、公立

八鹿病院及び県等関係機関と連携・協力し、以下の４点を重点に災害時医療救護体制の整備・強化

を進める。 
(1) 市内における災害時医療救護体制の整備 

(2) 広域的応援体制確保及び後方医療機関への搬送体制等の整備 

(3) 医薬品等の確保 

(4) こころの救急医療体制の確保等 
 

第２節 具体的な施策の展開 

第１ 市内における災害時医療救護体制の整備 

計画名 計画のあらまし 
災害拠点病院としての公

立八鹿病院の機能強化 

□施設建物、設備等の耐震補強、防火、防水害等防災性能の調査・補強 

□災害拠点病院としての資機材（簡易ベッド、応急テント等）及び救急

医薬品等の備蓄・確保体制の整備等 

（□発災後３日間程度診療機能を維持するために必要な輸液、包帯、消

炎鎮痛剤、殺菌消毒剤等 

（□備蓄倉庫 

（□自家発電装置 

（□受水槽 

（□ヘリポート等 

□病院防災マニュアルの整備 

□県、医師会等と連携した救急救命士に対する指示体制の確立 

□県広域防災センター「がれき救助訓練施設」等の活用による医療チー

ムの育成 

救護所（医療救護拠点）

設置予定施設の整備 □救護所設置予定施設のめやす 
（□全小学校《９箇所》 
□救護所予定施設としての整備のめやす 
（□救護所設置予定スペースの指定 
（□その他災害時救急医療拠点としての公立八鹿病院に準ずる整備 

医師会、歯科医師会、薬剤

師会、看護協会等との連携 □救護所設置・運営、救護班の編成等に関する詳細要領の整備 
□医薬品等の備蓄及び緊急供給に関する詳細要領の整備 
□県、公立豊岡病院、公立八鹿病院等と連携した救急救命士に対する指

示体制の確立 
県（健康福祉部、朝来健

康福祉事務所）との連携 □医療救護活動に関する応援要請詳細要領の整備 
□医薬品、輸血用血液、医療機器、衛生材料等の緊急供給要請に関する

詳細要領の整備 
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計画名 計画のあらまし 
消防機関との連携の強化 □現場～救護所～災害時地域中核病院（公立豊岡病院、公立八鹿病院）

間の搬送協力体制の確立 
□消防団員に対する災害時初期救護救助対応の徹底 

住民に対する災害時初期

救護救助対応の普及・啓

発等 □自主防災組織の救助救急用資機材整備のための支援 

□住民、事業所に対する災害時初期救護救助対応の普及・啓発（研修

会・訓練等） 

救急救命士の育成 □救急救命士の計画的な育成の推進 

 

第２ 広域的応援体制確保及び後方医療機関への搬送体制等の整備 

計画名 計画のあらまし 
災害救急医療情報システ

ムの習熟 □公立八鹿病院（但馬医療圏災害拠点病院指定病院として、災害救急医

療情報システム端末設置）におけるシステム端末操作の習熟 

□豊岡健康福祉事務所（但馬医療圏地域保健医療情報センター設置機

関）との連携 

□公立豊岡病院（但馬医療圏災害拠点病院指定病院）との連携 

後方医療機関への搬送体

制の整備 □臨時ヘリポート環境整備 

□後方医療機関への搬送に関する詳細要領の整備 

災害救急医療マニュアル

の作成 □災害救急医療マニュアルの作成 

（□医療機関相互の応援体制や発災直後の医療対応の具体的手順 

（□救護所予定場所 

（□医薬品及び飲料水等の備蓄 

（□拠点医療機関から災害拠点病院への患者搬送の流れ 等 

 

第３ 医薬品等の確保 

計画名 計画のあらまし 
市における初期医療救護

活動用医薬品等確保体制

の確立 □公立八鹿病院における備蓄 
□公立八鹿病院における医薬品、資機材、医療ガス等災害時供給体制の

整備 
□救護所設置予定施設における備蓄 
□医師会、歯科医師会、薬剤師会との連携の強化 

県による確保体制との連

携強化 □但馬医療圏災害用医薬品等指定備蓄者との連携 
□県赤十字血液センターとの連携強化（輸血用血液製剤） 
□医療ガス等の災害時供給体制の整備の促進 

 

第４ こころの救急医療体制の確保等 

計画名 計画のあらまし 
こころの救急医療体制の

確保 □市内病院における精神救急医療体制の整備の促進 

□市在職及び市内在住保健師、カウンセラー等による「兵庫県こころの

ケアチーム（ひょうごＤＰＡＴ）」への登録促進等「こころのケア」

体制の確立 

□県（ＤＰＡＴ活動拠点本部が設置される朝来健康福祉事務所、精神保

健福祉センター）との連携強化 

□職員、住民に対する「こころのケア」体制に関する普及・啓発 

但馬長寿の郷との連携  □保健・医療・福祉の一体的推進に関する連携 
□在宅ケア・生活リハビリの基盤整備に関する連携 
□専門的人材の確保・派遣に関する連携 

※ 資料５－３ 災害拠点病院等 
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第２章 要配慮者支援対策の強化 

第１節 計画の方針 

第１ とりまとめ責任担当部 

健康福祉部 
 

第２ 基本方針 

 市の有する「地域としての災害危険性」に即して、要配慮者等（高齢者、障がい者、乳幼児、病

弱者、妊産婦等特に配慮を要する者及び日本語を解さない外国人）の人的被害を最小限にとどめ、

適切な救援支援対策を実施することを目標として、以下の５点を重点に必要な環境整備を行う。 
(1) 福祉のまちづくり、ユニバーサルデザインの促進 

(2) 地域ぐるみの要配慮者支援体制の確立 

(3) 非常時における要配慮者優先ルールの確立 

(4) 外国人の安全確保 

(5) 建築物の耐震性向上による人的被害の防止 
 

第２節 具体的な施策の展開 

第１ 福祉のまちづくり、ユニバーサルデザインの促進 

計画名 計画のあらまし 
都市空間におけるユニ

バーサルデザインの推進 □段差の解消、スロープの設置等建築物のユニバーサルデザイン 
□歩道、案内標識等のユニバーサルデザイン 
□公共公益施設における設備のユニバーサルデザイン 

交通機関のバリアフリー

化の促進 □ノンステップバス、リフト式バス等の導入 
□リフト式タクシーの導入 
□駅における設備のユニバーサルデザインの導入 

 

第２ 地域ぐるみの要配慮者支援体制の確立 

計画名 計画のあらまし 
地域ぐるみの要配慮者避

難支援体制の確保 □地域コミュニティの形成促進及び地域における支援体制の整備 
□民生委員・児童委員、区・自治会、自主防災組織、関係社会福祉施

設、各種ボランティア団体、相互扶助組織等との連携体制の確保 
□緊急通報システム及び聴覚障がい者向け緊急情報発信システムの整

備・活用及び地域との連携推進 
□要配慮者も参加した訓練、研修の実施 
□市職員、福祉関係者、地域住民等を対象とした研修会開催による要配

慮者支援に必要な人材の育成 
□手話通訳者及びボランティア等の派遣・協力システムの整備 
□要配慮者に配慮した食料・生活用品等の備蓄・調達体制の整備 
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計画名 計画のあらまし 
避難行動要支援者名簿の

作成・管理運用 □避難行動要支援者名簿、マップの作成 

□避難行動要支援者名簿の庁内関係各課による共有、並びに本人同意の原

則を基本として、民生委員・児童委員、区・自治会、自主防災組織への

提供 

□避難行動要支援者名簿に掲載する者の範囲 

（□以下に掲げる在宅の者で、避難支援を要する者 

（□高齢者 

（□障がい者 

（□難病患者 

（□妊産婦及び乳幼児 

（□日本語に不慣れな在住外国人 

（□上記以外で自治会が支援の必要を認めたもの 

□名簿作成に必要な個人情報区分及びその入手方法 

（□要介護者の情報に関しては、要介護認定情報等により把握・作成 

（□障がい者の情報に関しては、各種障がい者手帳台帳における情報、

障がい程度区分情報等により把握・作成 

（□精神障がい者、難病患者の情報に関しては、保健所が把握する情報

により作成 

（□妊産婦及び乳幼児の情報に関しては、母子健康手帳の発行状況や住

民基本台帳担当部局と連携し住民基本台帳を活用する等により把

握・作成 

（□一人暮らしの高齢者世帯などの高齢者の情報に関しては、住民基本

台帳担当部局と連携し住民基本台帳を活用する等により把握・作成 

（□民生委員・児童委員をはじめとする各種相談員などからの情報収集

により把握・作成 

（□日本語に不慣れな在住外国人の情報に関しては、福祉団体、国際交

流団体など関係団体からの情報収集により把握・作成 

（□要件から漏れた者が自らの命を主体的に守るため、自ら避難行動要

支援者名簿への掲載要求が可能 

□名簿の更新に関する事項 

（□福祉担当部局が毎年、要支援者名簿を更新 

（□更新された要支援者名簿は防災担当部局と共有するとともに、自主

防災組織及び民生委員・児童委員等避難支援関係者となる者に提供 

□名簿の提供に際し情報漏えいを防止するために求める措置及び講ずる

措置 

（□不正コピー防止のため改ざん防止用紙に印刷し配布 

（□原本及び提供名簿の情報適正管理の徹底 

（□古い要支援者名簿は回収し、粉砕の上焼却処分 

□庁舎の被災等、いかなる事態が生じた場合においても名簿の活用に支

障が生じないよう、名簿情報を適切に管理 

□避難支援等関係者の安全確保 

（□避難支援等関係者の安全確保が脅かされる事態にあっては、助けら

れない可能性もあることを理解してもらうよう努める。 

□災害時に必要と認める場合、本人の同意なく避難行動要支援者名簿の

提供をすべき機関等 

（□消防団 

（□南但消防本部等消防機関 

（□南但馬警察署 

（□民生委員・児童委員 

（□市社会福祉協議会 

（□区・自治会、自主防災組織その他の関係者 
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計画名 計画のあらまし 
個別避難計画の作成 □庁内関係部局、福祉専門職、社会福祉協議会、民生委員・児童委員、

地域住民等の避難支援等に携わる関係者と連携して、名簿情報に係る

避難行動要支援者ごとに、作成の同意を得て、個別避難計画を作成す

るよう努める 

□避難行動要支援者の状況の変化、ハザードマップの見直し・更新、災

害時の避難方法等の変更等を適切に反映したものとなるよう、必要に

応じて更新 

□庁舎の被災等の事態が生じた場合においても、計画の活用に支障が生

じないよう、個別避難計画情報の適切な管理に努める 

□個別避難計画と地区防災計画の整合性を確保するとともに、訓練等に

より両計画の一体的な運用を実施 

□個別避難計画の作成されていない避難行動要支援者についても避難支

援等が円滑かつ迅速に実施されるよう、平常時から避難支援等に携わ

る関係者に対する必要な配慮の実施 

□地区防災計画が定められている地区で個別避難計画を作成する場合、

地区防災計画との整合を図るとともに、訓練等により両計画の一体的

運用を図る 

但馬長寿の郷との連携 
（再掲） □保健・医療・福祉の一体的推進に関する連携 

□在宅ケア・生活リハビリの基盤整備に関する連携 

□専門的人材の確保・派遣に関する連携 

その他社会福祉施設管理

者、医療機関、介護・看

護事業者等との連携 □災害時の情報伝達、安否確認に関する連携 

□在宅避難要配慮者、避難所における要配慮者及び仮設住宅における要

配慮者の生活支援に関する連携 

□緊急に施設で保護する必要のある者に対する一時入所措置等の取扱い

円滑化のための体制整備に関する連携 

□難病患者等への支援体制の整備 

□社会福祉法人相互間の協力関係の構築 

社会福祉施設等の対応力

の強化 □事業継続計画（ＢＣＰ）の策定、入所者・利用者の安全確保やサービ

スの早期再開に向けた取組みに関する啓発 

□不特定多数の人が利用する施設の整備 

（□車いすで通行可能な避難経路としての敷地内通路及び外部出入口 

（□視覚障がい者や聴覚障がい者に対する避難場所への誘導表示設備 

 

第３ 非常時における要配慮者優先ルールの確立 

計画名 計画のあらまし 
福祉避難所（要配慮者優先

避難所及び要配慮者専用避

難所）の指定・整備等 ※ 第３章「安全避難・避難所対策の充実」参照 
住民及び職員に対する要配

慮者優先ルールの徹底等 □要配慮者支援マニュアルの作成、周知 
□要配慮者の障がいの内容・程度に応じた配慮事項の周知 
□災害時救援対策等実施上の要配慮者優先ルールの徹底  

※ 資料２－４－１ 浸水想定区域・土砂災害警戒区域内に立地する要配慮者利用施設一覧  
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第４ 外国人の安全確保 

計画名 計画のあらまし 
外国人対策の推進 □災害時を想定した窓口対応等職員研修の実施 

□外国人向け防災パンフレットの作成・配布 
□ひょうごＥ（エマージェンシー）ネットをはじめ、インターネット、

コミュニティＦＭ、ＦＭ放送を用いた外国語による啓発の実施 
□外国人向け防災教育、防災訓練の実施 
□通訳、翻訳ボランティアの事前登録 
□外国人雇用者の多い企業・事業所等の連携・協力体制の確保 

 

第５ 建築物の耐震性向上による人的被害の防止 

※ 第２部第５章「建築物等の耐震性の確保」第８章「市の施設、社会福祉施設及び観光施設等災

害予防対策の推進」による。 
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 総予－126 

第３章 安全避難・避難所対策の充実 

第１節 計画の方針 

第１ とりまとめ責任担当部 

危機管理室・健康福祉部 
 

第２ 基本方針 

 大規模災害の発生により想定される洪水、土砂崩れ、雪崩、家屋倒壊、市街地延焼火災など「地

域としての災害危険性」に即して、必要な避難対策活動を適時適所に実行し得ること（「命を守

る」避難所=１～２日滞在施設の確保）、また、住民自ら生活再建するために必要な一時的居住場所

の提供等必要な支援を行い得ること（「生活する」避難所=長期滞在施設の確保）を目標として、以

下の５項目を重点に安全避難の環境整備を進める。 

(1) 一時避難地、指定緊急避難場所、指定避難所、広域避難地等の指定・整備 

(2) 避難誘導体制等の環境整備 

(3) 指定避難所の管理・運営体制の整備 

(4) 孤立集落対策の推進 

(5) 広域避難・広域一時滞在の体制の整備 

(6) 原子力災害時における県外（小浜市）からの避難者の受入対策 

また、福井県に立地する原子力発電所施設で事故が発生した場合、関西広域連合の「原子力災害

に係る広域避難ガイドライン」に基づき、避難者（小浜市民の一部）を受け入れる。 

 

第２節 具体的な施策の展開 

第１ 一時避難地、指定緊急避難場所、指定避難所、広域避難地等の指定・整備 

計画名 計画のあらまし 
一時避難地の指定 □当面の措置としての一時避難地指定上の考慮事項 

（□周辺市街地等大火による輻射熱から考慮し、純木造密集市街地から

300ｍ以上、建ぺい率５％程度の疎開地では 200ｍ以上、耐火建築

物からは 50ｍ以上の距離をとることができる公園、緑地、ゴルフ

場、グラウンド、公共空地とすること。 

（□住宅密集地から２km 以内とすること。 

（□大規模な崖崩れ、雪崩や浸水等の危険のないところで、付近に多量

の危険物等が蓄積されていないこと。 

□一時避難地としての当面の整備のめやす 

（□要避難対象区域周辺における案内地図、標識整備 

（□指定施設における「一時避難地」案内板の設置 

（□要配慮者に配慮した配慮《段差・階段等の解消、スロープ設置、点

字案内標識設置等》 

（□他の避難所への移動、救援・輸送用の車両、ヘリコプター等の進入

に配慮したアクセス道路、駐車・着陸スペース確保のための整備 

□一時避難地指定施設のめやす 

（□県立八鹿高校グランド 
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計画名 計画のあらまし 
指定緊急避難場所の指定・

整備 □指定緊急避難場所指定上の考慮事項 

（□洪水、土砂崩れ、雪崩等が発生、又は発生のおそれがある場合に、

その危険から逃れるための避難場所であり、鉄筋コンクリート造等

の堅牢な構造で、十分な高さ《できれば３階建て以上》を有するこ

と 

（□災害種別ごとの要危険地区を指定し、高齢者・乳幼児・障がい者等

でも歩いて避難できる程度の近傍に位置すること《200～400ｍ圏を

目安とする》 

（□この場合必ずしも公共施設にこだわらない 

（□広域一時避難を考慮し、必要に応じて、近隣の市町の協力を得て、

指定緊急避難場所を近隣市町内に設けることを検討 

□指定緊急避難場所としての整備のめやす 

（□指定緊急避難場所を指定して誘導標識を設置する場合は、災害種別

一般図記号を使用し、どの災害の種別に対応した避難場所であるか

を明示 

（□その他避難地に準ずる整備 

□指定緊急避難場所予定施設（部分指定可）のめやす 

（□全小・中・義務教育学校、県立高校、市庁舎、農協支店、道の駅、

ホテル・研修施設、事務所ビル等１～２日程度の滞在を想定する施

設とする。 

□避難場所として使用不可な場合の災害種別の周知 
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計画名 計画のあらまし 
指定避難所の指定・周知 □指定避難所指定上の考慮事項 

（□土砂崩れ、雪崩、浸水等危険区域外にあり、かつ、鉄筋コンクリー

ト造等の堅牢な構造で、被災者等を比較的長期滞在させるために必

要かつ適切な規模を有し、一人に割り当てられる床面積＝地区内で

想定される避難人口に対し 3.3 ㎡当たり２人を有すること 

（□施設管理者に対し広域避難及び広域一時滞在の用に供する避難所に

なり得ることについてあらかじめ同意を得るよう努めること 

（□学校を指定する場合は、特に教育機能の早期回復に留意し、当該学

校と市（危機管理室）との連絡会議等を開催するなど平時からの協

力・連携体制の充実に努めること 

（□市施設又はその他の公共施設であること 

（□１施設当たりの収容者数は、概ね数百人程度 

（□速やかに被災者等の受入れ、生活関連物資の配布が可能な構造・設

備を有すること 

（□想定される災害による影響が比較的少ない場所に立地 

（□車両その他の運搬手段による物資の輸送等が比較的容易な場所であ

ること 

（□ライフラインの回復に時間を要すると見込まれる場合や、道路の途

絶による孤立が続くと見込まれる場合は、当該地域に指定避難所を

設置・維持することの適否を検討 

（□新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策として、平常時から、

避難所内のレイアウトや動線等を確認しておくとともに、３密（密

閉・密集・密接）を回避するため、必要に応じて、ホテルや旅館等

の活用等の検討に努めること 

□避難所予定施設のめやす 

（□全小・中・義務教育学校 

□指定避難所の明示・周知 

（□日本産業規格（ＪＩＳ）に基づく図記号を使用した標識を掲示する

ほか、防災訓練の実施や防災マップの作成・配布等により住民に対

して指定避難所を周知徹底 

（□図記号を使用した標識の見方の周知に努めること 

□避難所として使用不可な場合の災害種別の周知 

指定避難所の整備 □指定避難所としての整備のめやす 

（□飲料水、食料、常備薬、炊き出し用具、毛布等の備蓄又は速やかに

配布するための調達ルートの確保 

（□車両などによる輸送に配慮した施設・敷地内利用計画の整備 

（□要配慮者への配慮《段差・階段等の解消、スロープ設置、障がい者

向けトイレ・要配慮者専用仮設トイレ、車いす、簡易ベッド、マン

ホールトイレ、マット、空調設備・換気設備確保、点字案内標識設

置等》 

（□ネットワークやＷｉ－Ｆｉ環境の整備等、避難者の通信手段の確保 

（□必要に応じ避難所内の電力容量の拡大に努めること 

（□太陽光発電システムの設置 

（□その他一時避難地に準ずる整備 

□避難所ごとに断水に備えた生活用水の確保方法の検討 
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計画名 計画のあらまし 
福祉避難所（要配慮者優先

避難所及び要配慮者専用避

難所）の指定・整備 □福祉避難所指定上の考慮事項 

（□土砂崩れ、雪崩、浸水等危険区域外にあり、かつ冷暖房設備のある

施設又は温度調節が容易な施設であること 

（□ベッド、畳敷、カーペット敷部屋等のある施設であること 

（□要配慮者向け介助支援要員の確保が容易な施設であること 

（□市施設又はその他の公共公益施設であること 

（□吸引等医療機器の電源確保ができる施設であること 

（□要配慮者の円滑な利用を確保するための措置が講じられており、ま

た、災害が発生した場合において要配慮者が相談等の支援を受ける

ことができる体制が整備され、主として要配慮者を滞在させるため

に必要な居室が可能な限り確保されるものを指定すること（適宜、

当該施設と災害協定を締結） 

□福祉避難所予定施設のめやす 

（□優先避難所：市立公民館、地区公民館等 

（□専用避難所：老人福祉センター、市営宿泊施設、介護保険・福祉サ

－ビス施設、指定ホテル等 

□福祉避難所の受入れ対象者の明確化 

（□受入れを想定していない避難者が避難してくることがないよう、必

要に応じて、あらかじめ福祉避難所の受入れ対象者を特定すること 

（□上記の公示を活用しつつ、福祉避難所で受け入れるべき要配慮者を

事前に調整の上、個別避難計画等を作成し、要配慮者が福祉避難所

へ直接避難することができるよう努めること 

通勤・通学・帰宅困難者

用避難所の指定・整備 □避難所指定上の考慮事項 

（□土砂崩れ、雪崩、浸水等危険区域外にあり、かつ鉄筋コンクリート

造等の堅牢な構造で、十分な床面積を有すること 

（□市施設又はその他の公共的施設であること 

□避難所としての整備のめやす 

（□施設及び周辺地域における案内標識、図等の整備 

（□飲料水、食料、毛布等の備蓄又は調達ルートの確保 

（□非常用電源の整備 

（□その他一時避難地に準ずる整備 

□通勤・通学・帰宅困難者用避難所予定施設のめやす 

（□道の駅 

□「関西広域帰宅困難者対策ガイドライン」に基づく訓練の実施等 
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計画名 計画のあらまし 
広域避難地の指定・整備

に関する調査・研究等 □密集市街地拡大、新市街地開発に伴い必要になった場合に随時調査・

研究を実施 

□広域避難地指定上の考慮事項 

（□周辺市街地等大火による輻射熱から安全な有効面積を確保すること

ができる公園、緑地、ゴルフ場、グラウンド、公共空地とすること 

（□有効面積は、広域避難地内の建物、道路、池などを除き、利用可能

な避難空間として１人当たり２㎡以上を確保すること 

（□要避難地区住民のすべての住民を収容できるよう配置すること 

（□広域避難地内の木造建築物の割合は、総面積の２％未満であり、か

つ散在していること 

（□大規模ながけ崩れや浸水等の危険のないところで、付近に多量の危

険物等が蓄積されていないこと 

（□大火輻射熱を考慮し、純木造密集市街地から 300ｍ以上、建ぺい率

５％程度の疎開地では 200ｍ以上、耐火建築物からは 50ｍ以上離れ

ていること 

（□地区分けをする場合において、大字単位を原則とするが、主要道

路・鉄道・河川等を境界とし、住民がこれを横断して避難すること

はできるだけ避けること 

（□到達距離は２km 以内とすること 

 

第２ 避難誘導体制等の環境整備 

計画名 計画のあらまし 
避難情報伝達体制の整備 □避難基準の定量化のためのデータの収集 

□避難情報（「警戒情報」「高齢者等避難」「避難指示」「緊急安全

確保」の４段階（いずれも警戒レベルを併せて発令）及び「屋内安

全確保」「警戒区域設定」の６類型）伝達のための詳細要領の作成 

□市ホームページ、ＣＡＴＶの活用体制の確立 

□ＪＲ駅、全但バス㈱営業所等、道の駅、コンビニエンスストア、

ショッピングセンター等不特定多数集中施設・事業所との連携・協

力体制の確立 

□防災行政無線（同報系屋外・屋内、地域防災無線端末局）等の導入

整備の検討 

□必要に応じて、高齢者等以外の者に対して、普段の行動を見合わせ

始めることや、自主的な避難を呼びかける高齢者等避難の伝達 

□避難指示等が発令された場合の避難行動を、日頃から住民等に周知徹底 

（□指定緊急避難場所、安全な親戚・知人宅、ホテル・旅館等 

（□ハザードマップ等を踏まえ、自宅等で身の安全を確保できる場合

は、住民自らの判断による「屋内安全確保」 

（□避難時の周囲の状況等により、指定緊急避難場所等への避難がか

えって危険を伴う場合は「緊急安全確保」 

（□災害種別によっては避難することが不適当である避難所があるこ

と 

避難路の整備 □歩道又は十分な幅員の確保及び複数ルートの確保 

□沿道部の安全化（対延焼、倒壊、落下物等危険） 

安全避難誘導体制の整備 □施設及び周辺地域における案内標識、図等整備 

（外来者、日本語を解さない外国人にもわかりやすく、また、夜間時

や降雨時の避難にも配慮したものとする） 

□警察・消防等関係機関との連携体制の確保 

□地域ぐるみの要配慮者避難支援体制の確保 
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計画名 計画のあらまし 
避難指示等の判断・伝達マ

ニュアルの策定 □上記事項を踏まえたマニュアルの作成 

「マイ避難カード」の普及

による住民の避難意識の向

上 □一人ひとりが自ら考えた「避難行動に移るタイミング（逃げ時）」

「避難先」「避難経路」をあらかじめ記載しておく「マイ避難カー

ド」の作成を促進 

通勤・通学・帰宅困難者へ

の支援 □「むやみに移動を開始しない」という基本原則の周知 

□企業等に対する必要な物資の備蓄の広報啓発 

□災害時帰宅支援ステーションのサービス活用の広報啓発 

□家族等の間での災害用伝言ダイヤル（１７１）・災害用伝言板（ｗ

ｅｂ１７１）の活用の広報啓発 

 

第３ 指定避難所の管理・運営体制の整備 

計画名 計画のあらまし 
避難所管理・運営マニュア

ルの策定 □県が作成した「避難所管理運営指針（平成 25 年版）」等に基づき自

主防災組織をはじめとする住民、学校等の施設管理者その他の関係

機関とともに、地域の実情に応じた適切なマニュアルの作成 

□県が作成した「新型コロナウイルス感染症に対応した避難所運営ガ

イドライン」等を参考に、避難所管理・運営マニュアルに新型コロ

ナウイルス感染症への対応の適宜反映 

指定避難所の管理・運営 □指定避難所の管理・運営指定上の考慮事項 

（□指定管理施設が指定避難所に指定されている場合には、指定管理

者との間で事前に避難所運営に関する役割分担等を設定 

（□住民や自主防災組織に対して、「避難所管理・運営マニュアル」

の周知、訓練等を通じて、災害時における避難所運営のための知

識の普及に努める。住民等への普及に当たっては、住民等が主体

的に避難所を運営できるように配慮 

（□住民票の有無等に関わらず、避難してきた者を適切に受け入れら

れるよう、地域の実情や他の避難者の心情等について勘案しなが

ら、あらかじめ受け入れる方策の設定 

（□新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策について、避難所におい

て感染症患者が発生した場合や濃厚接触者・自宅療養者・体調不良者

の分離避難等に適切な対応ができるよう、平常時からの危機管理室と

健康福祉部・保健所の連携 

（□十分な避難スペースの確保や避難者の健康チェック・検温、換気等を

実施するなど感染症に留意した避難所運営体制の整備 

（□マイ避難カードの作成や分散避難の推奨 

（□特に、夏季には熱中症の危険性が高まるため、熱中症の予防や対

処法に関する普及啓発 

□災害時に開設状況や混雑状況等を周知することを想定した、ホーム

ページやアプリケーション等の多様な手段の整備 

避難所運営体制の整備 □施設管理者、施設周辺事業所及び区・自治会、自主防災組織等との

運営協力体制の確保 

□職員の派遣基準を明らかにした避難所への職員派遣計画の作成 

□災害ボランティア団体等と災害時の避難所運営体制について協議 
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第４ 孤立集落対策の推進 

計画名 計画のあらまし 
孤立集落対策の推進 □養父市孤立集落全戸集団避難・救援計画等の策定 

（□土砂崩れ、積雪又は雪崩による交通・通信等ライフライン途絶時

の孤立集落地域の把握、関係機関による情報共有化 

（□危険が予想される場合の情報収集・連絡体制の確保 

（□孤立時に供給すべき医薬品等のリストアップ 

（□ヘリコプターによる物資供給、緊急避難実施のための体制整備及

びヘリポート適地の調査・整備の検討 

□通信の確保 

（□通信機器のための非常用電源及び電源用燃料の確保 

（□携帯電話無感地域の解消 

（□衛星通信の各地域局等配備の検討 

□備蓄の推進 

（□水、食料等の生活物資、救出用具、簡易トイレ等の公的備蓄 

（□自主防災組織及び個々の世帯レベルでの上記に準じた備蓄の促進 

県内近隣市町との連携 
（再掲） □朝来市、豊岡市、宍粟市、香美町との連携強化 

（□行政境界地域における初期消火、救出救助活動相互応援要領の作

成 

（□孤立集落発生時の避難・救援相互応援体制の確保 

（□物資・人員等の相互応援及び都市サービス施設利用に関する相互応援 

（□災害時における通勤・通学者の「安否確認情報」の相互交換 

（□気象情報、河川情報等の相互交換 

（□河川における総合的治水対策等予防施策に関する協力の推進 

□その他近隣市との上記に準ずる連携 
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第５ 広域避難・広域一時滞在の体制の整備 

計画名 計画のあらまし 
他の市町との相互協力協

定等の締結、協力体制の

確立等 □相互協力協定等締結市町との広域避難・広域一時滞在受入れ協力体制

の確立 

（□移送先施設の確保 

（□受入れに伴い発生する課題の把握 

□相互協力未締結市町との広域避難・広域一時滞在受入れ協力体制の確

立 

（□県内市町との総括的な体制の整備 

（□県外市町との締結の推進 

□被災者の運送が円滑に実施されるよう運送事業者等との協定を締結

（災害時の具体的な避難・受入方法を含めた手順等の設定を含む。） 

広域避難・広域一時滞在

対策実施要領の作成（具

体的なオペレーション等

の設定） 
□他市町からの受入れに関する事項 

（□関係者の役割分担 

（□広域避難・広域一時滞在受入れ予定施設の指定 

（□受入れ手順 

（□運営協力要領 

（□その他非常時の一時住居提供体制に関して必要な事項 

□他市町への広域避難・広域一時滞在に関する事項 

（□関係者の役割分担 

（□受入れ要請手順 

（□被災住民の移送手順（方法・輸送手段） 

（□広域避難・広域一時滞在先での運営要員派遣に関する事項 

（□その他非常時の広域避難・広域一時滞在体制に関し必要な事項 

□指定避難所の指定に際しては、施設管理者に対し広域避難・広域一時

滞在の用に供する避難所になり得ることについてあらかじめ同意を得

るよう努めること 

県外への広域避難・広域

一時滞在への対応 □関西広域連合の「関西広域応援・受援実施要綱」に基づく広域避難等

の枠組の活用の検討 

 

第６ 原子力災害時における県外（小浜市）からの避難者の受入対策 

計画名 計画のあらまし 
原子力発電所施設での事

故発生に伴う県外（福井

県小浜市）からの避難者

の受入対策 
□小浜市との連絡先の交換 
□小浜市との基礎的情報（園児数、児童・生徒数、重点区域内の人口

等）の共有 
□受け入れるための組織体制の設定 
□受入可能な避難所の指定 
□車両一時保管場所の選定 
□必要物資の把握、配布手順の確認 

※ 資料２－３－１ 避難所等の現況 
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第４章 生活救援対策の環境整備 

第１節 応急給水体制の整備 

第１ 計画の方針 

１ とりまとめ責任担当部 

まち整備部 
 

２ 基本方針 

 市の有する「地域としての災害危険性」に即して、市をはじめとする防災機関、病院等の防災拠

点施設の機能維持のために必要な水の供給と、被災者の生命維持、生活維持に必要な水の供給体制

を確保し得ることを目標として、以下の２点を重点に応急給水体制の整備・強化を行う。 

(1) 応急給水用給水源、給水用資機材の確保等 

(2) 各家庭、事業所及び病院・社会福祉施設等拠点施設における飲料水備蓄等の促進 

 

第２ 具体的な施策の展開 

１ 応急給水用給水源、給水用資機材の確保等 

計画名 計画のあらまし 
まち整備部における応急給水

用給水源の確保 □水源地・配水池等における応急給水源の確保 
（□緊急遮断弁の設置、維持 
（□自家発電設備の点検強化及び能力増強 
□他水道事業体との相互協力体制の強化 
（□他水道事業体との相互供給設備の整備 
（□工業用水道、農業用水について、非常時協力体制の強化 

応急給水用資機材等の整備 □備蓄場所のめやす 
（□まち整備部《養父庁舎》 
（□各庁舎 
□備蓄又は調達すべき資機材等のめやす 
（□公立八鹿病院等大口需要家向け加圧給水車 
（□給水車 
（□ポリタンク、組立式給水タンク 
（□可搬型発電機、エンジンポンプ 
（□浄水機 
（□仮設給水栓 
（□飲料水《ペットボトル入り》 
□非常時通信手段の確保 

小・中・義務教育学校への受

水槽兼用災害時飲料用貯水槽

等の整備 □道路輸送が困難な場合の初期応急飲料水用給水源として、避難所

となる小・中・義務教育学校にそれぞれの地域事情に応じて、以

下のような整備を進める。 
（□プール等の貯留水活用のための濾水器備蓄 
（□受水槽兼用災害時飲料用貯水槽の整備 
（□災害対策用井戸の整備 

災害時給水協力井戸の確保 □庁舎単位に確保 
□協力井戸の対象となる施設のめやす 
（□ホテル、レストラン等宿泊・飲食事業者 
（□酒造事業者その他井戸を所有する事業所 
（□現に井戸を飲料用として使用する個人 
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計画名 計画のあらまし 
まち整備部初動マニュアルの

整備等 □大規模災害時想定水道応急復旧マニュアルの更新 
□大規模災害時想定応急給水マニュアルの更新 
□他水道事業体応援派遣マニュアルの更新 
□特殊災害時想定マニュアルの更新 

供給体制の整備 □断水世帯に対し、最小限必要量の１人１日３リットルの給水をめ

やすとした給水体制の整備 
□「兵庫県水道災害相互応援に関する協定」に基づくブロック内市

町間や広域における災害を想定した訓練の実施 
 

２ 各家庭、事業所及び病院・社会福祉施設等拠点施設における飲料水備蓄等の促進 

計画名 計画のあらまし 
各家庭、事業所における飲料

水備蓄等の促進 □自家用井戸の点検・保全の促進 
□１人１日３リットル（最低でも３日分、可能な限り１週間分程度）

の備蓄の促進 
□風呂水の貯め置き促進 

病院・社会福祉施設等拠点施

設における飲料水備蓄等促進 □受水槽兼用災害時飲料用貯水槽の整備の促進 
□各家庭、事業所に準ずる備蓄等の促進 

※ 資料３－２－２ 市備蓄の現況 
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第２節 食料・生活物資等救援物資供給体制の整備・強化 

第１ 計画の方針 

１ とりまとめ責任担当部 

市民生活部 
 

２ 基本方針 

大規模地震が発生した場合は、輸送ルートの途絶や流通機構の停止等により食料、生活必需品等

の供給に大きな支障が生じるおそれがあるため、災害発生から概ね３日間程度は、これらの物資を

被災地内で確保しておく必要がある。このため、市の有する「地域としての災害危険性」に即し

て、「突発型」、「予知型」いずれの発生タイプの災害時にも、食料、生活必需品等救援物資供給

体制を確保し得ることを目標として、以下の２点を重点に住民と一体となった物資の確保体制を構

築する。 

なお、備蓄物資の品目、量の選定に当たっては、女性及び要配慮者の参画を拡大し、男女双方の

視点及び要配慮者の視点の反映に配慮するものとする。 

(1) 市としての救援物資供給体制の整備 

(2) 各家庭、事業所及び病院・社会福祉施設等拠点施設における非常時物資備蓄等の促進 

 

第２ 具体的な施策の展開 

１ 市としての救援物資供給体制の整備 

計画名 計画のあらまし 
市庁舎における備蓄の推進 □備蓄場所設置のめやす 

（□市民生活部《本庁舎》 

（□各庁舎 

□備蓄すべき物資のめやす 

（□乳幼児、高齢者・障がい者、妊産婦、食事制限のある者等にも配慮

し被災想定人口の３日分の食料《現物備蓄２日分、現物又は流通在

庫備蓄１日分》 

※市に不足が生じた場合に備え、県は被災者の１日分相当量を現物又

は流通在庫備蓄することを目標としている。 

（□毛布、携帯用断熱シート 

（□その他避難所開設のために必要な備品類 

（□災害対策要員の必要分として常時３日分の食料、物資等 

（□感染症対策に留意した衛生物資（消毒液、マスク、ゴム手袋、液体

せっけん、ウェットティッシュ等、非接触型体温計、フェイスガー

ド、避難所運営用の間仕切り・段ボールベッド・清掃用具等） 

（□備蓄品の調達に当たっては、要配慮者、女性、子供にも配慮する。 

小・中・義務教育学校に

おける毛布等の備蓄の推

進 □道路輸送が困難な場合の避難所開設用生活必需品として、避難所とな

る小・中・義務教育学校を「コミュニティ防災拠点」として、それぞ

れの地域事情に応じ、整備を進める。 

（□毛布、携帯用断熱シート 

（□仕切り 

（□簡易ベッド 
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計画名 計画のあらまし 
災害時物資供給協力事業

所の確保 □庁舎単位に確保 

□協力事業所の対象となる施設のめやす 

（□農業協同組合、商工会、生活協同組合 

（□道の駅、ホテル、レストラン等宿泊・飲食業者 

（□食料、生活必需品等大手スーパー、大型専門店等 

（□寝具等リース業者 

救援物資輸送協力協定の

締結等 □トラック協会との協定締結、詳細要領の作成 

□市内大手運送事業所等との協定締結、詳細要領の作成 

備蓄体制等の整備 □国の「物資調達・輸送調整等支援システム」を活用した情報共有及び

備蓄物資・物資拠点の登録 
□県等と連携した備蓄・調達・輸送体制の整備（備蓄物資の提供を含む

速やかな物資支援のための準備） 
※ 資料３－２－２ 市備蓄の現況 
※ 資料５－１ 協定一覧 
 

２ 各家庭、事業所及び病院・社会福祉施設等拠点施設における非常時物資備蓄等の促進 

計画名 計画のあらまし 
各家庭、事業所における

非常時物資備蓄等の促進 □１人１日２食１週間分程度の食料備蓄促進 
□下着、タオル等１週間程度の必要最小限の生活必需品 

病院・社会福祉施設等拠

点施設における非常時物

資備蓄等の促進 □拠点施設としての機能を果たすために必要な物資等の備蓄、調達ルー

トの確保 
□入所者、職員向け食料、生活必需品等各家庭、事業所に準ずる備蓄等

の促進  
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第３節 罹災証明書発行体制の整備 

第１ 計画の方針 

１ とりまとめ責任担当部 

危機管理室 
 

２ 基本方針 

 被災者が生活再建に向けて様々な支援を受ける上で必要となる基礎的書類としての「罹災証明

書」の作成、並びに「被災者台帳」の作成を迅速かつ正確に発行するため、以下の２点を重点に必

要な体制を整備する。 

なお、罹災証明書発行システム導入、並びに災害発生時において、被災者の援護を総合的かつ効

率的に実施するため作成する「被災者台帳」（平成 25 年６月改正災害対策基本法第 90 条の３及び

４）に関し、必要に応じて養父市個人情報保護条例改正等を行う。 

(1) 家屋被害認定士の確保等住家被害認定調査体制の整備 

(2) 罹災証明書発行事務に係る連携体制の確立 

 

第２ 具体的な施策の展開 

１ 家屋被害認定士の確保等住家被害認定調査体制の整備 

※ 第３部第７章「被災建築物応急危険度判定等実施体制の整備」による。  
２ 罹災証明書発行事務に係る連携体制の確立 

計画名 計画のあらまし 
関係部局連携体制の整備 □関係部局連絡会の設置 

（□罹災証明書発行及び被災者台帳作成担当部局 
（□住家・宅地被害調査担当部局 
（□被災者援護実施担当部局 
□関係部局連携実施要領の検討、整備 
（□課題の検討、把握 
（□実施要領の検討、作成 

関係協力団体等連携体制の整

備 □住家・宅地被害調査協力団体との協力協定締結 
（□被災建築物応急危険度判定協力団体 
（□被災宅地危険度判定協力団体 
（□兵庫県家屋被害認定協力団体 
□関係協力団体連絡協議会の設立 
（□建築及び不動産関係団体・事業所 
（□砂防・土木関係事業所等 
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第５章 防疫・衛生対策等の環境整備 

第１節 ごみ・災害廃棄物処理対策の環境整備 

第１ 計画の方針 

１ とりまとめ責任担当部 

産業環境部 
 

２ 基本方針 

 大規模災害発生時における多数の建物被害を想定するとともに、市の有する「地域としての災害

危険性」に即して、一般廃棄物処理施設の被害を最小限にとどめ、必要なごみ・災害廃棄物処理対

策を適時適所に実行し得ることを目標として、以下の３点を重点に必要な環境整備を行う。 

(1) 一般廃棄物等処理施設・設備等の安全化 

(2) 大規模災害時における作業計画の策定 

(3) 相互応援・協力体制の確保 

 

第２ 具体的な施策の展開 

１ 一般廃棄物等処理施設・設備等の安全化 

計画名 計画のあらまし 
南但クリーンセンター等

における施設・設備の安

全化 □南但広域行政事務組合による施設・設備の安全化 
（□建物耐震化、不燃堅牢化の維持、向上 
（□非常用自家発電設備等の点検、能力強化のための整備 
（□断水時の機器冷却水等用水源の多角的確保 

 

２ 大規模災害時における作業計画の策定 

計画名 計画のあらまし 
大規模災害時想定ごみ・

災害廃棄物処理計画の策

定 □処理必要量の想定 
□仮置場、臨時収集場所用地候補の選定 
□収集体制の想定 
□中間、最終処理体制の想定 

資源ごみ・有害ごみ・危

険ごみ等の分別等に関す

る住民・事業所向け事前

広報の徹底 
□被害甚大地域優先収集の原則の周知 
□資源ごみ分別の周知 
□有害ごみ・危険ごみ等分別の周知 
□災害廃棄物の自己搬入原則の周知 

 

３ 相互応援・協力体制の確保 

計画名 計画のあらまし 
南但広域行政事務組合構

成市（朝来市）との応

援・協力体制の整備 □ごみ・災害廃棄物収集等相互応援協定の締結及び非常時要領の作成 
□収集要員等の緊急出動体制の確保 

その他近隣市町との応

援・協力体制の整備 □ごみ・災害廃棄物処理相互応援協定の締結及び非常時要領の作成 
□収集要員等の緊急出動体制の確保 

民間事業者等との応援・

協力体制の整備 □収集協力協定の締結及び非常時要領の作成 
□処理協力協定の締結及び非常時要領の作成 
□その他協力協定の締結（土木、運送事業者、解体業者等） 

※ 資料５－４ ごみ・し尿等処理施設の現況 
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第２節 し尿処理対策の環境整備 

第１ 計画の方針 

１ とりまとめ責任担当部 

まち整備部 
 

２ 基本方針 

 大規模地震発生後における多数のし尿処理事案の発生を想定するとともに、市の有する「地域と

しての災害危険性」に即して、処理施設の被害を最小限にとどめ、必要なし尿処理対策を適時適所

に実行し得ることを目標として、以下の３点を重点に必要な環境整備を行う。 

(1) し尿処理施設・設備等の安全化 

(2) 大規模災害時における作業計画の策定 

(3) 相互応援・協力体制の確保 

 

第２ 具体的な施策の展開 

１ し尿処理施設・設備等の安全化 

計画名 計画のあらまし 
養父市衛生公園における

し尿・浄化槽汚泥処理施

設・設備の安全化 □建物耐震化、不燃堅牢化の維持、向上 
□非常用自家発電設備等の点検、能力強化のための整備 

各浄化センターにおける

施設・設備の安全化 □上記に準ずる対策  
２ 大規模災害時における作業計画の策定 

計画名 計画のあらまし 
大規模災害時想定し尿処

理計画の策定 □処理必要量の想定 
□仮設トイレ設置場所候補の選定 
□収集体制の想定 
□下水道施設や公園等の有効利用を含めた処理体制の想定 

設備補修用資機材、仮設

トイレ等の備蓄 □設備補修用資機材の備蓄 
□仮設トイレの備蓄 
□仮設トイレ管理に必要な消毒剤、脱臭剤等の備蓄 

住民・事業所向け事前広

報の徹底 □携帯用便器等の備蓄の促進 
□災害時に備えた風呂の洗濯用水活用等の推奨 
□雨水活用の推奨 
□被害甚大地域優先の原則の周知 

 

３ 相互応援・協力体制の確保 

計画名 計画のあらまし 
近隣市町との応援・協力

体制の整備 □相互応援協定の締結及び非常時要領の作成（近隣市町） 
□施設補修用資機材、仮設トイレ（管理に必要な薬剤含む。）等の緊急

調達体制の確保 
□バキュームカー、収集要員等の緊急出動体制の確保 

民間事業者等との応援・

協力体制の整備 □収集協力協定の締結及び非常時要領の作成 
□その他協力協定の締結（土木、運送事業者等） 

※ 資料５－４ ごみ・し尿等処理施設の現況 
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第３節 防疫・遺体処理等対策の環境整備 

第１ 計画の方針 

１ とりまとめ責任担当部 

市民生活部・健康福祉部 
 

２ 基本方針 

 大規模災害発生時における、被災地の防疫対策、遺体の火葬、環境保全等の対策を迅速かつ円滑

に実施し得るよう、以下の３点を重点に必要な体制整備を総合的に進める。 

(1) 施設、設備の安全化 

(2) 大規模災害時における作業計画の策定 

(3) 相互応援・協力体制の確保 

 

第２ 具体的な施策の展開 

１ 施設、設備の安全化 

計画名 計画のあらまし 
静霊苑における施設・設

備の安全化 □建物耐震化、不燃堅牢化の維持、向上 
□非常用自家発電設備等の点検、能力強化のための整備 
□断水時の機器冷却水等用水源の多角的確保 

 

２ 大規模災害時における作業計画の策定 

計画名 計画のあらまし 
大規模災害時想定処理計

画の策定 □処理必要量の想定 
□作業実施要領の作成 

初動期防疫用資機材、薬

剤の備蓄 □初動期防疫用資機材、薬剤の備蓄、更新 
住民・事業所向け事前広

報の徹底 □被害甚大地域優先の原則の周知 
 

３ 相互応援・協力体制の確保 

計画名 計画のあらまし 
近隣市町との応援・協力

体制の整備 □防疫活動相互応援協定の締結及び非常時要領の作成 
□防疫用資機材、薬剤等の緊急調達体制の確保 
□斎場等の相互利用協定の締結及び非常時要領の作成 
□環境保全活動相互応援協定の締結及び非常時要領の作成 
□環境測定装置、操作要員等の緊急出動体制の確保 

朝来健康福祉事務所等関

係機関との連携強化 □大規模災害時想定連携マニュアルの作成 
□その他実務担当者相互交流の推進 

市内民間事業者等との応

援・協力体制の整備 □相互応援協定の締結及び非常時要領の作成 
□防疫用資機材、薬剤等の緊急調達体制の確保 
□環境測定装置、操作要員等の緊急出動体制の確保 
□その他協力協定の締結（葬祭業者、運送事業者等） 

※ 資料５－５ 遺体収容場所の候補施設一覧 
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第４節 愛玩動物収容等対策の環境整備 

第１ 計画の方針 

１ とりまとめ責任担当部 

市民生活部 
 

２ 基本方針 

 大規模災害発生時における、愛玩動物、負傷動物の収容、治療及び保管の各対策を迅速かつ円滑

に実施し得るよう、以下の２点を重点に必要な体制整備を総合的に進める。 

(1) 収容場所・輸送手段等の確保体制の整備 

(2) 愛玩動物収容対策に関する情報提供体制等の整備等 

 

第２ 具体的な施策の展開 

１ 収容場所・輸送手段等の確保体制の整備 

計画名 計画のあらまし 
収容場所等の確保体制の

整備 □動物愛護センター但馬支所、但馬地域内獣医師及び県獣医師会等との

連携 
（□愛玩動物収容等対策実施のための課題の把握 
（□愛玩動物収容等対策マニュアルの作成 
□確保すべき施設のめやす 
（□被災動物の収容場所 
（□負傷した動物の治療施設の確保 
（□飼育困難な動物の一時保管施設 
（□治療中の保護動物等死亡時の保管場所 
□断水時の機器冷却水等用水源の多角的確保 

対策実施のために必要な

支援要員、資機材等の確

保体制の整備 □但馬地域内動物関係団体、ボランティア等との連携 
（□愛玩動物収容等対策実施のための課題の把握 
（□輸送手段・方法の検討、必要な体制の整備 
（□愛玩動物収容等支援マニュアルの作成 
□確保すべき支援要員のめやす 
（□避難所内ペット収容施設の管理指導のための要員 
（□一時保管施設の管理要員 
□確保すべき資機材等のめやす 
（□収容動物の保管に必要な水、餌 
（□動物用医薬品、医療資機材 

 

２ 愛玩動物収容対策に関する情報提供体制等の整備等 

計画名 計画のあらまし 
情報提供体制等の整備 □動物の保護、譲渡等の情報の一元管理システムの検討 

□その他動物に関する相談窓口開設の体制整備 
飼い主への防災意識啓発 □個体識別に関する非常用メモの用意 

（□鑑札番号 
（□注射済票番号 
（□その他個体識別上必要とするもの 
□避難所同行時に備えた非常用持ち出しの用意 
（□飼育用食料 
（□毛布類 

※避難所では、屋外に設置される一時飼育場所に収容のため 
（□その他避難所内他避難者に迷惑をかけないために必要とするもの  
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第６章 住宅対策の環境整備 

第１節 計画の方針 

第１ とりまとめ責任担当部 

まち整備部 
 

第２ 基本方針 

 大規模災害時に要請される大量の住宅供給並びに被災建物補修・解体対策実施のための体制づく

りを、以下の２点を重点に総合的に進める。 

(1) 災害時を想定した住宅供給等促進計画の策定 

(2) 相互応援・協力体制の確保等 

 

第２節 具体的な施策の展開 

第１ 災害時を想定した住宅供給等促進計画の策定 

計画名 計画のあらまし 
大規模災害時想定住宅供

給促進プランの策定 □被害想定に基づく住宅必要量に対応した仮設住宅建設計画の作成 

□応急仮設住宅における要配慮者への配慮 

（□高齢者・障がい者対応型応急仮設住宅建設の計画化 

（□居住者用集会施設の計画化《同一敷地内又は近接する地域内に概ね

50 戸以上設置した場合》 

□入居までの一時待機用住宅として利用可能な施設台帳の作成 

□借上げ型の応急仮設住宅として利用可能な公共住宅・民間住宅の空家

等の把握 

応急仮設住宅建設適地等

オープンスペース台帳の

策定 □オープンスペース台帳作成 
（□仮設住宅用地 
（□資材置場用地等 
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第２ 相互応援・協力体制の確保等 

計画名 計画のあらまし 
近隣市町、関係団体、民

間事業者等との応援・協

力体制整備 □近隣市町相互応援協定の締結及び非常時要領の作成 
□建築士会等関係団体との協力協定の締結及び非常時要領の作成 
□建築関係研究所・事業所等との協力協定の締結及び非常時要領の作成 
□その他関係業者との協力協定の締結（建築資材業者、運送事業者及び

ホテル・旅館業者等） 
広域的市町村相互応援・

協力体制整備 □県南部市町相互応援協定の締結及び非常時要領の作成 
□国道９号等広域幹線道路沿線自治体との相互協力協定の締結及び非常

時要領の作成 
□ＪＲ山陰本線、播但線等沿線自治体との相互協力協定の締結及び非常

時要領の作成 
兵庫県住宅再建共済等へ

の加入促進 □広報やぶ、ＣＡＴＶ等を通じて住民に対し加入促進ＰＲ 

□兵庫県住宅再建共済制度の概要 

（□対象は県内の住宅所有者、マンションの管理者等 

（□住宅共済負担金は住宅１戸につき年額 5,000 円ほか 

（□マンション共済負担金は住戸１戸につき年額 2,400 円ほか 

□住宅共済給付額：新たな住宅の建築又は購入 600 万円 

      補修 全壊 200 万円 大規模半壊 100 万円 半壊 50 万円 

（□マンション共済給付額：全壊・大規模半壊で新たなマンション建築

の場合 300 万円×新築マンション住戸数（加入住戸数が上限）など 

→ Ⅱ第３編第１部第２章第３節「兵庫県住宅再建共済制度の活用」

参照 

□住宅再建をより確かなものとするための、地震保険、他の共済への加

入促進  



 

 

     
Ⅱ 災害警戒、応急、 

復旧・復興対策計画編 



  



 

 

     
第１編 風水害等災害警戒、 
       災害応急対策計画 
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Ⅱ 災害警戒、応急、復旧・復興対策計画編 

第１編 風水害等災害警戒、災害応急対策計画 

第１部 非常時活動体制に関する計画 

第１章 風水害警戒及び大規模事故災害対策 

第１節 気象予警報受報時の初動対応 

第１ とりまとめ責任担当部 

危機管理室 
 

第２ 初動対応上の基本指針 

１ 危機管理室及び地域局においては、風水害警戒対策関係部及び他部と連携・協力し、できる限

り先行的に必要な要員を配置し、警戒時活動体制における本部指揮機能を確保する。 
２ 市内各地域に関する情報収集・協力団体への連絡及び初期対応は、各地域局を中心に行う。市

各部は、要員について不足することがないよう、対象地域在住職員を中心に応援派遣する。 
３ 県・国・防災関係機関・団体等への配備体制通報及び被害発生状況連絡は、最優先で行う。こ

れにより事態のいかなる推移・急変に際しても迅速な警戒・応急対策実施を期する。 
４ 災害警戒本部設置に至らない場合は、危機管理室及び地域局において情報収集活動を行うな

ど、状況の変化に対応できるような体制を確保する。 
５ 市域に関して特別警報を受報した場合は、直ちに災害対策本部を設置するとともに、「２号配

備」を発令し、避難所開設、市民向け特別警報発表及び緊急避難呼びかけ広報活動を実施するた

めの体制を確保する。 
（→ 第２章「災害対策本部等運用計画」へ） 
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第３ 初動対応のめやす 

１ 危機管理室 

区分 勤務時間内 勤務時間外 
大雨警報 
洪水警報 
大雪警報 
暴風警報 
暴風雪警報  

●危機管理室→危機管理監 
□警報発令・警戒体制配備連絡及び必要に応じて

災害警戒本部設置意見具申（市長へ） 
●危機管理室→部内・各部庶務・連絡担当 
      →各地域局 
      →団本部・関係機関 
□警報発令・警戒体制配備連絡及び所管事項防災

情報収集・報告指示、要請 
□必要な場合の災害警戒本部配備指示又は通知 

→災害警戒本部設置 
□市民向け広報体制確保（市ホームページ・防災

行政無線・広報車等） 

●宿・日直員→危機管理室職員 
□警報受信連絡 

●危機管理室職員 
□指示により直ちに登庁 
□勤務時間内に準ずる対応  

土砂災害警

戒情報、台

風 接 近 情

報、土木関

係被害情報

その他災害

警戒本部体

制をとるべ

き情報 

●危機管理室→部内・各部庶務・連絡担当 
      →各地域局 
      →団本部・関係機関 
□要警戒情報連絡及び災害警戒本部配備体制又は

災害対策本部配備体制指示・通知 
→災害警戒本部又は災害対策本部設置 

□所管事項防災情報収集・報告指示、要請 
□市民向け広報用資料提供（市ホームページ・防

災行政無線・広報車等） 

●宿・日直員→危機管理室職員 
□要警戒情報受信連絡 

●危機管理室職員 
□直ちに登庁 
□勤務時間内に準ずる対応 
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２ まち整備部 

区分 勤務時間内 勤務時間外 
大雨警報 
洪水警報 
大雪警報 
暴風警報 
暴風雪警報   

●建設課→部内・県・国出先機関 
□警報発令・警戒体制配備連絡及び県・国を通じ

た道路、河川等所管事項防災情報収集 
□必要な場合の災害警戒本部設置連絡 

●部内所管課→関係団体等 
□団体等を通じた道路、河川等所管事項防災情報収

集 
□連絡体制確保 
□必要に応じて応援要請 

●建設課→危機管理室 
□以上に関する復命報告（第１報） 

●建設課担当職員 
□直ちに登庁 
□勤務時間内に準ずる対応  

土砂災害警

戒情報、台

風 接 近 情

報、土木関

係被害情報

その他災害

警戒本部体

制をとるべ

き情報 

●建設課→部内・県・国出先機関 
□要警戒情報連絡及び災害警戒本部又は災害対策

本部設置連絡 
□県・国を通じた道路、河川等所管事項防災情報収

集 
●部内所管課→関係団体等 
□団体等を通じた道路、河川等所管事項防災情報収

集 
□連絡体制確保 
□応援出動要請 

●建設課→危機管理室 
□以上に関する復命報告（第１報） 

●建設課担当職員 
□直ちに登庁 
□勤務時間内に準ずる対応  

 

３ 各部 

区分 勤務時間内 勤務時間外 
大雨警報 
洪水警報 
大雪警報 
暴風警報 
暴風雪警報  

●庶務担当課→部内・県・国出先機関 
□警報発令・警戒体制配備連絡及び県・国を通じ

た所管事項防災情報収集 
□必要な場合の災害警戒本部設置連絡 

●部内所管課→関係団体等 
□団体等を通じた所管事項防災情報収集 
□連絡体制確保 
□必要に応じて応援出動、準備要請 

●庶務担当課→危機管理室 
□以上に関する復命報告（第１報） 

●各部庶務担当課担当職員（連

絡を受けた場合） 
□指示により直ちに登庁又は

自宅待機 
□勤務時間内に準ずる対応  

土砂災害警

戒情報、台

風 接 近 情

報、土木関

係被害情報

その他災害

警戒本部体

制をとるべ

き情報 

●庶務担当課→部内・関係機関・団体等 
□要警戒情報連絡及び災害警戒本部又は災害対策

本部設置連絡 
□県・国を通じた所管事項防災情報収集 

●部内所管課→関係団体等 
□団体等を通じた所管事項防災情報収集 
□連絡体制確保 
□応援出動要請 

●庶務担当課→危機管理室 
□以上に関する復命報告（第１報） 

●各部庶務担当課担当職員 
□指示により直ちに登庁又は自

宅待機 
□勤務時間内に準ずる対応  
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４ 各地域局 

区分 勤務時間内 勤務時間外 
大雨警報 
洪水警報 
大雪警報 
暴風警報 
暴風雪警報  

●地域局→局内・各部出先課等 
→消防分団正副分団長 
→区長及び協力団体等 

□警報発令・警戒体制配備連絡及び所管地区内道

路、河川等防災情報収集指示又は要請 
□応急対策用資機材確保指示又は要請 
□分団・区長・団体等との連絡体制確保 
□必要な場合の災害警戒本部設置連絡 

●各部出先課等→学校・保育所・団体等 
□学校・保育所・団体等を通じた防災情報収集 
□必要に応じて応援出動、準備要請 
□必要に応じてパトロールの実施 
□連絡体制確保 

●地域局→危機管理室 
□以上に関する復命報告（第１報） 

●宿・日直員→地域局担当職員 
□警報受信連絡 

●地域局担当職員 
□直ちに登庁 
□勤務時間内に準ずる対応  

土砂災害警

戒情報、台

風 接 近 情

報、土木関

係被害情報

その他災害

警戒本部体

制をとるべ

き情報 

●地域局→局内・各部出先機関 
→消防分団正副分団長 
→区長及び協力団体等 

□要警戒情報連絡 
□所管地区内道路、河川等防災情報収集指示又は

要請 
□応急対策用資機材確保指示又は要請 
□分団・区長・団体等との連絡体制確保 

●各部出先課等→学校・保育所・団体等 
□学校・保育所・団体等を通じた防災情報収集 
□応援要請 
□連絡体制確保 

●地域局→危機管理室 
□以上に関する復命報告（第１報） 

●宿・日直員→地域局担当職員 
□要警戒情報受信連絡 

●地域局担当職員 
□直ちに登庁 
□勤務時間内に準ずる対応  
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第２節 土砂災害警戒対応 

第１ とりまとめ責任担当部 

まち整備部 
 

第２ 土砂災害等警戒活動の基本指針 

１ 土石流、がけ崩れによる人的危険を回避するため、各観測地点の降雨量（時間雨量 20mm 以上又

は 24 時間雨量 150mm 以上をめやすとする。）を基準として、できる限り先行的に土砂災害への注

意の喚起、巡視、警戒、避難指示等の発令を行う。 
２ 市に土砂災害警戒情報が発表された場合、並びに南海トラフ地震臨時情報発表時において、降

雨、積雪等により必要と認める場合は、土砂災害が想定される箇所の住民に対し避難指示等を発

令する。また、工事中の建築物、工作物等の施工者に対し、必要に応じて工事の中断、倒壊落下

防止等の人的危険回避措置を講ずるよう指示・要請する。 
３ 土砂災害等警戒活動の実施に当たっては、情報連絡上のミスによる逃げ遅れのないよう県・国

をはじめ、各部、南但消防本部・消防団、各機関・区長・協力団体等との密な情報連携を漏れな

く行う。 
 

第３ 土砂災害等警戒対策のめやす 

区
分 本部としての活動のめやす 
警

報

発

令

時

等 

１ 情報の収集・受付・分析 
□気象情報 
□雨量情報 
□住民、各防災機関からの前兆現象情報、発生情報 
□小・中・義務教育学校、保育所、認定こども園への降雨状況、冠水状況等情報照会 
□県土砂災害監視システムによる通報 
□工事中の建築物、工作物等要点検箇所の把握 

２ 土砂災害等警戒対策の実施 
□配備体制の移行・強化要請を伴う「土砂災害警戒情報の有無」等｢重要情報｣の評価 
□必要に応じて、危険区域住民向け注意の喚起（区長への電話、ＣＡＴＶ、消防団） 
□必要に応じて、工事中の建築物、工作物等施工者への安全措置要請 
□必要に応じて、パトロール活動準備又は実施指示 
□必要に応じて、緊急避難体制準備指示 
□必要に応じて、配備体制強化 

災

害

警

戒

本

部

等

設

置

以

降 

１ 情報の収集・受付・連絡・分析 
□気象情報 
□雨量情報 
□住民、各防災機関からの前兆現象情報、発生情報 
□小・中・義務教育学校・保育所・認定こども園からの降雨状況、冠水状況等前兆現象情

報、発生情報とりまとめ 
□県土砂災害監視システムによる通報 
□工事中の建築物、工作物等要点検箇所に関する現況情報とりまとめ 

２ 土砂災害等警戒対策の実施 
□各地域局によるパトロール活動、パトロール強化、配備体制の移行を伴う｢重要情報｣の評

価 
□緊急避難体制確保指示 
□危険区域住民向け避難指示等の発令の連絡（区長への電話、ＣＡＴＶ、消防団巡回） 
□孤立想定地区住民への避難指示等の発令（区長への電話、ＣＡＴＶ、消防団巡回） 
□工事中の建築物、工作物等施工者への安全措置実施確認 
□必要に応じて配備体制強化、災害対策本部体制への移行 
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第３節 積雪災害警戒対応 

第１ とりまとめ責任担当部 

まち整備部 
 

第２ 積雪災害等警戒対策の基本指針 

１ 雪崩等降・積雪による人的危険を回避するため、各県設置積雪観測所の警戒積雪深（明延 60 

cm、丹戸 150cm、葛畑 120 cm、井の坪 50 cm、大屋 60 cm、栗の下 70 cm、八鹿 50 cm、大久保 150

㎝）を基準として、できる限り先行的に積雪災害への注意の喚起、巡視、警戒、避難指示等の発

令を行う。 

２ 南海トラフ地震臨時情報発表時において、降雨、積雪、融雪等により必要と認める場合は、雪

崩発生が想定される箇所の住民に対し避難指示等を発令する。 
３ 積雪災害等警戒活動の実施に当たっては、情報連絡上のミスによる逃げ遅れのないよう県・国

をはじめ、南但消防本部・消防団、各機関・区長・協力団体等との密な情報連携を漏れなく行

う。 
４ 相互応援協定に基づく他市町村への応援要請、自衛隊の災害派遣要請依頼等は、早めに判断し

行う。 
５ 冬期交通の確保については、毎年定める「道路除雪要綱」により行う。 
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第３ 積雪災害警戒対策のめやす 

区 
分 本部としての活動のめやす 
大

雪

警

報

発

令

時

等

警

戒

段

階 

１ 情報の収集・受付・連絡 
□気象情報（南海トラフ地震関連情報を含む。） 
□雨量情報 
□降・積雪情報 
□住民、各機関からの前兆現象情報、小規模被害発生情報 
□道路情報 

２ 積雪災害警戒対策の実施 
□必要に応じて、住民等からの各種情報の各機関への連絡 
□危険区域住民向け注意の喚起（防災行政無線、関係区長への電話、ＣＡＴＶ等による。） 
□必要に応じて、雪おろし、雪庇落し等建物・施設等管理者への安全措置要請※ 
□必要に応じて、雪おろし、雪庇落し等要支援世帯の確認※ 
□パトロール活動準備 
□配備体制の移行・強化要請を伴う｢重要情報｣の評価 
□必要に応じて配備体制移行準備（警戒強化等を中心に） 

災

害

警

戒

本

部

等

設

置

以

降 

１ 情報の収集・受付・連絡 
□気象情報（南海トラフ地震関連情報を含む）、雨量情報、降・積雪情報、道路情報 
□住民、各機関からの前兆現象情報、小規模雪崩等発生情報 

２ 積雪災害警戒対策の実施 
□住民等からの各種情報の各機関への連絡 
□パトロール活動、標識設置、迂回路利用広報活動等の実施 
□雪おろし、雪庇落し等建物・施設等管理者への安全措置要請※ 
□雪おろし、雪庇落し等要支援世帯の確認※ 
□要配慮者等世帯の雪おろし、雪庇落し等支援体制の確保 
□危険区域住民向け避難指示等の発令の連絡（防災行政無線、関係区長への電話、ＣＡＴ

Ｖ、巡回広報等による。） 
□緊急避難体制準備又は緊急避難誘導実施指示 
□配備体制の移行・強化要請を伴う｢重要情報｣の評価 
□必要に応じて配備体制移行・強化準備 

（※ 参考）  関宮 八鹿・大屋 養父 
建築基準法に基づき知事が定める垂直積雪量 ２ｍ 1.5ｍ １ｍ 
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第４節 大規模事故災害発生時の初動対応 

第１ とりまとめ責任担当部・課 

危機管理室 
 

第２ 事故等発生報受領時の初動対応上の基本指針 

１ 一度に多数の人命に危険が生じる突発的事故が発生した場合は、直ちに市に事故対策本部を設

置する。事故対策本部の編成は、災害警戒本部を準用する。 

２ 市各部・地域局、県・関係機関・区長・協力団体等及び消防庁への事故等発生報通報は、覚知

後 30 分以内で可能な限り早く行う。 
３ 事故等の規模が大きく、その被害が大きいことが判明した場合又は予測された場合は、その時

点で直ちに災害対策本部に切り替える。 
４ 必要な情報収集・分析要員については、対象地域・情報源ごとに漏れなく確保し配置する。 

５ 非常時活動要員は、逐次投入を避け最大限体制を確保し、状況判明後漸次必要な体制に移行す

る。 

６ 相互応援協定に基づく他市町村への応援要請、自衛隊の災害派遣要請依頼、消防組織法に基づ

く緊急消防援助隊の応援要請、ＤＭＡＴの派遣要請等は、空振りをおそれず早めに判断し行う。 
 

第３ 本部体制設置要件のめやす 

要件  本部体制の別 配備体制の別 

□一度に多数の人命に危険が生じる突発的事

故が発生したとき 

→ 事故対策本部 警戒体制配備又は非常

体制配備１号配備 

□一度に多数の人命に危険が生じる突発的事

故が発生し、市長が必要と認めたとき 

→ 非常体制配備１号配備

又は２号配備 

□災害救助法の適用を必要とする程度の被害

が生じたとき 

→ 災害対策本部 非常体制配備１号配備

又は２号配備 

□事故対策に相当の期間を要し、市内外から

の問い合わせ対応や風評被害等社会的被害

発生のおそれがある等、全庁的な体制を敷

くことが必要なとき 

 

第４ 事故災害別対応のめやす 

この計画では、以下の事故災害について、応急対策等のめやすを示す。 

なお、その他の事故災害発生時には、上記「事故等発生報受領時の初動対応上の基本指針」に基づ

き類似の事故について準用し対応するものとする。 
１ 鉄道事故災害の場合 

２ 道路事故災害の場合 

３ 航空機事故災害の場合 

４ 大規模工場等火災、爆発事故の場合 

５ 放射性物質事故災害の場合 

６ 大規模林野火災の場合 
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１ 鉄道事故災害の場合 

(1)初動対応上の基本指針 

ア 特急列車転覆・脱線等事故の場合は、百人単位の重傷者発生を想定し、広域救急搬送体制によ

る被災者の救助、医療救護活動を行う。 

イ 危険物等漏洩、爆発火災等のおそれのある場合は、その旨県に通報するとともに、火災警戒区

域設定、関係住民に対する避難指示等安全確保のための緊急措置を講ずる。 

(2)事故等発生報連絡先、通報内容、要請事項 

連絡先 通報内容、要請事項 

□ＪＲ西日本 □発生区間、人的被害、災害状況に関する概括的情報（把握できた範囲で） 

□関係列車の非常停止の手配 

□応急対策要員、資機材等の出動、確保に関する要請 

□但馬県民局又

は県災害対策

局 

□発生区間、人的被害、災害状況に関する概括的情報（把握できた範囲で） 

□ヘリコプター出動を含む広域救急搬送体制確保に関する協力要請 

□自衛隊の災害派遣要請 

□公立八鹿病院 

□市医師会等 

□発生区間、人的被害、災害状況に関する概括的情報（把握できた範囲で） 

□救急救護活動（ＤＭＡＴ等医療救護班出動、トリアージ等） 

□負傷者の救急搬送受入れ 

□南但馬警察署 □発生区間、人的被害、災害状況に関する概括的情報（把握できた範囲で） 

□救出・救助活動及び避難誘導活動等 

□南但消防本部 □発生区間、人的被害、災害状況に関する概括的情報（把握できた範囲で） 

□消防、救急・救助活動 

□特殊装備・技術を有する消防隊、救助隊の応援出動要請（緊急消防援助隊の応援

要請） 

□ＤＭＡＴの派遣要請 

□広域救急搬送体制確保の要請 

□境界隣接消防

本部 

□近隣消防本部 

□発生区間、人的被害、災害状況に関する概括的情報（把握できた範囲で） 

□消防、救急・救助応援要請（兵庫県広域消防相互応援協定に基づく応援要請） 

□広域救急搬送体制確保の要請 

(3)応急措置 

項目 活動内容 

□現場対策 □現地指揮所の設置 

□火災警戒区域の設定 

□危険物等漏洩、爆発火災等危険時の関係住民に対する避難の指示、誘導等 

□南但消防本部・市本部・各地域局間通信手段確保（消防無線、防災行政無線、携

帯電話） 
□応急対策用車両等集結・待機スペースの確保 

□現地住民向け広報及び報道機関対応 

□警察・事故調査委員会による事故調査への協力 

□消火活動等 □列車火災の有無、危険物等漏洩危険の有無に関する情報収集 

□特殊装備・技術を有する消防隊による消火活動 

□危険物等漏洩時における現場の安全確認、負傷者の移動、環境対策等 

□負傷者救出救

急救護 

□現地救護所の設置 

□特殊装備・技術を有する救助隊による負傷者の救出 

□救急活動（ＤＭＡＴ等医療救護班出動、トリアージ、救急搬送等） 

□公立八鹿病院の引き受け確認 

□第２次搬送先収容医療機関の確保 
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項目 活動内容 

□被災者救援等 □避難所の確保 

□遺体収容所の確保 

□要配慮者の救援対策 

□遺体の収容 

□死傷者等の身元確認 

 

２ 道路事故災害の場合 

(1)初動対応上の基本指針 

ア 事故発生直後の対応は、危険物・有毒化学剤等漏洩危険、トンネル内車両火災発生危険の有無

の把握を最優先で行う。特に混雑期の琴弾トンネル（延長 1421ｍ）、北近畿豊岡自動車道の八鹿

トンネル（延長 2990ｍ）及び畑トンネル（延長 1805ｍ）内車両火災について、留意する。 

イ 危険物・有毒化学剤等漏洩又はそのおそれのある場合は、その旨を県に通報する。また、負傷

者の移動、危険区域の設定、周辺住民の避難指示、誘導等安全確保のための緊急措置を講ずる。 

ウ トンネル内車両火災（火災発生のおそれのある場合を含む。）発生の場合は、火災・災害等即

報要領により、第１報を消防庁に対しても覚知後 30 分以内で可能な限り早く行う。 

(2)事故等発生報連絡先、通報内容、要請事項 

連絡先 通報内容、要請事項 

□道路管理者 □発生区間、人的被害、災害状況に関する概括的情報（把握できた範囲で） 

□通行止め、通行規制等の手配 

□応急対策要員、資機材等の出動、確保に関する要請 

□但馬県民局又

は県災害対策

局 

□朝来健康福祉

事務所 

□発生区間、人的被害、災害状況に関する概括的情報（把握できた範囲で） 

□ヘリコプター出動を含む広域救急搬送体制確保に関する協力要請 

□危険物等の特定、専門機関・専門家の確保に関する協力要請 

□自衛隊の災害派遣要請 

□公立八鹿病院 

□市医師会等 

□発生区間、人的被害、災害状況に関する概括的情報（把握できた範囲で） 

□救急救護活動（ＤＭＡＴ等医療救護班出動、トリアージ等） 

□負傷者の救急搬送受入れ 

□南但馬警察署 □発生区間、人的被害、災害状況に関する概括的情報（把握できた範囲で） 

□南但消防本部 □発生区間、人的被害、災害状況に関する概括的情報（把握できた範囲で） 

□消防、救急・救助活動 

□特殊装備・技術を有する消防隊、救助隊の応援出動要請（緊急消防援助隊の応援

要請） 

□ＤＭＡＴの派遣要請 

□広域救急搬送体制確保の要請 

□境界隣接消防

本部 

□近隣消防本部 

□発生区間、人的被害、災害状況に関する概括的情報（把握できた範囲で） 

□消防、救急・救助応援要請（兵庫県広域消防相互応援協定に基づく応援要請） 

□広域救急搬送体制確保の要請 
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(3)応急措置 

項目 活動内容 

□現場対策 □現地指揮所の設置 

□警戒区域の設定 

□危険物・有毒化学剤等漏洩危険時の利用者・関係住民に対する避難の指示、誘導

等 

□南但消防本部・市本部・各地域局間通信手段確保（消防無線、防災行政無線、携

帯電話） 
□応急対策用車両等集結・待機スペースの確保 

□現地住民向け広報及び報道機関対応 

□消火活動等 □危険物等漏洩危険及び車両火災の状況に関する情報収集 

□特殊装備・技術を有する消防隊による消火活動 

□消火薬剤、消防水利の確保 

□危険物等漏洩時における物質の特定、現場の安全確認、負傷者の移動、環境保全

対策等 

□負傷者救出救

急救護 

□現地救護所の設置（ＤＭＡＴ等医療救護班出動、トリアージ、救急搬送等） 

□特殊装備・技術を有する救助隊による負傷者の救出 

□救出・救急救護用資機材の確保（軽傷者移動のためのマイクロバス等を含む。） 

□公立八鹿病院の引き受け確認 

□第２次搬送先収容医療機関の確保 

□被災者救援等 □避難所の確保 

□遺体収容所の確保 

□要配慮者の救援対策 

□遺体の収容 

□死傷者等の身元確認 
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３ 航空機事故災害の場合 

(1) 初動対応上の基本指針 

ア 市街地部における墜落事故発生報を受領した場合は、延焼火災、多数負傷者の発生、広域的な

緊急避難等実施を想定し、災害対策本部により対応する。 

イ 航空機火災（火災発生のおそれのある場合を含む。）が発生した場合は、火災・災害等即報要

領により、第１報を消防庁に対しても覚知後 30 分以内で可能な限り早く行う。 

ウ 負傷者の搬送は、対応可能な医療機関を広域的に確保し分散収容する。 

(2) 事故等発生報連絡先、通報内容、要請事項 

区分 通報先 通報内容（第１報はわかる範囲で） 

□民間航空機 □大阪空港事務所 

□新関西国際空港㈱（空港管理者） 

□但馬空港管理事務所（空港管理者） 

□南但馬警察署 

□南但消防本部 

（□緊急消防援助隊の応援要請 

（□ＤＭＡＴの派遣要請 

□消防庁（航空機火災発生の場合） 

□但馬県民局又は県災害対策局 

（□自衛隊の災害派遣要請 

□近隣消防本部 

（兵庫県広域消防相互応援協定に基づ

く応援要請） 

□公立八鹿病院・診療所 

□市医師会、南但歯科医師会 

□事故の種類（墜落、不時着等） 

□事故の状況（機体炎上、建物火災の有

無等） 

□事故発生の日時、場所 

□事故機に関する情報（会社名、機種、

機体番号等） 

□自衛隊機等 □陸上自衛隊第３特科隊 

（以下民間航空機に同じ） 

同上 

(3) 応急措置 

項目 活動内容 

□現場対策 □現地指揮所の設置 

□警戒区域の設定 

□火災の急激な進展時における墜落地点付近住民に対する避難の指示、誘導等 

□南但消防本部・市本部・各地域局間通信手段の確保（消防無線、防災行政無線、

携帯電話） 
□応急対策用車両等集結・待機スペースの確保  

□現地住民向け広報及び報道機関対応 

□警察・事故調査委員会による事故調査への協力 

□消火活動 □航空機及び燃料火災の状況に関する情報収集 

□特殊装備・技術を有する消防隊による消火活動 

□消火薬剤、消防水利の確保 

□負傷者救出救

急救護 

□現地救護所の設置（ＤＭＡＴ等医療救護班出動、トリアージ、救急搬送等） 

□特殊装備・技術を有する救助隊による負傷者の救出 

□救出・救急救護用資機材の確保 

□公立八鹿病院の引き受け確認 

□第２次搬送先収容医療機関の確保 
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項目 活動内容 

□被害拡大防止

活動 

□危険物等の流出・拡散の防止 

□流出した危険物等の除去、除染 

□その他環境保全対策 

□被災者救援等 □避難所の確保 

□遺体収容所の確保 

□要配慮者の救援対策 

□遺体の収容 

□死傷者等の身元確認 

 

４ 大規模工場等火災、爆発等事故の場合 

(1) 初動対応上の基本指針 

ア 事故発生直後の対応は、危険物・有毒化学剤等漏洩危険の有無の把握を最優先で行う。 

イ あらかじめ指定する事業所等に関する火災、爆発等事故発生報を受領した場合は、延焼火災、

多数負傷者の発生、広域的な緊急避難等実施を想定し災害対策本部により対応する。 

ウ 負傷者の搬送は、対応可能な医療機関を広域的に確保し分散収容する。 

(2) 事故等発生報連絡先、通報内容、要請事項 

連絡先 通報内容、要請事項 

□但馬県民局又は

県災害対策局 

□朝来健康福祉事

務所 

□危険物等の種類、数量、所在、火災の発生状況、人的被害、災害規模に関する

概括的情報（把握できた範囲で） 

□県機関、自衛隊・緊急消防援助隊等専門機関・専門家の派遣要請 

□公立八鹿病院 

□市医師会等 

□発生地・施設、人的被害、災害状況に関する概括的情報（把握できた範囲で） 

□救急救護活動（ＤＭＡＴ等医療救護班出動、トリアージ等） 

□負傷者の救急搬送受入れ 

□市内事業所（危

険 物 等 取 扱 施

設） 

□危険物等の種類、数量、所在、火災の発生状況、人的被害、災害規模に関する

概括的情報（把握できた範囲で） 

□危険物等の除毒・除染等災害拡大防止に関する協力要請 

□南但馬警察署 □発生地・施設、人的被害、災害状況に関する概括的情報（把握できた範囲で） 

□救出・救助活動 

□南但消防本部 □発生地・施設、人的被害、災害状況に関する概括的情報（把握できた範囲で） 

□消防、救急・救助活動（特殊装備・技術を有する消防隊、救助隊の出動を含

む。） 

□ＤＭＡＴの派遣要請 

□広域救急搬送体制確保の要請 

□境界隣接消防本

部 

□近隣消防本部 

□危険物等の種類、数量、所在、火災の発生状況、人的被害、災害規模に関する

概括的情報（把握できた範囲で） 

□消防、救急・救助応援要請（兵庫県広域消防相互応援協定に基づく応援要請） 

□広域救急搬送体制確保の要請 
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(3) 応急措置 

項目 活動内容 

□現場対策 □現地指揮所の設置 

□警戒区域の設定 

□危険物・有毒化学剤等漏洩危険時の利用者・関係住民に対する避難の指示、誘

導等 

□南但消防本部・市本部・各地域局間通信手段の確保（消防無線、防災行政無

線、携帯電話） 
□応急対策用車両等集結・待機スペースの確保 

□現地住民向け広報及び報道機関の対応 

□消火活動 □危険物等漏洩危険及び火災の状況に関する情報収集 

□特殊装備・技術を有する消防隊による消火活動 

□消火薬剤、消防水利の確保 

□負傷者救出救急

救護 

□現地救護所の設置（ＤＭＡＴ等医療救護班出動、トリアージ、救急搬送等） 

□特殊装備・技術を有する救助隊による負傷者の救出 

□救出・救急救護用資機材の確保 

□公立八鹿病院の引き受け確認 

□第２次搬送先収容医療機関の確保 

□被害拡大防止活

動 

□危険物等の流出・拡散の防止 

□流出した危険物等の除去、除染 

□その他環境保全対策 

□被災者救援等 □避難所の確保 

□遺体収容所の確保 

□要配慮者の救援対策 

□遺体の収容 

□死傷者等の身元確認 

 

５ 放射性物質事故等の場合 

(1) 初動対応上の基本指針 

ア 放射性物質等輸送車両事故の場合は、その旨を県、消防庁及び原子力規制庁に通報する。また

輸送責任者と連携し、立入制限区域の設定、汚染・漏洩拡大防止、遮蔽等安全確保のための緊急

措置を講ずる。 

イ 放射性同位元素等の不法投棄事故の場合は、その旨を県に通報し、立入制限区域設定、汚染・

漏洩拡大防止、遮蔽等安全確保のための緊急措置を講ずる。 

ウ 県外原子力災害等事故の場合は、事故対策本部を設置し事態の推移に応じた体制をとる。 

(2) 事故等発生報連絡先、通報内容、要請事項 

連絡先 通報内容、要請事項 

□但馬県民局又は

県災害対策局 

□放射性物質の種類・数量、発生地・区間、火災の有無、人的被害、災害規模に

関する概括的情報（把握できた範囲で） 

□県機関、原子力規制庁、自衛隊・緊急消防援助隊等専門機関・専門家の派遣要

請 

□緊急時対応可能医療機関の確保及び防災ヘリの出動要請（必要な場合） 

□公立八鹿病院 

□市医師会等 

□人的被害、災害状況に関する概括的情報（県に同じ） 

□一般負傷者の救急救護活動（ＤＭＡＴ等医療救護班出動等） 

□一般負傷者の救急搬送受け入れ（汚染・被曝者を除く。） 
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連絡先 通報内容、要請事項 

□市内放射線取扱

事業所 

□人的被害、災害状況に関する概括的情報（県に同じ） 

□汚染・漏洩拡大防止、遮蔽等安全確保のための措置に関する協力要請 

□南但馬警察署 □人的被害、災害状況に関する概括的情報（県に同じ） 

□立入制限等 

□南但消防本部 □発生地・区間、人的被害、災害状況に関する概括的情報（把握できた範囲で） 

□消防、救急・救助活動（特殊装備・技術を有する消防隊、救助隊出動含む。） 

□ＤＭＡＴの派遣要請 

□広域救急搬送体制確保の要請 

□境界隣接消防本

部 

□近隣消防本部 

□火災の有無、人的被害、災害規模に関する概括的情報（県に同じ） 

□消防、救急・救助応援要請（兵庫県広域消防相互応援協定に基づく応援要請） 

(3) 応急措置 

項目 活動内容 

□現場対策 □現地指揮所の設置 

□放射線危険区域の設定 

（□消防隊現場最高責任者による 

（□毎時 0.5 ミリシーベルト以上検出される区域 

□消防警戒区域の設定 

（□消防隊現場最高責任者による 

（□住民等の安全確保及び現場における消防活動エリアを確保するため、安全を

見込み十分広く設定する。 

□放射線漏洩危険時の利用者・関係住民に対する避難の指示、誘導等 

□南但消防本部・市本部・各地域局間通信手段確保（消防無線、防災行政無線、

携帯電話） 
□応急対策用車両等集結・待機スペースの確保 

□現地住民向け広報及び報道機関対応 

□被害拡大防止活

動 

□放射線等の漏洩等の防止（事業者・県による） 

□漏出した放射性物質等の除去、除染（事業者・県による） 

□緊急時モニタリングの実施（事業者・県による） 

□特殊装備・技術を有する消防隊による消火活動 

□負傷者救出救急

救護 

□特殊装備・技術を有する救助隊による負傷者の救出 

□一般負傷者の公立八鹿病院の引き受け確認 

□緊急時対応可能医療機関への汚染・被曝負傷者の搬送 

□災害時広報 □市民・来訪者に対する事故の影響に関する情報の提供 

□飲料水、飲食物の摂取制限等健康被害防止のための措置に関する情報の提供 

□被災者救援等 □避難所の確保 

□遺体収容所の確保 

□要配慮者の救援対策 

□遺体の収容 

□死傷者等の身元確認 
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６ 大規模林野火災の場合 

(1) 初動対応上の基本指針 

ア 林野火災は、その全体像把握を最優先とし、市のみでは困難と認める場合は県に対し迅速にヘ

リコプターによる上空偵察を依頼する。 
イ 消防活動は、住宅等建物への延焼火災阻止（警戒を含む。）及び飛び火消火を優先して行う。 
ウ 市街地部への延焼拡大の未然防止のため、必要と認める場合は県に対し迅速にヘリコプター等

による空中消火活動を依頼する。 
エ 相互応援協定に基づく他市町村への応援要請、自衛隊の災害派遣要請依頼、消防組織法に基づ

く緊急消防援助隊の応援要請等は、早めに判断し行う。 
(2)事故等発生報連絡先、通報内容、要請事項 

連絡先 通報内容、要請事項 
□但馬県民局又は県

災害対策局 □火災の発生状況（把握できた範囲で） 
□ヘリコプターによる上空偵察（林野火災全体像把握のための） 
□ヘリコプター等による空中消火活動（延焼拡大の未然防止のための） 
□自衛隊の災害派遣要請 

□但馬空港管理事務

所 □火災の状況 
□ヘリコプターの運用及び燃料補給の可能性 

□市森林組合 
□森林管理者等 
□浜坂森林事務所 □火災の発生状況（把握できた範囲で） 

□森林内の作業員の安全確保 
□消火活動への協力 

□南但馬警察署 □火災の発生状況（把握できた範囲で） 
□南但消防本部 □発生地、人的被害、災害状況に関する概括的情報（把握できた範囲で） 

□消防、救急・救助活動 
□緊急消防援助隊の派遣要請 

□ＤＭＡＴの派遣要請 
□広域救急搬送体制確保の要請 

□境界隣接消防本部 
□近隣消防本部 □火災の発生状況（把握できた範囲で） 

□消防相互応援協力の要請 
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(3)応急措置 

項目 活動内容 
□現地対策 □現地指揮所の設置 

□警戒区域の設定 
□南但消防本部・市本部・各地域局間通信手段確保（消防無線、防災行政無線、携

帯電話） 
□応急対策用車両等集結・待機スペースの確保 
□市街地部への延焼危険時の関係住民に対する避難の指示、誘導等 
□現地住民向け広報及び報道機関対応 

□消火・救出活

動 □林野火災の全体像の把握（火点の位置、市街地部延焼危険に関する情報収集） 
□飛び火の警戒 
□消防水利の確保 
□地上消防隊による消火活動 
□消防防災ヘリ等による空中消火活動 
□孤立者等の救出（ヘリコプターによる。） 
□ヘリポートの確保 

□避難・誘導 □ラジオ・テレビ局への延焼危険区域・森林内滞在者緊急避難呼びかけ放送依頼 
□広報車等による延焼危険区域住民の緊急避難呼びかけ 
□ヘリコプター等による空からの避難呼びかけ 

□負傷者救援 □救急活動（ＤＭＡＴ等医療救護班出動、現地救護所設置、救急搬送等） 
□公立八鹿病院の引き受け確認 
□第２次搬送先収容医療機関の確保 

□被災者救援等 □避難所の確保 

□遺体収容所の確保 

□要配慮者の救援対策 

□遺体の収容 

□死傷者等の身元確認  
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第２章 災害対策本部等運用計画 

第１節 計画の方針 

第１ とりまとめ責任担当部 

危機管理室 
 

第２ 非常時組織の基本指針 

１ 風水害等自然災害並びに大規模な事故災害による被害発生を認めたとき、若しくは発生すること

が予想されるときは、災害対策基本法をはじめ法の認めるあらゆる権限を行使し事態のいかなる推

移にも適切に対処するため、災害対策本部設置を基本とする。 
２ 災害警戒段階及び災害対策本部設置を要しない場合については、災害の態様に応じて、警戒体

制、災害警戒本部、事故対策本部のいずれかの体制を確保し、情報の一元的処理、各部・各地域局

等の実施する災害警戒活動、災害応急活動の総合力が発揮されるよう担保する。 
３ 災害対策本部は、部又は班により構成する。また、災害警戒本部及び事故対策本部は、班により

構成する。 
４ 新型インフルエンザ発生中の風水害の発生等、自然災害と危機事案の同時発生等複合災害時につ

いては、危機事案所管部内に危機事案所管部及び関係部からなる危機事案専任事務局、危機管理監

の下で総合的に調整を行う。 
５ 各非常時組織の本部長室は本庁舎内に、また部は本庁舎及び養父庁舎内に置く。 
６ より強力な体制を必要とする場合は、現地災害対策本部を置き対処する。 
７ 本部長室及び部が被災その他の事情により上記によることが困難な場合は、別に示す順位に基づ

き代替場所となる施設に設置し、その旨を関係機関及び市民に対し明らかにする。 
８ 災害対策本部を設置したときの市一般業務の取扱いは、３号配備体制においては全面的停止、２

号配備体制においては受付業務等簡易な業務を除き停止する。 
９ 災害応急活動に従事する職員（応援職員を含む。）の安全性の確保及び健康管理（マスク着用等

による感染症対策を含む。） に十分留意する。 
10 本市内の全部又は一部に対し、内閣総理大臣が災害緊急事態の布告を発した場合、市は県及び防

災関係機関と協力し、政府が定める対処基本方針に基づき、応急対策を推進するとともに、市の経

済秩序を維持し、その他当該災害に係る重要な課題に適切に対応する。 
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第３ 各非常時組織の配備事由、代替設置場所、代行順位 

１ 配備事由  

区分 配備事由 
警

戒

体

制 

０

号

配

備 

１ 大雨その他異常な自然現象により道路冠水、河川橋梁通行止め措置、田畑冠水等の事

象が出始めたとき、又は短時間のうちに見込まれるとき。 
２ 台風が近畿地方に接近したとき。 
３ 特別警報又は大雨、洪水、暴風、暴風雪、大雪のいずれかの警報が発表され、危機管

理監が必要と認めたとき。 
４ 一度に多数の人命に危険が生じる突発的事故が発生し、危機管理監が必要と認めたとき。 
５ その他危機管理監が必要と認めたとき。 

災

害

警

戒

本

部 

１

号

配

備 

１ 特別警報又は大雨、洪水、大雪、暴風雪、暴風のいずれかの警報が発表され、市長が

必要と認めたとき。 
２ 兵庫県水防指令第１号が発令されたとき。 
３ 風水害等により小規模の被害が生じたとき。 
４ その他異常な自然現象（集中豪雨等）や人為的原因による災害が発生し、又は発生す

るおそれのある場合で、市長が必要と認めたとき。 
災

害

対

策

本

部 

２

号

配

備 

１ 兵庫県水防指令第２号が発令されたとき。 
２ 風水害等により中規模の被害が生じたとき。 
３ 気象警報が発表され、又は発表の前提に至るような状況の場合で、市長が必要と認め

たとき。 
４ その他異常な自然現象（集中豪雨等）や人為的原因による災害が発生し、又は発生す

るおそれのある場合で、市長が必要と認めたとき。 
３

号

配

備 

１ 市全域にわたる風水害が予想される気象警報が発表され、大規模な被害が生じるおそ

れがあるとき。 

２ 兵庫県水防指令第３号が発令され、大規模な被害が生じるおそれがあるとき。 

３ 風水害等により大規模の被害が生じたとき。 

４ その他異常な自然現象（集中豪雨等）や人為的原因による災害が発生し、又は発生す

るおそれのある場合で、市長が必要と認めたとき。 
 

２ 本部長室代替設置場所 

本部長室 

区分 施設の名称 設置等のめやす 

第１位 養父庁舎 本部長室を確保し、本部長の指揮統括機能の維持を図る。 

第２位 大屋庁舎 〃 

第３位 関宮庁舎 〃 

 

３ 本部長及び各級責任者の代行順位 

(1)災害対策本部 

区分 第１位 第２位 第３位 第４位以下 

本 部 長 副 市 長 教 育 長 危機管理監 以下別に定める 

副 本 部 長 経営企画部長 市民生活部長 教育部長 以下別に定める 

各部の部長 別に定める 

各班の班長 別に定める 

(2)災害警戒本部及び事故対策本部 

災害対策本部に準じて、別に定める。 
 

４ 本部の標識及び職員の証票 

市災害対策本部の標識及び職員の証票は、別に定めるとおりとする。 
※ 資料３－１－２ 市災害対策本部の標識及び職員の証票 



第１編 第１部 第２章 災害対策本部等運用計画 

 応復－20

第２節 警戒体制及び災害警戒本部 

第１ とりまとめ責任担当部 

危機管理室 
 

第２ 災害警戒本部等運営の基本指針 
１ 災害警戒本部設置又は廃止の決定は、市長が行う。市長不在の場合において、災害警戒本部設置

基準に該当する事態が生じたときは、この計画に示す代行順位に基づき、副市長以下の職員が設置

の決定を代行する。この場合、事後速やかに市長に報告する。 
２ 災害警戒本部の設置又は廃止を決定した場合は、防災関係機関・団体に通知するとともに、速や

かに市ホームページ、区長・報道機関への連絡その他により公表する。 
３ 警戒体制及び災害警戒本部の要員は、実務担当者を主体として、先行的かつ網羅的に配備する。

これに伴い、暴風雨、局地的集中豪雨等により災害発生のおそれのある地区に関し、災害発生の兆

しの的確な把握、高齢者等避難・避難指示等の各段階に即した的確な情報伝達、住民の円滑な避難

の誘導・支援を行う。 
４ 住宅への浸水被害が発生した旨の情報を得たとき等配備を強化し対処すべき状況と判明した場合

は、遅滞なく災害対策本部体制に切り替える。 
５ 班間の連携・調整は危機管理監が行う。 
 

第３ 警戒体制 

気象状況等により災害の発生が予想されるときで、災害警戒本部設置に至らない段階における体制

として概ね次の内容による配備につき、気象、水防等の情報収集及びその通報にあたる。 
区分 配備内容 

警戒体制配備 災害関係課等の職員で、情報連絡活動が円滑に行い得る体制とする。 
 

第４ 災害警戒本部 

災害警戒本部が設置されたときの、本部要員は「１号配備」とする。その他本部長各級責任者、災

害警戒本部の構成・事務分掌は以下のとおりとする。 
 

１ 災害警戒本部長等各級責任者 

区分 平常時職名 
本部長 副市長 
副本部長 危機管理監 
総務班長 経営企画部長 
市民生活班長 市民生活部長 
健康福祉班長 健康福祉部長 
まち整備班長 まち整備部長 
産業環境班長 産業環境部長 
教育班長 教育部長 
消防団班長 消防団長 
消防本部派遣員 南但消防本部職員（養父消防署副署長）  
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２ 災害警戒本部の構成・事務分掌 

本部を構成する班 班員となる課 事務分掌 
総務班 防災安全課、情報課、

経営総務課、経営政策

課、秘書課、デジタル

推進室、国家戦略特

区・地方創生課、税務

課、収納対策室、会計

課、議会事務局 
□災害警戒本部に関する統括 
□警戒対策要員に関する統括 
□情報の収集・連絡に関する統括 
□警戒時における広報に関する統括 
□南但消防本部との連携に関する統括 
□南但馬警察署との連携に関する統括 
□その他防災関係機関との連携に関する統括 
□緊急輸送に関する統括 
□応急資機材等の確保に関する統括 
□緊急避難に関する統括 
□電気、電話等公共性を有する施設対策に関する統括 

市民生活班 市民課、やぶぐらし課、

人権・協働課、公民館、 
文化芸術推進室、文化

会館建設推進室、各地

域局 
□被災者救援対策に関する統括 
□鉄道、バス等公共交通確保対策に関する統括 
□八鹿地区における災害警戒活動の実施及び統括 

健康福祉班 社会福祉課、介護保険

課、保険医療課、健康

課 □要配慮者救援対策に関する統括 
□避難所の開設、運営に関する統括 
□医療、救護対策に関する統括 

まち整備班 建設課、土地利用未来

課、地籍調査課、上下

水道課 □市及び建設協力業者による水防活動に関する統括 
□浸水、土砂災害等の防止に関する統括 
□道路交通確保対策に関する統括 
□上下水道施設等対策に関する統括 

産業環境班 農林振興課、農地政策

課、商工観光課、環境

推進課 □ため池、水路等対策に関する統括 
□山崩れ、地すべり対策に関する統括 
□観光客の安全確保対策に関する統括 
□商工業関係施設等対策に関する統括 
□環境・衛生対策に関する統括 

教育班 教育総務課、学校教育

課、社会教育課、こど

も育成課 □園児・児童・生徒の安全確保対策に関する統括 
□園・学校・社会教育・体育施設等対策に関する統括 
□避難所の開設、運営の協力に関する統括 

消防団班 消防団  □消防団による水防活動に関する統括 
□消防団による消火・救助活動等に関する統括 
□消防団による避難誘導に関する統括 

消防本部 南但消防本部消防課 □消防本部風水害対策本部との連絡・調整  
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第３節 事故対策本部 

第１ とりまとめ責任担当部 

危機管理室 
 

第２ 事故対策本部運営の基本指針 
１ 事故対策本部設置又は廃止の決定は、市長が行う。市長不在の場合において、各対策本部設置基

準に該当する事態が生じたときは、この計画に示す代行順位に基づき、副市長以下の職員が設置の

決定を代行する。この場合、事後速やかに市長に報告する。 
２ 事故対策本部の設置又は廃止を決定した場合は、防災関係機関・団体に通知するとともに、速や

かに市ホームページ、区長・報道機関への連絡その他により公表する。 
３ 事故対策本部の要員は、実務担当者を主体として、先行的かつ網羅的に配備する。これにより災

害発生のおそれのある地区に関し、災害発生の兆しの的確な把握、高齢者等避難・避難指示等の各

段階に即した的確な情報伝達、住民の円滑な避難の誘導・支援を行う。 
４ 災害救助法の適用を必要とする程度の被害が生じたときは、災害対策本部体制に切り替える。 
５ 班間の連携・調整は危機管理監が行う。 
 

第３ 事故対策本部の各級責任者、構成・事務分掌 

事故対策本部の各級責任者、構成・事務分掌は、災害警戒本部の規定を準用する。   
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第４節 災害対策本部 

第１ とりまとめ責任担当部 

危機管理室 
 

第２ 災害対策本部運営の基本指針 
１ 災害対策本部設置又は廃止の決定は、市長が行う。市長不在の場合において、本部設置基準に該

当する災害が発生したときは、この計画に示す代行順位に基づき、副市長以下の職員が設置の決定

を代行する。この場合、事後速やかに市長に報告する。 
２ 災害対策本部の設置又は廃止を決定した場合は、速やかに市ホームページ、区長・報道機関への

連絡その他により公表する。また、防災会議構成機関等関係機関・団体に通知し、本部連絡員の派

遣を要請する。防災関係機関派遣の本部連絡員は、アドバイザーとなるとともに、相互の密接な連

携・情報交換に努める。 
３ 本部長は、本部の設置・廃止の決定及び本部として行うべき業務に係る重要方針の決定並びに市

の全職員への周知・徹底を迅速かつ適切に行うため、本部員会議、関係部長会議を適宜開催する。 
４ 災害対策本部が設置されたときの、本部要員は「２号配備」又は「３号配備」とし、事態の推移

により「１号配備」とする。また、本部長は、職員の参集状況又は被害状況等に応じて、部・班の

統合・追加若しくは分掌の差し替え、追加その他の変更を行う。 
５ 部間の連携・調整は、本部長が行う。また、各部内の連携・調整は、各部長が行う。 
６ 応急復旧及び都市機能早期回復に関する対策、被災者救援対策及び災害復旧対策については、実

施目標期間を設定し、対策相互の連携と相乗効果を図る。 
７ 本部長は、本部設置期間が 10 日間以上となる見込みの場合は、職員の体力・気力・知力の回復

に留意しつつ、長期化にも持続し得る職員の配備体制をとる。業務量若しくは想定業務量に対し

て、作業要員が不足する場合は、他の部からの応援、国・県・他自治体からの応援職員の派遣、職

員の新規若しくは臨時採用、民間派遣会社の社員派遣、ボランティア等により補充する。 
８ 各会議に関する庶務をはじめとする本部長室の事務局業務は、危機管理室が行う。 
 

第３ 各会議の構成、本部長及び各部等責任者、その他必要な事項 

１ 各会議の構成 

名称 構成 
本部員会議 □本部長 

□副本部長（副市長、教育長、危機管理監） 
□部長 
□副部長 
□本部長がそのつど必要と認めたもの 

関係部長会議 □本部長 
□関係副本部長 
□関係部長 
□本部長がそのつど必要と認めたもの  
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２ 本部長及び各部等責任者 

区分 責任者となる職名 
本部長 市長 

副本部長 副市長、教育長、危機管理監  
区分 責任者となる職名 

部長 各部長 
副部長 各次長 
 

３ 本部長室 

本部長室 本部長、副本部長、危機管理室 
 

４ 本部長室業務運営上留意すべき事項 

(1) 本部長指示をはじめ伝達事項は、全て文書によること。 

(2) その場合、日時、発令責任者（部・班）、対象責任者（部・班）を必ず明記すること。 

(3) 未確認情報の取扱いは、その旨を必ず明記するとともに、断片的に伝えられ、無用の混乱を起

こす要因とならないよう細心の注意を払うこと。 

(4) 市が本部として行う業務については、全職員がその進捗状況を含め全体像を常に把握し、市民

に対して説明するための本部要員参考資料にまとめ配布するよう努めること。 

 

５ 各部間、各部内連携・調整のめやす 

(1) 発災直後 72 時間については、要員・資機材の投入は、消火・救急・救助・救護現場を優先す

ること。 

(2) その他延焼火災阻止、生埋め者救出、重傷者搬送、危険回避のために行う南但消防本部の要請

は最優先とすること。 

(3) 高齢者、障がい者等要配慮者救援対策は、一般被災者救援対策に優先して実施すること。 

(4) 避難所開設期間中における空地の利用については、上記３点による場合を除き市街地内外の如

何に係らず仮設住宅建設用地を第１順位、復旧対策用地を第２順位とすること。 

(5) その他本部長がそのつど指定する重点対策項目がある場合は、これを優先する。 
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災害対策本部組織図 

本 

部 

員 

会 

議 

本部長 市長  

部 

経営企画部 

部長 

経営企画部長 

副部長 

経営企画部次長 

会計管理者 

議会事務局長 

 

情報班     経営総務課 

経営政策課 

国家戦略特区・地方創生課 

  デジタル推進室、秘書課 

職員・庁舎管理班 

経営総務課 

物資調達配分・調査班 

会計課 

          税務課 

        収納対策室 

議会班     議会事務局 

副本部長 副市長 

教育長 

危機管理監 

 

部長 経営企画部長 

市民生活部長 

文化芸術担当部長 

産業環境部長 

健康福祉部長 

まち整備部長 

教育部長 

議会事務局長 

会計管理者 

消防団長 

養父消防署副署長 

 

市民生活部 

部長 

市民生活部長 

 

副部長 

文化芸術担当部長 

市民生活部次長 

地域支援班   養父地域局 

        大屋地域局 

        関宮地域局 

物資受入輸送班 人権・協働課 

やぶぐらし課 

   市民課 

          公民館 

文化芸術推進室 

文化会館建設推進室 

健康福祉部 

部長 

健康福祉部長 

副部長 

健康福祉部次長 

避難所運営支援班 

 健康福祉部全員 

健康支援班     健康課 

救護病院班   保険医療課 

診療所班     各診療所 

本 

部 

員 

会 

議 

事 

務 

局 

事務局長 

 

防災安全課長  まち整備部 

部長 

まち整備部長 

副部長 

まち整備部次長 

復旧対策班     建設課 

        地籍調査課 

上下水道対策班 上下水道課 

住宅対策班 土地利用未来課 

 

事務局員 

(各部等連絡員) 

 

防災安全課 

情報課 

経営企画部 

市民生活部 

健康福祉部 

まち整備部 

産業環境部 

教育部 

消防団部 

より各 1名 

 産業環境部 

部長 

産業環境部長 

副部長 

産業環境部次長 

環境衛生農林対策班 

産業環境部全員 

教育部 

部長 

教育部長 

副部長 

教育部次長 

教育対策班   社会教育課 

        教育総務課 

避難所運営支援班 学校教育課 

こども育成課 

学校給食センター 

   生涯スポーツセンター 

保育所・こども園 事務局員 

 

防災安全課員 

情報課員 

 

消防団部 

部長 

消防団長 

地区消防班（４各方面隊) 
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第４ 本部各部・班の事務分掌、構成のめやす 

部名 班員課名 部を構成する班及び事務分掌のめやす 

危機管理室 防災安全課 

情報課 

（本部情報班） 

１ 気象情報の収集、発信 

２ 安全安心のための防災情報・避難情報の発信 

３ 初動体制の確立と職員への周知 

４ 災害警戒本部、災害対策本部に関すること 

５ 市域の全状況把握 

６ 国県及び活動機関等（警察・消防・自衛隊等）との連絡調整 

７ 災害時相互応援協定団体等への応援要請 

８ 記者会見及び関連情報の資料提供 

９ 災害情報の整理・記録 

10 各部等の活動実態の把握 

11 所管施設の被害状況の把握 

12 災害警戒期、発災直後の初動対応のとりまとめ 
13 本部の設置及び閉鎖に関すること 
14 本部員会議、関係部長会議及び本部長室に関すること 

15 現地災害対策本部に関すること 

16 活動拠点の配置のとりまとめ 

17 ヘリコプター派遣要請及び臨時ヘリポート開設のとりまとめ 

18 災害救助法適用の要請及び激甚災害指定の申請に関すること 

19 災害救助法に基づく救助に関する総合調整 

20 南但消防本部との連絡調整 
21 県・国・各防災関係機関との連絡調整 
22 自衛隊派遣要請計画及び要請に係る関係機関との連絡調整 
23 議会との連絡調整 
24 隣接市町との相互協力、他市町村への応援要請 
25 高齢者等避難、避難指示、緊急安全確保及び屋内待避等の安全確

保措置の発令、警戒区域設定のとりまとめ 
26 一時避難地、指定緊急避難場所、指定避難所、福祉避難所、帰宅

困難者用避難所、広域一時滞在施設の開設、縮小、閉鎖の決定に関

すること 
27 被災地内の交通規制対策のとりまとめ 
28 分掌の定めのない事項に関する担当部の決定に関すること 

29 その他災害応急対策全般の調整 
30 災害復旧、復興対策のとりまとめ 

31 災害救助法関係資料等災害救助実施状況のとりまとめ及び県への

報告に関すること 
32 その他災害応急対策本部等業務の庶務全般 
33 広報資料の作成等災害時広報活動のとりまとめ 

34 市ホームページへの災害専用サイト開設・運営管理 

35 ＣＡＴＶの維持管理及び災害時放送の実施 

36 報道機関への資料提供、広報協力要請等報道機関窓口業務 
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部名 班員課名 部を構成する班及び事務分掌のめやす 

経営企画部 経営総務課 

経営政策課 

国家戦略特

区・地方創生課 

デジタル推進室 

秘書課 

 

（情報班） 

１ 被害状況の把握・災害対策本部等への伝達 

２ 公用車の管理配分 

３ 区長等との連携 

４ 本部長（市長）の秘書に関すること 

５ 災害対策本部等から地域局、区長等への情報伝達 

６ 応急対策その他の本部長命令の伝達に関すること 

７ 防災情報の処理、会議記録、庁内各部情報資料の記録、整理、保

存等処理に関すること 

８ 視察、見舞い等来市者の接遇に関すること 

経営総務課 

 

（職員・庁舎管理班） 

１ 所管施設の被害状況の把握 

２ 職員の非常配備体制に伴う動員状況の把握 

３ 災害対策に関する職員・要員の動員計画に関すること 

４ 各部各班の動員状況及び災害対策従事職員等の給与、食事、仮

眠、健康管理、被災救援など後方支援業務に関すること 

５ 災害派遣職員、自衛隊受け入れに伴う後方支援業務 

６ 所管防災行政無線局の管理運用及び無線施設の総合調整 
７ 被災者台帳の作成及び罹災証明書発行のとりまとめ（本部閉鎖後

は防災安全課及び各地域局所管） 

８ 災害関係費の予算措置及び支出に関すること 

会計課 

税務課 

収納対策室 

（物資調達配分・調査班） 

１ 災害対策要員の食料・物資の調達・配分 

２ 避難所及び被災地への救援物資の調達 

３ 輸送業者との調整による輸送体制の確立 

４ 発災直後の被害調査の準備 

５ 災害用電話の確保に関すること 

６ 応急資機材等確保に関する調整、とりまとめ 

７ 車両の確保、運用、輸送業者等への協力要請、緊急通行車両確認

手続等緊急輸送のとりまとめ 

８ 市有財産の被害調査、応急対策のとりまとめ 

９ 災害応急工事の契約に関すること 

10 各部の詰所及び待機場所の設置、調整に関すること 

11 発災直後の人的被害状況の調査、建物及び宅地被害状況の調査そ

の他の特命調査 

12 被災者台帳の作成及び罹災証明書発行に関する協力 

13 被災者等への国保、租税等減免 

14 食料その他救助救援物資、資機材確保、調達、配付協力のとりま

とめ 

15 被災者向け生活必需品等の調達、給与、貸与のとりまとめ 

議会事務局 （議会班） 

１ 議員等の安否確認 

２ 議員等への現状報告 
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部名 班員課名 部を構成する班及び事務分掌のめやす 

市民生活部 人権・協働課 
やぶぐらし課 
市民課 
公民館 

文芸芸術推進室 

文化会館建設

推進室 

（物資受入輸送班） 
１ 避難所等への救援物資（食料を除く）の受入れ及び搬送 
２ 災害総合相談窓口の開設、運営に関すること 
３ 所管施設の被害状況の把握 
４ 被災地内の交通安全、防犯対策のとりまとめ 
５ ペット保護対策に関すること 
６ 所管施設の指定緊急避難場所の開設準備に関すること 
７ 被災者台帳の作成及び罹災証明書発行に関する協力 
８ 安否情報の提供に関する窓口業務 

養父地域局 
大屋地域局 
関宮地域局  （地域支援班） 

１ 掌握した被害情報・避難情報の情報班への伝達 

２ 消防団員との連絡・調整・災害対策本部等への情報伝達 

３ 状況による地区内のパトロール 

４ 軽微な応急対策の実施 

５ 所管施設の安全確保と被害状況の把握 

６ 区長・民生委員等との連携 

７ 要捜索者名簿の作成 

※市民等からの電話は、すべて情報班へ転送する 

８ 外国人の救援救護対策のとりまとめ   
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部名 班員課名 部を構成する班及び事務分掌のめやす 

健康福祉部 社会福祉課 

介護保険課 

健康課 

保険医療課 

（避難所運営支援班） 
１ 所管施設の指定緊急避難場所の開設準備に関すること 
２ 指定避難所の開設・運営に関すること 
３ 福祉避難所の開設準備に関すること 
４ 帰宅困難者用避難所の開設準備に関すること 
５ 避難者支援に関すること 
６ 避難施設ごとの避難人数の把握に関すること 
７ 災害ボランティアに関すること 
８ 避難行動要支援者名簿の活用 
９ 高齢者・障がい者・乳幼児等要保護者の避難、救援対策に関する

こと 
10 避難所及び被災地への救援物資（食料等）の受入れ及び搬送 

11 浸水家屋等の状況把握と防疫活動に関すること 

12 感染症予防対策に関すること 

13 災害弔慰金等及び被災者生活再建支援金支給、災害援護資金貸付

のとりまとめ 

14 見舞金及び義援金の受付のとりまとめ 

15 義援金、救援物資の配分のとりまとめ 

16 社会福祉施設の被害調査に関すること 

17 被災者の保険料免除（介護保険料）及び各種給付金の支払いに関

すること 

18 災害救助法関係事務のとりまとめ 

19 その他被災者生活救援対策のとりまとめ 
健康課 （健康支援班） 

１ 被災者向け保健、こころのケア対策のとりまとめ 
２ 感染症予防等被災者の保健衛生に関すること 

保険医療課 （救護病院班） 
１ 医療機関の被災状況、稼働状況の把握に関すること 
２ 医師会、医療機関との連絡調整に関すること 
３ 八鹿病院等地域中核病院との連絡調整に関すること 
４ 広域的な救急搬送受け入れ先としての後方支援病院の確保に関す

ること 
５ 医療救援対策用医薬品・資機材並びに衛生材料等の調達及び配布

のとりまとめ 
６ 医療活動に関すること 
７ 医療、助産救護対策のとりまとめ 
８ 兵庫県赤十字病院救護班等の派遣要請に関すること 

各診療所 （診療所班） 
１ 各診療所の被災状況、稼働状況の把握に関すること 
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部名 班員課名 部を構成する班及び事務分掌のめやす 

まち整備部 建設課 

地籍調査課 

（復旧対策班） 
１ 災害時相互応援協定に基づく建設協力業者等の応援活動に関する

こと 
２ 道路交通の安全確保に関すること 
３ 京口・山本ポンプ場に関すること 
４ 道路・橋梁の応急対策、災害復旧に関すること 
５ 河川・水路・砂防施設、山崩れ、地すべり関係等の応急対策、災

害復旧に関すること 
６ 国交省、県土木事務所との連絡調整に関すること 
７ 応急対処用資機材の調達・配分に関すること 
８ 災害のおそれのあるため池・水路の応急対策に関すること 
９ 山崩れ、地すべり関係応急対策に関すること 
10 鉄道・バス等公共交通機関の運休等の情報収集及び情報発信 
11 鉄道、バス等公共交通確保対策のとりまとめ 
12 災害救助法に基づく障害物の除去に関すること 

上下水道課 （上下水道対策班） 

１ 緊急時活動用水、飲料水の確保に関すること 

２ 病院等防災拠点施設及び市民への応急給水に関すること 

３ 上下水道関係業者団体等との応援連絡に関すること 

４ 上下水道施設等の被害調査、応急復旧に関すること 

５ し尿収集処理対策に関すること 

６ 所管施設の被害状況の把握と応急処置に関すること 

７ 他し尿収集処理事業者、関係団体等との連絡のとりまとめ 
土地利用未来

課 

 

（住宅対策班） 

１ 被災建築物応急危険度判定実施に関すること 

２ 被災宅地応急危険度判定実施に関すること 

３ 応急仮設住宅の用地確保、建設に関すること 

４ 被災者への住宅供給に関すること 

５ 被災住宅の応急修理に関すること 

６ 被災者台帳作成及び兵庫県家屋被害認定士確保に関する協力 

７ 災害公営住宅の建設に関すること 

８ 市営住宅の応急、復旧対策に関すること 

９ 国交省、県土木事務所との連絡調整 

10 他部との連絡及び部内各班相互の連絡調整   
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部名 班員課名 部を構成する班及び事務分掌のめやす 

産業環境部 環境推進課 

農林振興課 

林業活性化セ

ンター 

商工観光課 

農地政策課 

（環境衛生農林対策班） 

１ 所管施設の被害状況の把握と応急処置に関すること 

２ 災害廃棄物仮置場の調査及び決定に関すること 

３ 公共水域等（水質）の異常の有無確認及び原因調査業務 

４ 市内大気汚染・水質汚染状況確認 

５ 農産物、家畜等の被害調査に関すること 

６ 農林関係建物等の災害調査に関すること 

７ 農林業関係機関及び団体との連携の総合調整 

８ 各ため池の管理者等への緊急点検要請・見回り 

９ 商工観光関連施設等の被害状況の把握 

10 被害のおそれのあるため池・水路等の応急対策のとりまとめ 

11 農・林道等の被害調査及び応急対策のとりまとめ 

12 市内滞在中観光客の安全確保のとりまとめ 

13 商工業、観光施設における被害調査、応急対策、復興支援対策の

とりまとめ 

14 商工業関係機関及び団体との連絡調整のとりまとめ 

15 清掃、防疫、衛生対策のとりまとめ 

16 災害時環境保全対策のとりまとめ   
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部名 班員課名 部を構成する班及び事務分掌のめやす 

教育部 社会教育課 

教育総務課 

学校教育課 

こども育成課 

学校給食セン

ター 

生涯スポーツ

センター 

保育所・こども

園 

（教育対策班） 

１ 園児・児童・生徒の安否及び被災確認 

２ 教職員の安否及び被災確認 

３ 学校、園施設等の安全確認、インフラ状況の確認 

４ 学校、園施設等の必要物品の緊急調達 

５ 県教育委員会及び県立高校との連絡・調整 

６ 園児・児童・生徒の避難・救護対策 

７ 学校における応急教育の実施のとりまとめ 

８ 部内各班の指令伝達及び部の庶務 

９ 所管施設利用者の避難、安全確保のとりまとめ 

10 所管施設における活動拠点施設開設・運営協力のとりまとめ 

11 所管施設被害調査及び応急対策、復旧のとりまとめ 

12 文化財等の被害調査及び応急対策、復旧のとりまとめ 

 （避難所運営支援班） 

１ 所管施設の被害状況の把握 

２ 所管施設の指定緊急避難場所の開設準備に関すること 

３ 指定避難所の開設・運営に関すること 

４ 給食センターを活用した給食支援に関すること 

５ 学校施設における避難所の開設・運営協力のとりまとめ 

６ 園児の避難、救護対策のとりまとめ 

７ 認定こども園等施設における避難所の開設・運営協力のとりまと

め 

８ 認定こども園等における応急保育・学童保育実施のとりまとめ 

９ 認定こども園等施設の被害調査及び応急対策、復旧のとりまとめ 

消防団部 各地区消防団

員 

（地区消防班） 

１ 初期消火及び出火防止活動 

２ 倒壊建物等生き埋め被災者の救出 

３ 市民向け避難命令の伝達、広報の協力 

４ 緊急避難時の誘導、安全確保 

５ 負傷者の救護 

６ 水防活動 

７ 災害による行方不明者の救助・捜索活動 

８ 火災、水災等の被災状況調査の協力 

９ 河川、ため池、土砂災害・雪崩等危険箇所、危険建物その他危険

区域におけるパトロール等応急措置への協力に関すること 
10 被災地における防犯対策への協力に関すること 

11 遺体の捜索、収容、埋葬のとりまとめ  
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第５節 現地災害対策本部 

第１ とりまとめ責任担当部 

危機管理室 
 

第２ 現地災害対策本部を設置するとき 

 本部長は、以下に示す事例をめやすとして、その必要があるときは、災害現地の適当な場所に現地

災害対策本部を置く。 
１ 橋梁損壊、トンネル支障・道路損壊等により本部との連絡が困難となり、地域における応急対策

活動を迅速かつ適切に指揮するために必要と認めるとき。 
２ がけ崩れ、土石流その他土砂災害、雪崩の発生するおそれがあり、迅速かつ適切な避難指示等の

決定・通報並びにその他の救援救助措置を行うために必要と認めるとき。 
３ 被害が局地的である等のため、その地域における救援・救助・復旧対策を総合的かつ臨機応変に

指揮するために必要と認めるとき。 
 

第３ 現地災害対策本部の要員 

 現地災害対策本部長は、本部長がそのつど指名する。また、その他現地本部の要員は、各部から派

遣される複数の職員をもってあてる。 
 

第４ 現地本部長への権限の委譲 

 本部長は、現地災害対策本部長以下の要員を指名するときは、以下に示す権限について、あらかじ

め本部長権限の委譲を行う。 
１ 現地災害対策本部所管地域における高齢者等避難、避難指示、緊急安全確保及び屋内待避等の安

全確保措置の発令 
２ 現地災害対策本部所管地域における警戒区域の設定 
３ 現地災害対策本部所管地域における市道の通行規制の実施 
４ 現地災害対策本部所管地域における人的かつ物的応急公用負担 
５ 現地災害対策本部所管地域における県・国等関係機関への協力要請 
 

第５ 現地災害対策本部の組織及び事務分担のめやす 

１ 現地対策本部責任者 

区分 責任者となる職員 
本部長 各地域局長 
消防班長 各方面隊長（消防団副団長） 
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２ 現地対策本部の構成と事務分掌 

構成班 班員となる職員 事務分掌 
総務班 地域局職員 □被害状況及び応急対策実施状況の本部への報告、連絡調整 

□所管防災行政無線局の管理運用に関すること 
□警戒・応急対策用資機材、車両の調達・確保 
□その他現地災害対策本部における庶務業務 経営企画部の派遣職員 

避難・

救援対

策班   
地域局職員、認定こど

も園・公民館・学校給

食センター等、保育

所・学童クラブ・国保

診療所 
□住民への広報、住民からの情報提供・要望等の聞き取り 
□要配慮者等の安全確保対策 
□避難所の開設準備・開設、運営業務 
□園児の避難、救護対策のとりまとめ 
□救護所における医療救援活動 
□被災者への飲料水、食料、生活必需品等救援物資の供給実務 
□罹災証明書の発行 
□災害総合相談窓口の開設、運営 
□その他経営企画部、市民生活部、健康福祉部、教育部の所管す

る災害警戒、応急対策活動 
経営企画部、市民生活

部、健康福祉部、教育

部の各派遣職員 
土木対

策班   
地域局職員 □被害状況及び応急対策実施状況その他の情報の収集 

□道路交通に関する応急対策活動 
□農林業施設等に関する応急対策活動 
□上下水道施設等に関する応急対策活動 
□商工業、観光施設等に関する応急対策活動 
□その他産業環境部、まち整備部の所管する災害警戒、応急対策

活動 
産業環境部、まち整備

部の各派遣職員 
注）  以下の枠内は、災害対策本部設置時の場合の応援配備職員 
消防班  地区消防団員 □消火・救急・救助活動 

□緊急避難、誘導 
□土砂災害・積雪災害等警戒活動 
□水防活動 
□その他消防団部の所管する災害警戒及び応急対策活動  
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第６節 活動拠点の配置計画 

第１ とりまとめ責任担当部 

危機管理室  
 

第２ 活動拠点配置の基本指針 

１ 本部長は、本部を設置したときは速やかに市内各施設を有効かつ適切に活用し、本部としての活

動拠点を確保する。 
２ 施設利用に関する連絡・調整は、各部間、部内連携・調整のめやすに基づき行う。 
３ 発災直後の緊急を要する初動対応時における施設利用は、南但消防本部の要請に基づく利用を優

先する。  
第３ 活動拠点配置計画 

１ 本部としての主な活動拠点 

区分 施設の名称 
本 
部 
拠 
点 

本部長室 本庁舎 
各

部 
経営企画部 本庁舎 
危機管理室 
市民生活部 
健康福祉部 
まち整備部 養父庁舎 
産業環境部 
教育部 
消防団部 本庁舎 

災害時総合相談窓口 本庁舎 
議会災害対策本部 本庁舎 
医療関係団体医療救護対策本部 本庁舎 
ボランティアセンター本部 市社会福祉協議会本部 

そ 
の 
他 
拠 
点 

災害時地域中核病院（救急医療拠点） 公立八鹿病院 
要配慮者支援拠点 地域包括支援センター 
ＣＡＴＶ局 情報センター 
ごみ焼却・分別仮置等中間処理施設 南但クリーンセンター（朝来市） 
し尿・浄化槽汚泥処理施設 衛生公園・各浄化センター 
遺体火葬場 静霊苑 
遺骨一時保管所 各庁舎  
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２ 地区における主な活動拠点 

区分 施設の名称 
八

鹿

地 
区 

地区救援物資供給拠点 地区内全小・中学校（５箇所） 
救護所（医療救護拠点） 地区内全小学校（４箇所） 
遺体収容場所 県立八鹿高校体育館 
要配慮者支援拠点 八鹿老人福祉センター 
炊き出し拠点 養父市学校給食センター 

養

父

地 
区 

ボランティアセンター支部 市社会福祉協議会養父支部 
地区救援物資供給拠点 地区内全小・中学校（４箇所） 
救護所（医療救護拠点） 地区内全小学校（３箇所） 
要配慮者支援拠点 南但訪問看護センター（公立八鹿病院東棟１階） 
遺体収容場所 養父体育館 
炊き出し拠点 養父市学校給食センター 

大

屋

地 
区 

ボランティアセンター支部 市社会福祉協議会大屋支部 
地区救援物資供給拠点 地区内小・中学校（２箇所） 
救護所（医療救護拠点） 大屋小学校 
要配慮者支援拠点 大屋デイサービスセンター、大屋生活支援ハウス 
遺体収容場所 大屋スポーツセンター 
炊き出し拠点 養父市学校給食センター 

関

宮

地 
区 

ボランティアセンター支部 市社会福祉協議会関宮支部 
地区救援物資供給拠点 地区内義務教育学校 
救護所（医療救護拠点） 関宮学園 
要配慮者支援拠点 関宮高齢者総合保健福祉センターふれあいの郷 
遺体収容場所 関宮健康増進施設 
炊き出し拠点 養父市学校給食センター 

 

３ 広域的応援受け入れのための主な活動拠点 

区分 施設の名称 
自衛隊派遣部隊 集結場所、炊飯、宿

泊・野営場所 南但スポーツセンター、ビックラボ広場、関宮農村広場 
緊急消防援助隊等 集結等場所 つるぎが丘公園、Ｙタウン駐車場、道の駅ようか但馬蔵 
国・県・他自治体派遣職員 とが山自然文化園交流会館 
救援物資集配拠点 道の駅ようか但馬蔵、八鹿総合体育館  
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第３章 動員計画 

第１節 計画の方針 

第１ とりまとめ責任担当部 

危機管理室 

 

第２ 災害警戒、応急対策要員確保の基本指針 

１ 配備指示は、連絡に要する時間、参集に要する時間を見込むとともに、結果的に生命の危険を伴

う大雨・洪水時等に無理な参集を強いることとならないよう、できる限り早めに行う。また、「待

機指示」、「配備指示」の２段階に分けて行う。 

２ 災害対策本部設置時の配備は、「２号配備」を基本とし、「災害の全体像」が明確に把握された

段階で必要に応じて「１号配備」又は「３号配備」に切り替える。 

３ 当該配備指名職員は、配備事由に該当する情報を知ったとき自主的に指定場所に参集する。ま

た、１段階高次の配備指名職員は、「待機指示」を受けたものとして行動する。 

４ 市職員だけでは、迅速かつ適切な災害対応が困難であるときは市の内外を問わず県・国・自衛隊

等各機関・団体・事業所その他あらゆる個人に対し応援要請を行う。また、必要に応じて、災害応

急対策業務の補助者として、労働者の確保を行う。 

５ 災害警戒本部設置に至らない場合は、警戒体制若しくは危機管理室及び地域局において情報収集

活動を行うなど、状況の変化に対応できるような体制を確保する。 

 

第３ 職員の服務その他必要な事項 

１ 勤務時間内における遵守事項 

(1) 配備についていない場合も常に災害に関する情報、本部関係の指示内容に注意する。 

(2) 勤務場所を離れる場合は、所属の長と連絡をとり、常に所在を明確にしておく。 

(3) 待機該当職員は、原則として、すべての行事、会議への出席、出張等を中止する。 

(4) 自らの言動により住民等に不安や誤解を与えないよう発言には細心の注意を行う。 

 

２ 自主参集（勤務時間外の場合） 

(1) 災害が発生し「配備事由」に定める事項に該当することを知ったとき又は推定されるときは、

自己及び家族の安全を確保した後、自主的に所属の勤務地又はあらかじめ指定された場所に参集

する。当該配備より１段階高次の配備指名職員は待機体制にあるものとして行動する。 

(2) 災害の状況により勤務地への参集が不可能な場合は住所地の各庁舎に参集し、各地域局の責任

者の指示に基づき災害対策に従事する。病気その他止むを得ない事情によりいずれの施設にも参

集不可能な場合は、何らかの手段によりその旨を所属の長又は最寄りの施設責任者へ連絡する。 

(3) 災害のため、緊急に参集する際の服装及び携帯品は、特に指示があった場合を除き、作業等に

適する服・ヘルメット・長靴等安全を確保するための装備着用、食料１食分、水筒（ペットボト

ル入り可）及びラジオとする。 

(4) 参集途上においては、可能な限り被害状況、その他の災害情報の把握に努め、参集後直ちに参

集場所の責任者に報告する。 
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第２節 職員の動員・配備 

第１ とりまとめ責任担当部 

危機管理室 

 

第２ 職員の動員・配備手順のめやす 

１ 職員の動員・配備の各部への伝達は、勤務時間内については、庁内一斉放送、庁内電話とし、勤

務時間外については、各部において定める伝達方法による。 

２ 各部の長は、所定の様式で職員の参集状況を記録し、その累計を特に指示した場合を除き 60 分

ごとに本部長に報告する。 

３ 各部の長は、各部に所属する班の長及び班の庶務・連絡に要する最小限の要員は必ず確保する。

その上で職員の参集状況に応じ、災害応急対策実施上緊急を要する班から優先的に編成する。 

４ 各部の長は、部内各課職員の参集状況、各部・班の編成状況をたえず把握し、必要に応じて、他

部への応援配備の指示、本部長に対する他部職員の応援配備要請を迅速に行うよう留意する。 

 

第３ 配備事由、配備対象となる職員・消防団員数のめやす 

区分 配備事由 配備対象となる職員及び員数 

警 

戒 

体 

制 

配 

備 

□大雨その他異常な自然現象によ

り道路冠水、河川橋梁通行止め

措置、田畑冠水等の事象が出始

めたとき、又は短時間のうちに

見込まれるとき 

□台風が近畿地方に接近したとき 

□特別警報又は大雨、洪水、暴

風、暴風雪、大雪のいずれかの

警報が発表され、危機管理監が

必要と認めたとき 

□一度に多数の人命に危険が生じ

る突発的事故が発生し、危機管

理監が必要と認めたとき 

□その他危機管理監が必要と認め

たとき 

□危機管理室（複数名） 

□経営企画部各課（複数名） 

□市民生活部各課（各複数名） 

□健康福祉部各課（各複数名） 

□まち整備部各課（各複数名） 

□産業環境部各課（各複数名） 

□その他の部局（複数名） 

□地域局（各複数名） 

※突発的事故発生の場合は、関係地域局のみ 

□消防団本部要員及び地区消防団本部要員（必要数） 
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区分 配備事由 配備対象となる職員及び員数 

非
常
体
制
配
備
（
災
害
警
戒
本
部
体
制
又
は
災
害
対
策
本
部
体
制
） 

１

号

配

備 

□特別警報又は大雨、洪水、暴

風、暴風雪、大雪のいずれかの

警報が発表され、市長が必要と

認めたとき 

□兵庫県水防指令第１号が発令さ

れたとき 

□風水害等により小規模の被害が

生じたとき 

□その他異常な自然現象（集中豪

雨等）又は人為的原因による災

害が発生し、又は発生するおそ

れのある場合で、市長が必要と

認めたとき 

□危機管理室（２～３割） 

□経営企画部（２～３割） 

□市民生活部（２～３割） 

□健康福祉部（２～３割） 

□まち整備部（２～３割） 

□産業環境部（２～３割） 

□地域局（２～３割） 

□教育部（２～３割） 

※突発的事故発生の場合は、関係地域局のみ 

□その他各部局において小規模な応急対策を実施する

ために必要な職員 

（各部所属副課長以上職員をめやすとする。） 

□消防団員（２割以内） 

２

号

配

備 

□兵庫県水防指令第２号が発令さ

れたとき 

□風水害等により中規模の被害が

生じたとき 

□気象警報が発表され、又は発表

の前提に至るような状況の場合

で、市長が必要と認めたとき 

□その他異常な自然現象（集中豪

雨等）又は人為的原因による災

害が発生し、又は発生するおそ

れのある場合で、市長が必要と

認めたとき 

□危機管理室（５割） 

□経営企画部（５割） 

□市民生活部（５割） 

□健康福祉部（５割） 

□まち整備部（５割） 

□産業環境部（５割） 

□地域局（５割） 

□教育部（５割） 

※突発的事故発生の場合は、関係地域局のみ 

□その他各部局において中規模な応急対策を実施する

ために必要な職員 

（各部所属副主幹以上職員をめやすとする。） 

※勤務中においては現場の状況に応じて、危機管理

監又は経営企画部長の確認・了解後に地域局長の

命により地域の実情に詳しい職員がそれぞれの地

域局に赴くことができるものとする。 

□消防団員（５割以内） 

３

号

配

備 

□市全域にわたる風水害が予想さ

れる気象警報が発表され、大規

模な被害が生じるおそれがある

とき 

□兵庫県水防指令第３号が発令さ

れ、大規模な被害が生じるおそ

れがあるとき 

□風水害等により大規模の被害が

生じたとき 

□その他異常な自然現象（集中豪

雨等）又は人為的原因による災

害が発生し、又は発生するおそ

れのある場合で、市長が必要と

認めたとき 

（全職員・全消防団員） 

※勤務中においては現場の状況に応じて、危機管理

監又は経営企画部長の確認・了解後に地域局長の

命により地域の実情に詳しい職員がそれぞれの地

域局に赴くことができるものとする。 
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種 類 

兵庫県水防指令種別 

第１号  第２号  第３号  

□大雨、洪水等の警報

が発表されたとき 

□水防団待機水位（通

報水位）に達し、さ

らに水位上昇が見込

まれるとき 

□震度４の地震が発生

したとき（自動発令） 

□水防団待機水位（通報水位）に達し、

さらに２～３時間のうちにはん濫注意

水位（警報水位）に達するおそれがあ

るとき 

□水防事態の発生が予想され、数時間の

間に水防活動の必要が予想されるとき 

□震度５弱又は強の地震が発生したとき 

（自動発令） 

□はん濫注意水位（警戒水

位）に達し、さらに水位

上昇が見込まれるとき 

□水防事態が切迫し、又は

水防態勢の規模が大きく

なったとき 

□震度６弱以上の地震が発

生したとき（自動発令） 
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第３節 その他の対策要員の確保 

第１ とりまとめ責任担当部 

経営企画部 

 

第２ その他の対策要員確保に関する基本指針 

１ 庁舎等設備メンテナンス委託契約会社、警備委託会社等への警戒対策要員、応急対策要員確保の

要請は、本庁舎においては経営企画部が、各地域庁舎においては各地域局の担当班を通じて行う。 

２ 市の行う事業の業務委託業者等への警戒対策要員、応急対策要員確保の要請は、関係所管部

（課）を通じて行う。 

３ 災害対策を実施するため、技術者が不足し、又は緊急の必要があると認めるときは、従事命令又

は協力命令を発し、技術者その他の災害対策要員の確保を図る。 

４ 市本部要員及び市内民間団体、区（自治会）及び事業所への協力要請による動員のみでは、労力

的に不足する場合は、経営企画部がとりまとめ県に対し労働者の確保要請を行う。 

 

第３ 労働者の業務範囲 

災害応急対策の実施に必要な労働者は、次の業務を行う者に必要な補助者とする。 

１ 被災者の避難 

２ 医療及び助産 

３ 被災者の救出 

４ 飲料水の供給 

５ 行方不明者の捜索 

６ 遺体の処理 

７ 救援物資の整理、輸送及び配分 

８ その他災害応急対策に必要な業務 

 

第４ 労働者確保の方法 

県に対する労働者の確保要請は、以下の事項を示し県災害対策但馬地方本部（地方本部が設置され

ない場合は但馬県民局）を通じて人員の確保要請を行う。 

１ 労働者の雇用を要する目的又は作業種目 

２ 労働者の所要人員 

３ 雇用を要する期間 

４ 賃金、従事する地域等労働条件 

５ 労働者の輸送方法、待機場所 

６ 労働者確保を要する業務の所管部 

７ その他必要な事項 

 

第５ 豊岡公共職業安定所八鹿出張所との連携 

県に労働者確保の要請を行った場合は、豊岡公共職業安定所八鹿出張所と緊密な連携をとり、災害

応急対策に必要な労働者の円滑な確保を図る。 

 

第６ 費用の負担 

労働者確保に要する費用の負担は以下のとおりとする。 

１ 労働者の雇上げに要する費用は、市の負担とする。 

２ 労働者の賃金は、当該地域における通常の実費とする。 
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第４章 情報収集・連絡計画 

第１節 計画の方針 

第１ とりまとめ責任担当部 

危機管理室 

 

第２ 情報収集・連絡に関する基本指針 

１ 全市域に関する「甚大な被害の有無の別」、「孤立地区の有無」に関する情報の収集・連絡を

最優先で行う。特に、緊急輸送道路等幹線道路支障の有無、河川堤防の被害の有無、市街地火災

発生の有無、大規模な建物被害、土砂災害、雪崩等の発生又は発生危険の有無、市施設・防災関

係機関の「甚大な被害の有無の別」について、優先する。 

２ 官民を問わず、市において動員可能な｢対策用人員、資機材、施設の現有力｣に関する情報の収

集・連絡を重点的かつ迅速に行う。 

３ その他緊急に行うべき対策の優先手順・役割分担等を決定するために必要な事項については、

各部・各機関が適切に分担するとともに、情報収集要員を出動させるなどして、災害発生後１～

２時間以内に把握するよう努める。 

４ 本部設置期間中については、各部等は｢災害情報｣、｢防災情報｣を収集し、本部あて｢重要報

告｣、｢定時報告｣を行う。また、本部は、とりまとめた｢災害情報｣、｢防災情報｣を各部等あて｢重

要連絡｣、｢定時連絡｣を行う。これにより、時々刻々と変化する状況に際して、各部、各職員が臨

機応変に対処することを期する。 

５ 各部及び防災関係機関は、あらかじめ連絡責任者を定め、各所属及び関係機関相互の通信連絡

を統括させるとともに、発信及び受信の各専用電話を確保し通信従事者を配置するなど、迅速か

つ円滑な情報の収集・連絡を行う。 

６ 各地域局及び南但消防本部との連絡は、庁内電話（専用回線）、県防災行政無線電話・ＦＡＸ

（地上系、衛星系）、携帯電話等により行う。 

７ 市施設、災害現場等に出動している各職員との連絡は、庁内電話（専用回線）、携帯電話等に

より行う。 

８ 河川の破堤、市町境界部における市街地火災・森林火災発生等の緊急を要する災害情報につい

ては、隣接市町に対して速やかに併せて連絡する。 

９ 県と連携のもと、必要に応じ航空機、無人航空機、巡視船、車両、人工衛星等の多様な情報収

集手段を活用できる体制を整備するとともに、ヘリコプターテレビシステム、ヘリコプター衛星

通信システム（ヘリサット）、固定カメラ等による画像情報の収集・連絡システムを整備する。 

 

第３ 情報項目区分の定義 

区分 定義 

災
害
情
報 

警戒情報 
人的・物的被害を発生させるおそれのある状況に関する情報 

（その有無に関する内容を含む。） 

発生情報 
人的・物的被害発生状況に関する情報 

（その有無に関する内容を含む。） 

防
災
情
報 

対策情報 

人的・物的被害を軽減・防止するためにとられた措置・対策並びにそのために

必要な人員、資機材、施設に関する情報 

（復旧見込みに関する内容を含む。） 

救援情報 

災害の発生により緊急に避難誘導すべき状況に関する情報並びに救出・救助活

動を必要とする状況に関する情報 

（その有無に関する内容を含む。） 
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第２節 情報収集・連絡体制 

第１ 防災行政無線通信施設の確保 

１ 県防災行政無線電話・ＦＡＸ（衛星系）の確保 

県は、豪雨等により災害が発生した場合又は発生することが予想される場合若しくは通信施設が

被災した場合は、被災実態を早期に把握し、以下に示すとおり的確な臨機の措置を行うとともに、

障害の早期復旧に努め、県本部と市町本部及び防災関係機関相互間の通信回線の確保に当たること

となっている。 

 

区分 措置のめやす 

災害の発生が

予想される 

場合 

□要員の確保 

□予備電源用燃料の確保 

□衛星系機能の動作確認 

（□一斉ＦＡＸ 

（□個別音声通話 

（□個別ＦＡＸ 

□その他機器動作状態の監視の強化 

□車載型地球局の配置 

□局舎、機器等の保護強化 

□中央防災無線網等の活用 

通信施設が被

災した場合 

□車載型地球局による臨時通信回線の設定 

□職員による仮復旧の実施 

 

２ 市防災行政無線 

豪雨等により災害が発生した場合又は発生することが予想される場合は、基地局施設の保護、予

備電源用燃料の確保等に努める。 

 

第２ 経営企画部情報班による参集職員・市民からの情報収集 

項目 手順のあらまし 

参集職員 □居住地区に関する情報の聴取、図上記載 

□参集途上における情報の聴取、図上記載 

市民 □市民からの電話等通報の聴取、図上記載 

□市民への電話・インターネットサーチ（ＳＮＳ等）による情報の聴取・収集、図

上記載 

 

第３ 有線通信が使えない場合の措置 

区分 代替通信・連絡手段のめやす 

県 ・ 近 隣 市

町・防災関係

機関との相互

連絡 

□消防無線（南但消防本部移動系） 

□警察無線その他機関による非常通信無線 

□伝令の派遣 

□兵庫衛星通信ネットワーク通信（衛星系） 

□衛星携帯電話 

各部等間相互

連絡 

□防災行政無線（移動系） 

□消防団無線（ＦＯＭＡ回線） 

□伝令派遣（自転車・オートバイ利用若しくは徒歩による。） 

□タクシー無線、その他事業者無線、アマチュア無線 

□防災行政無線（同報系）による親局子局間の通話 

□防災行政無線（同報系）による親局子局間のＦＡＸ 
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第４ 関係機関との連携 

市及び県は、現地において国が開催する市町やライフライン事業者等の代表者を集めた災害の状

況、対応等について情報共有するための連絡会議及び連絡会議で把握した調整困難な災害対応等に

ついて、関係者間の役割分担、対応方針等を調整する調整会議に参加し、自らの対応状況や被災市

町等を通じて把握した被災地の状況等を関係省等に共有し、必要な調整を行うよう努める。 

※ 資料４－２－１ 災害時連絡先一覧 
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第３節 気象予警報等の収集・連絡 

第１ 計画の方針 

１ とりまとめ責任担当部 

危機管理室 

 

２ 基本方針 

(1) 県等から連絡を受けた気象等の観測及び防災のために予想した状況に関する情報については、

市民が「自らの安全は自ら守る」ことが必要かつ十分に行えるよう、市の有するあらゆる伝達手

段を駆使し市民に対し迅速かつ的確に伝達する。 

(2) 市民からの問い合わせに的確に対応できるよう、各地域局及び各部出先関係機関に対しては、

周知漏れのないよう伝達するものとし、伝達完了後の各地域局及び所管各部による危機管理室へ

の復命を徹底する。 

 

第２ 気象等観測情報の発表基準、伝達系統及び方法 

１ 気象業務法による予報警報等 

(1) 警戒レベルを用いた防災情報の提供 

警戒レベルとは、災害発生のおそれの高まりに応じて５段階に分類した「居住者等がとるべき行

動」と、その「居住者等がとるべき行動」（避難情報等：市町村が発令する避難情報と気象庁が発

表する注意報等）とを関連付けるものである。 

「居住者等がとるべき行動」、「行動を居住者等に促す情報」及び「行動をとる際の判断に参考

となる情報」をそれぞれ警戒レベルに対応させることで、出された情報からとるべき行動を直感的

に理解できるよう、災害の切迫度に応じて、５段階の警戒レベルにより提供する。 

なお、居住者等には「自らの命は自らが守る」という意識を持ち、避難指示等が発令された場合

はもちろんのこと、発令される前であっても行政等が出す防災気象情報に十分留意し、災害が発生

する前に自らの判断で自発的に避難することが望まれる。 

(2) 観測情報の発表基準 

予報警報の発表基準は、「市町」単位で設定されており、養父市の基準は以下のとおりである。

なお、一次細分区域は「兵庫県北部」に属する。 

ア 気象予警報 

a 特別警報の種類と発表基準 

種類 発表基準 

大雨 台風や集中豪雨により数十年に一度の降雨量（注１）となる大雨が予想される場合 

暴風 数十年に一度の強度の台風や同程度の低気圧により暴風が吹くと予想される場合 

暴風雪 
数十年に一度の強度の台風と同程度の温帯低気圧により雪を伴う暴風が吹くと予想され

る場合 

大雪 数十年に一度の降雪量（注２）となる大雪が予想される場合 

注 1）48 時間降水量及び土壌雨量指数において、50 年に一度の値以上となった５km 格子が、共に府県程度の広がりの範

囲内で 50km 格子以上出現と予想される場合、または３時間降水量及び土壌雨量指数において、50 年に一度の値以上

となった５km 格子が、共に府県程度の広がりの範囲内で 10km 格子以上と予想される場合で、かつ更に雨が降り続く

と予想される場合 

注２）府県程度の広がりをもって 50 年に一度の積雪深となり、かつ、その後も警報級の降雪が丸一日程度以上続くと予

想される場合 
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b 警報の種類、発表基準 

種類 発表基準 

気

象

警

報 

暴風 平均風速 20ｍ/ｓ以上 

暴風雪 平均風速 20ｍ/ｓ以上 雪を伴う 

大雨（浸水害） 

（土砂災害）

雨量基準 １時間雨量 60mm 以上 

土壌雨量指数基準 143 

大雪 12 時間降雪深 50cm 以上 

洪水警報 

雨量基準 １時間雨量 60mm 

流域雨量指数基準 

円山川流域=53.5、八木川流域=23.0、大屋川流域

=31.6、小佐川流域=10.9、建屋川流域=18.1、明延川

流域=14.5 

 

c 注意報の種類、発表基準 

種類 発表基準 

気

象

注

意

報 

風雪 平均風速 10ｍ/ｓ以上 降雪を伴う 

強風 平均風速 10ｍ/ｓ以上 

大雨 雨量基準 １時間雨量 40mm 以上 

土壌雨量指数基準 110 

大雪 12 時間積雪深 30cm 以上 

雷  落雷等により被害が予想される場合 

なだれ  なだれによって災害の起こるおそれがあると予想される場

合。具体的には以下の場合。 

１ 積雪の深さ 70cm 以上で 24 時間降雪の深さ 20cm 以上 

２ 積雪の深さ 50cm 以上で日最高気温が７℃以上又は降雨 

乾燥  最小湿度 40％以下で、実効湿度 70％以下 

濃霧 （視程） 陸上 100ｍ以下 

霜 （最低気温）※ ４月以降の晩霜 ２℃以下 

低温 （最低気温）※ －４℃以下 

着雪       ※ 24 時間降雪の深さ 30cm 以上で、気温０℃以上 

洪水注意報 

雨量基準 １時間雨量 40mm 以上 

流域雨量指数基準 
円山川流域=42.8、八木川流域=18.4、大屋川流域=25.2、小

佐川流域=8.7、建屋川流域=14.4、明延川流域=11.6 

記録的短時間大雨情報 
１時間降水量がアメダス若しくは解析雨量で、１時間 100mm

以上を超えた場合発表される。 

※気温は豊岡特別地域気象観測所の値 

イ 早期注意情報（警報級の可能性） 

５日先までの警報級の現象の可能性を［高］、［中］の２段階で発表する。当日から翌日に

かけては時間帯を区切って、天気予報の対象地域と同じ県南部・県北部単位で、２日先から５

日先にかけては日単位で、週間天気予報の対象地域と同じ県単位（冬期は県北部、県南部で発

表）で神戸地方気象台が発表する。大雨に関して、明日までの期間に［高］又は［中］が予想

されている場合は、災害への心構えを高める必要があることを示す警戒レベル１である。 

ウ 竜巻注意情報 

積乱雲の下で発生する竜巻、ダウンバースト等による激しい突風に対して注意を呼びかける

情報で、雷注意報が発表されている状況下において、竜巻等の激しい突風の発生しやすい気象

状況になっているときに、県南部・県北部の単位で発表される。なお、実際に危険度が高まっ

ている場所については、竜巻発生確度ナウキャストで確認することができる。 
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また、竜巻の目撃情報が得られた場合には、目撃情報があった地域を示し、その周辺で更な

る竜巻等の激しい突風が発生するおそれが非常に高まっている旨を付加した情報を、県南部、

県北部の単位で気象庁本庁が発表する。 

この情報の有効期間は発表から１時間だが、注意すべき状況が継続される場合は、再度竜巻

注意情報が発表される。 

エ 火災気象通報 

神戸地方気象台が、気象状況が「乾燥注意報」又は「強風注意報」と同一の基準に達したと

きに、消防法第 22 条第１項に基づきその状況を知事に通報する。ただし、降雨、降雪中は通

報しないこともある。 

なお、火災気象通報の基準は次のとおりである。 

a 乾燥注意報基準 

実効湿度が 70％以下で、最小相対湿度が 40％以下となる見込みのとき 

b 強風注意報基準 

陸上で 10ｍ/ｓ以上の風が吹く見込みのとき 
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(3) 伝達系統及び方法 

気象予報警報等の伝達系統及び方法は、以下のとおりとする。 

 
 

 
 
 テレビ・ラジオ・インターネット等 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                        電話・口頭 

  
  

 
 
 巡回広報等 

 
  

 自主放送番組、防災行政無線、巡回広報等 

  

 
 巡回広報等 
 

 
防災行政無線、市ホームページ・自主放送番組・市民からの電話対応等 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
 

神

戸

地

方

気

象

台 

NHK 神戸放送局・各報道機関等及びひょうご防災ネット 

県

災

害

対

策

課 

県 警 察 本 部 

各 県 民 局 

教 育 委 員 会 

市危機管理室 

(夜間：宿直室) 

Ｎ
Ｔ
Ｔ
西
日
本
※

南 但 馬 警 察 署 

管 内 地 方 機 関 

市 内 各 高 校 

市 
 

民 
 

・ 
 

事 
 

業 
 

所 
 

等 

所 管 施 設 ・ 団 体 

公 立 八 鹿 病 院 

認 定 こ ど も 園 等 、 

小・中・義務教育学校 

所 管 施 設 ・ 団 体 

各 部 各 部 所 管 施 設 ・ 団 体 

養 父 消 防
署 ・ 大 屋 

出 張 所 

各 
 

地 
 

域 
 

局 

主要所管団体等 

消防団各方面隊 

各
地
区
代
表
者 

各交番・駐在所 

国保診療所・各診療所 

消防団八鹿方面隊 

教 育 部 

※警報のみ 

（
防
災
気
象
情
報
提
供
シ
ス
テ
ム
） 

（
県
フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
防
災
シ
ス
テ
ム
） 

（
県
衛
星
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
Ｆ
Ａ
Ｘ
） 

標旗・サイレン・巡回広報等 

健康福祉部 

南 但 消 防 本 部 

国出先機関・ＪＲ西日本・関西電力・関西電力送配電等 
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２ 水害に関する情報 

(1) 大雨警報（浸水害）の危険度分布 

短期間強雨による浸水害発生の危険度の高まりの予測を、地図上で１km 四方の領域ごとに５段階

に色分けして示す情報である。１時間先までの表面雨量指数の予測を用いて常時10分ごとに更新し

ており、大雨警報（浸水害）等が発表されたときに、どこで危険度が高まるかを面的に確認できる。 

(2) 洪水警報の危険度分布（浸水キキクル、洪水キキクル） 

指定河川洪水予報の発表対象ではない中小河川（水位周知河川及びその他河川）の洪水害発生の

危険度の高まりの予測を、地図上で河川流路を概ね１km ごとに５段階に色分けして示す情報であ

る。３時間先までの流域雨量指数の予測を用いて常時10分ごとに更新しており、洪水警報等が発表

されたときに、どこで危険度が高まるかを面的に確認できる。 

「非常に危険」（うす紫） 避難が必要とされる警戒レベル４に相当。 

「警戒」（赤） 高齢者等の避難が必要とされる警戒レベル３に相当。 

「注意」（黄） 
避難に備えハザードマップ等により災害リスク等を再確認するなど、

自らの避難行動の確認が必要とされる警戒レベル２に相当。 

(3) 流域雨量指数の予測値 

水位周知河川及びその他河川の各河川を対象として、上流域での降雨によって、下流の対象地点

の洪水危険度がどれだけ高まるかを示した情報である。６時間先までの雨量分布の予測（降水短時

間予報等）を取り込んで、流域に降った雨が河川に集まり流れ下る量を計算して指数化した「流域

雨量指数」について、洪水警報等の基準への到達状況に応じて危険度を色分けし時系列で表示した

ものを、常時 10 分ごとに更新している。 

 

３ 土砂災害に関する情報 

(1) 土砂災害警戒情報 

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

なったときに、市町の避難指示等の発令判断や住民の自主避難の判断を支援するため、市町単位で

気象台と県が共同で発表する。市町内で危険度が高まっている詳細な領域は、大雨警報（土砂災害）

の危険度分布（土砂キキクル）で実際に確認することができる。避難が必要とされる警戒レベル４

に相当。 

土砂災害警戒情報の伝達系統及び方法は、気象予報警報等に準じて行う。 

(2) 地域別土砂災害危険度 

県は、フェニックス防災システム及び県ホームページ、携帯サイト、ケーブルテレビによって地

域別土砂災害危険度を提供する。 

地域別土砂災害危険度は、市町単位で発表している「土砂災害警戒情報」を補足する情報として

県内を細分化したメッシュごとに色分けすることにより危険度を表す情報である。この危険度情報

は、市町内のどの地域がどの程度危険な状態になっているか容易に知ることができ、市町による避

難指示等を発令する地区の絞り込みや、住民の自主避難の判断のための情報としての活用を期待し

ている。従来の５kmメッシュ情報に加え、より細分化した１kmメッシュ情報も、県ホームページか

ら発信している。 

(3) 箇所別土砂災害危険度 

県は、より局所的に危険度を予測する箇所別土砂災害情報についても、フェニックス防災システ

ムを用いて、システム整備が完了した市町に対して、順次、情報提供する。 

箇所別土砂災害危険度は、県独自のシステムで、土砂災害警戒区域毎に、地形、地質情報と実績
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降雨、予測降雨を用いて、斜面の危険度を予測するシステムであり、斜面を 10ｍメッシュごとに色

分けして危険度を表示する。 

(4) 大雨警報（土砂災害）の危険度分布（土砂キキクル） 

土砂災害警戒情報が発表されたときは、気象庁ホームページにより10分ごとに更新される土砂災

害の危険度分布を確認する。これにより本市において土砂災害発生の危険度が高まっている領域

（１km メッシュ）を把握する。土砂災害発生の危険度は、次のとおり、５段階の色分けにより示さ

れる。 

「非常に危険」（うす紫） 

「極めて危険」（濃い紫） 
避難が必要とされる警戒レベル４に相当。 

「警戒」（赤） 高齢者等の避難が必要とされる警戒レベル３に相当。 

「注意」（黄） 
避難に備えハザードマップ等により災害リスク等を再確認するなど、

自らの避難行動の確認が必要とされる警戒レベル２に相当。 

 

４ 県知事による水防警報等 

(1) 実施区域、発令基準及び水防指令 

養父市においては、以下の基準のとおり県民局長より水防警報が発令される。 

また、以下の水位情報周知河川の水位がはん濫危険水位（特別警戒水位）に達したときは、県民局

長より養父市に通知される。 

ア 実施区域                                                               （単位：ｍ） 

水防警報対象河川・水位情報周知河川 

発令・ 

通知者 名 称 
指定

区域 
水位計 

水防団待機

水位 

（通報水位） 

水防警報 

第２号 

発令水位 

はん濫注意

水位 

（警戒水位） 

避難判断 

水位 

はん濫危険

水位 

（特別警戒水位） 

円山川 全域 
薮崎 2.00  2.30  2.60  4.20  5.00  

但馬 

県民局長 

 

上小田 2.50  2.80  3.00  3.50  4.40  

八木川 全域 
関宮 1.40  1.70  2.00  2.90  3.20  

八鹿 1.80  2.10  2.30  4.10  4.60  

大屋川 全域 
大屋 2.00  2.30  2.50  2.80  3.40  

小城 2.00  2.40  2.80  2.90  3.80  

建屋川 全域 大坪 1.50  1.80  2.10  2.60  3.00  

イ 発令基準 

種 類 

水防警報種別 

第１号（待機） 第２号（準備） 第３号（出動） 第４号（解除） 

・水防警報対象河川の

水位が水防団待機水

位（通報水位）に達

し、さらに水位が上

昇するおそれがある

とき 

・水防警報対象河川の

水位がはん濫注意水

位（警戒水位）に達

するおそれがあると

き 

・数時間の間に水防活

動の必要が予測され

るとき 

・水防警報対象河川の

水位がはん濫注意水

位（警戒水位）に達

し、さらに水位が上

昇するおそれがある

とき 

・水防事態が切迫し、

又は水防態勢の規模

が大きくなったとき 

・水防警報対象河川

の水位がはん濫注

意 水 位 （ 警 戒 水

位）を下回り、今

後水位上昇の見込

みもなく、水防活

動 の 必 要 が な く

なったとき 

※ 水防警報の発表と合わせて、流域の雨量及び対象水位観測所の水位が通報される。 
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ウ 水防指令 

水防指令は、気象の状況、水防事態の発生を考慮して県知事が発令し、市に通知される。 

風水害、地震に対しては、この水防指令により、非常配備体制をとる。 
 

種 類 

兵庫県水防指令種別 

第１号  第２号  第３号  

・大雨、洪水等の警報が
発表されたとき 

・水防団待機水位（通報
水位）に達し、さらに
水位上昇が見込まれる
とき 

・震度４の地震が発生し
たとき（自動発令） 

・水防団待機水位（通報水位）に達
し、さらに２～３時間のうちにはん
濫注意水位（警報水位）に達するお
それがあるとき 

・水防事態の発生が予想され、数時間
の間に水防活動の必要が予想される
とき 

・震度５弱又は強の地震が発生したと
き（自動発令） 

・はん濫注意水位（警戒水
位）に達し、さらに水位
上昇が見込まれるとき 

・水防事態が切迫し、又は
水防態勢の規模が大きく
なったとき 

・震度６弱以上の地震が発
生したとき（自動発令） 

(2) 伝達系統及び方法 

以下のとおり、気象予報警報等の伝達系統及び方法に準じて行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 雨量・水位情報 

(1) 雨量・水位の観測 

養父市内に以下のとおり県設置雨量・水位観測所があり、観測データは、養父土木事務所から随時

県庁（県河川整備課）に報告されることとなっている。 

  

県 水 防 本 部 （ 河 川 整 備 課 ） 

但 馬 県 民 局 総 務 企 画 室 

朝 来 健 康 福 祉 事 務 所 

但 馬 県 民 局 長 
（養父土木事務所） 朝 来 農 林 振 興 事 務 所 

水 防 管 理 団 体 （ 養 父 市 ・ 朝 来 市 ） 

朝 来 業 務 所 
豊 岡 土 木 事 務 所 

南 但 馬 警 察 署 

南 但 消 防 本 部 

陸 上 自 衛 隊 第 ３ 特 科 隊 

豊 岡 市 

関 西 電 力 ㈱ 奥 多 々 良 木 発 電 所 

豊 岡 河 川 国 道 事 務 所 
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【 雨量観測所 】 

所在地 観測所名 観測器種類 既往最大日雨量 年月日 

養父市八鹿町下網場 養父土木事務所 テレメータ（自記） 234.0mm 平 16.10.20 

養父市大屋町夏梅 大屋観測所 テレメータ（自記） 202.0mm 平 16.10.20 

養父市大屋町中間 中間観測所 テレメータ（自記） 219.0mm 平 16.10.20 

養父市大屋町明延 明延観測所 テレメータ（自記） 203.0mm 平 16.10.20 

養父市関宮 関宮地域局 テレメータ（自記） 197.5mm 昭 54.10.19 

養父市奈良尾 奈良尾観測所 テレメータ（自記） 216.0mm 平 16.10.20 

養父市藪崎 藪崎観測所 テレメータ（自記） 225.0mm 平 16.10.20 

養父市大坪 大坪観測所 テレメータ（自記） 179.0mm 平 16.10.20 

養父市長野 長野観測所 テレメータ（自記） 235.0mm 平 16.10.20 

【 水位観測所 】                             （単位：ｍ） 

河川名 所在地 観測所名 
水防団 

待機水位 
（通報水位）

水防警報 
第２号 
発令水位 

はん濫 
注意水位 

（警戒水位）

避難 
判断水位 

 

はん濫 
危険水位 

（特別警戒水位）

既往最高水位 
年月日 

円山川 
養父市 
八鹿町 
上小田 

上小田 2.50 2.80 3.00 3.50 4.40 
5.57 

昭 34.09.26 

円山川 
養父市 
薮崎 

円山川 

薮崎 
2.00 2.30 2.60 4.20 5.00 

4.25 
昭 40.09.10 

建屋川 
養父市 
大坪 

大坪 1.50 1.80 2.10 2.60 3.00 
2.09 

平 16.10.20 

八木川 
養父市 
八鹿町 
八鹿 

八鹿 1.80 2.10 2.30 4.10 4.60 
3.88 

平 16.10.20 

八木川 
養父市 
関宮 

関宮 1.40 1.70 2.00 2.90 3.20 
3.20 

平 23.09.03 

大屋川 
養父市 
大屋町 
夏梅 

大屋 2.00 2.30 2.50 2.80 3.40 
3.80 

平 16.10.20 

大屋川 
養父市 
小城 

小城 2.00 2.40 2.80 2.90 3.80 
3.47 

平 16.10.20 

 

区分 内容 備考 

は ん 濫 危 険 水 位 

（ 特 別 警 戒 水 位 ） 

洪水によりはん濫の起こるおそれがある水位  

避 難 判 断 水 位 はん濫注意水位（警戒水位）を超える水位で、

洪水による災害の発生を特に警戒すべき水位 

避難指示の発令の目安 

は ん 濫 注 意 水 位 

（ 警 戒 水 位 ） 

増水（出水）時に水防管理者が水防団及び消防

機関を出動させ、または出動の準備をさせなけ

ればならない水位 

水防管理団体の水防活動の

目安 

水 防 警 報 第 ２ 号 

発 令 水 位 

数時間の間に水防活動の必要が予測されるもの

で、水防警報第２号を発令する水位 

 

水 防 団 待 機 水 位 

（ 通 報 水 位 ） 

量水標管理者（養父土木事務所長）が水防本部

長に報告する水位 

水防団が出動のため待機す

る水位 

(2) 伝達系統及び方法 

気象予報警報等の伝達系統及び方法に準じて行うものとし、特にため池、用水頭首工、用水樋門、

排水樋門、排水ポンプ場（排水機場）各管理者に対しては通報漏れのないよう周知徹底を図る。 

なお、県は、県管理の雨量・水位及びダム諸量のデータを、関係気象台及び直轄河川事務所等から

提供される情報とあわせて、常時インターネット（県ホームページ）により公表することとなってい

る。 
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６ 積雪観測通報 

(1) 積雪観測 

養父市内では、県の積雪観測所が以下のとおり設置されており、養父土木事務所が情報のとりま

とめを行い、県庁（県道路保全課）への報告を行っている。 

観測場所 
警戒積雪深（単位：cm） 

観測所名 所在地 

明延 養父市大屋町明延  60.0 

丹戸 養父市丹戸 150.0 

葛畑 養父市葛畑 120.0 

井の坪 養父市長野  50.0 

大屋 養父市大屋町大屋市場  60.0 

栗の下 養父市大屋町中間  70.0 

八鹿 養父市八鹿町八鹿  50.0 

(2) 伝達系統及び方法 

県から通報を受けた情報又は市が収集した積雪に関する情報については、気象予報警報等の伝達

系統及び方法に準じて行う。 

 

７ 市長が行う火災警報 

(1) 発表基準 

市長は、県より消防法第22条第１項に基づく火災気象通報を受報したときは、必要により火災に

関する警報（以下「火災警報」という。）を発表し、火災予防上必要な措置をとる。 

(2) 伝達系統及び方法 

気象予報警報等の伝達系統及び方法に準じて行う。 

 

８ 異常現象発見時における措置 

(1) 通報先及び通報すべき異常現象のめやす 

災害が発生するおそれのある異常な現象を発見した者は、その現象が水防に関する場合は市長

（危機管理室又は各地域局）へ、火災に関する場合は消防機関（本部・署所）へ、がけ崩れ、雪崩

その他の現象の場合は市長又は警察官に直ちに通報する。また、通報を受けた各機関は、以下に示

す通報の流れ図のとおり通報するものとする。 

通報すべき異常現象とは、概ね次のようなものとする。 

ア 異常水位 

イ 激しい降雨、降雪又は降雹 

ウ 雪崩 

エ 地すべり 

オ 火災 

 
 上部機関へ 

 

 

 

 

 

 

 （以下「気象予報警報等」に同じ） 

 

異常現象発見時の通報の流れ 

発

見

者 

警 察 官 

消 防 機 関 

市

長 

但 馬 県 民 局 

県

災

害

対

策

課 

神 戸 地 方 気 象 台 
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(2) 伝達系統及び方法 

気象予報警報等の伝達系統及び方法に準じて行う。 
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第４節 災害情報及び防災情報の収集・連絡 

第１ 情報項目のめやす 

区分 情報項目 担当部 

災 

害 

情 

報 

警 

戒 

情 

報 

□気象庁、県、ＮＴＴ西日本による気象及び地震に関する情報 

□県フェニックス防災システム端末による雨量、水位、積雪深、地域別土砂災害
危険度に関する情報 

□養父土木事務所からの通報又は照会によるダム放流等上流ダムに関する情報 

□南但消防本部による危険物取扱施設の現況に関する情報 

□各地域局等による管内浸水・冠水状況、降雨状況、河川状況、積雪状況等に関
する情報 

□同河川巡視による市内河川の現況に関する情報 

□同巡視による土砂崩れ、雪崩等危険箇所の現況に関する情報 

□市民通報、防災モニタリングによる浸水・冠水状況、降雨状況、河川状況、積
雪状況等に関する情報 

□各地域局等において把握した人的・物的被害を発生させるおそれのある状況に
関する情報 

危機管理
室 

□ＰＴＡ等連絡網により学校等が把握した学区等内浸水・冠水状況、降雨状況、
河川状況、積雪状況等に関する情報 

教育部 

□水門、水路、ため池等農業用施設の現況に関する情報 

□農協連絡網による市内浸水・冠水状況、降雨状況、河川状況、積雪状況等に関
する情報 

□ホテル・スキー場・道の駅等観光施設、宿泊施設の現況に関する情報 

産業環境
部 

□養父土木事務所への照会による市内各観測所降雨量、水位、積雪深に関する情
報 

□市建設業協会連絡網により事業者が把握した市内浸水・冠水状況、降雨状況、
河川状況、積雪状況等に関する情報 

まち整備
部 

□各部において把握した人的・物的被害を発生させるおそれのある状況に関する
情報 

各部 

発 

生 

情 

報 

□各地域局等による人的・物的被害発生情報 
□南但消防本部からの巡視、消防 119 番通報による人的・物的被害発生情報 
□市民通報、防災モニタリングによる人的・物的被害発生情報 

危機管理
室 

□市建設業協会通報等による建物被害、土砂崩れ、雪崩、堤防損壊・越流等発生
情報 

まち整備
部 

□各部において把握した人的・物的被害発生情報 各部 

防 

災 

情 

報 

対 

策 

情 

報 

□県、国、南但馬警察署等防災機関の現況、とられた措置・対策等に関する情報 

□電話、電力、鉄道施設の現況、とられた措置・対策等に関する情報 

□各地域局等において把握された管内防災機関の現況、とられた措置・対策等に
関する情報 

□県内他市町、隣接府県、相互応援協力協定締結自治体の被災関連情報、並びに
国内原発の安全稼働状況 

危機管理
室 

□保育所、認定こども園、小・中・義務教育学校、高校の現況、とられた措置・
対策等に関する情報 

教育部 

□養父土木事務所からの通報又は照会による道路通行止区間、橋梁通行止等に関
する情報 

まち整備
部 

□その他各部が所管する防災対策基幹施設の現況、とられた措置・対策等に関す
る情報 

各部 

救 

援 

情 

報 

□各地域局等において把握された緊急に避難誘導すべき状況、救出・救助活動を
必要とする状況に関する情報 

□市民通報、防災モニタリングにより把握された緊急に避難誘導すべき状況、救
出・救助活動を必要とする状況に関する情報 

危機管理
室 

□公立八鹿病院その他市内医療機関の現況に関する情報 

□在宅要配慮者の現況に関する情報 

□福祉関係施設の現況に関する情報 

健康福祉
部 

□災害の発生により緊急に避難誘導すべき状況に関する情報 

□救出・救助活動を必要とする状況に関する情報 

各部 
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第２ 災害情報及び防災情報の報告・連絡 

１ 情報の総括責任者 

区別 
情 報 の 総 括 責 任 者 

本部職名 平常時職名 

総括責任者 危機管理監 危機管理監 

取扱責任者 本部情報班長 防災安全課長 

 

２ 本部における報告・連絡基準のめやす 

区 

分 

報告 

（各部等配備職員→本部長） 

連絡 

（本部長→各部等配備職員） 

即

時 

□被害の有無、要警戒の有無に

関する復命（第１報） 

□緊急避難、救出・救助・救

命、通行規制等の緊急措置を

要する情報 

□特命指示事項に関する復命 

□その他緊急を要する情報 

□本部体制、配備・規模に関する情報（第１報） 

□「全体状況」に関する第１報 

□緊急避難、救出・救助・救命、通行規制等の緊急措置を

要する情報 

□その他緊急を要する情報 

重 

要 

□市街地火災発生情報 

□増水等による堤防の損壊等に

関する情報 

□大規模な土砂崩れ、雪崩発生

のおそれのある事象に関する

情報 

□危険物取扱施設の浸水等によ

る二次災害発生のおそれのあ

る事象に関する情報 

□防災対策基幹施設の甚大な機

能支障に関する情報 

□その他重要と判断した情報 

□本部体制、配備・規模の変更に関する情報（第２報以

降） 

□「全体状況」に関する第２報以降（上記情報と同時に） 

□市街地火災発生情報 

□増水等による堤防の損壊等に関する情報 

□大規模な土砂崩れ発生のおそれのある事象に関する情報 

□危険物取扱施設の浸水等による二次災害発生のおそれの

ある事象に関する情報 

□防災対策基幹施設の甚大な機能支障に関する情報 

□その他重要と判断した情報 

定

時 

□１時間ごとの｢警戒情報｣ 

□１時間ごとの｢発生情報｣ 

□１時間ごとの｢対策情報｣ 

□１時間ごとの｢救援情報｣ 

□１時間ごとの本部体制、配備・規模に関する情報 

□１時間ごとの｢警戒情報｣に関する総括 

□１時間ごとの｢対策情報｣に関する総括 

形 

式 

□発信者（部・班） 

□情報項目種別 

□発生・現在日時 

□内容 

□情報源（確認・未確認の別） 

□養父市本部・発信者氏名（部・班） 

□情報項目種別 

□発生・現在日時 

□内容 

□情報源（確認・未確認の別） 

□取扱い上の留意事項 

※ 資料６－１ 市の報告等様式 
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３ 情報とりまとめ上のめやす 

(1) 確認された情報により把握されている災害の全体像の把握 

□全ての情報は、例えば着脱自在の糊付き付箋を使用し大きな市域地図上に整理する。 

□これにより「被害の全体像」の視覚化を図る。 

□部・班全職員レベルに至るまでの「情報の共有化」を図る。 

(2) 未確認情報の一覧の評価 

□至急確認すべきもの 

□至急訂正情報の伝達を行うべきもの 

 （例えば、「悪質なデマ・ウワサ」に類する情報） 

□応急対策要員の派遣を行うべきもの 

 （例えば、確認の手順を踏む「時間」のない場合の「緊急災害発生通報」） 

(3) 情報の空白地区の把握 

（大規模な災害時には、｢情報の空白｣は被害の甚大なことを意味する場合がある。） 

(4) 被害軽微若しくは無被害である地区の把握 

（大規模な災害時には、｢被害軽微、無被害地区｣に関する情報は安心情報として重要である。） 

(5) 応急対策実施上利用可能な施設・人員・資機材の把握 

(6) 県内他市町、隣接府県、相互応援協力協定締結自治体の被災関連情報、並びに国内原発の安全

稼働状況の把握 

(7) 全到達情報のチェック漏れ定時点検 

□ＦＡＸ情報 

（□気象台 

（□県 

（□国 

（□その他 

□県フェニックス防災システム 

 

第３ 県（本部）への報告 

１ 報告基準 

(1) 災害救助法適用基準に合致する災害 

□市内の住家滅失数50世帯以上 

□市内の住家滅失数25世帯以上（かつ県内の住家滅失数2,500世帯以上） 

□市内の住家滅失数多数（かつ県内の住家滅失数12,000世帯以上） 

□災害が隔絶した地域に発生したものである等救護活動が著しく困難な場合 

□多数の者が生命又は身体に危害を受けるおそれが生じた場合 

(2) 災害対策本部を設置した災害 

(3) 自らの市域内の被害は軽微であっても、隣接する市町で大きな被害を生じている災害 

(4) 災害による被害に対して、国の特別の財政的援助を要する災害 

(5) 災害の状況及びそれが及ぼす社会的影響等からみて特に報告が認められる程度の災害 

 

２ 報告担当者 

被害状況及び措置状況一般 法令の定めによる所要の報告 

本部情報班長 → 下記のとおり 各担当部長 → 県但馬地方本部各担当班 

 

３ 報告の方法 

(1) 原則として、フェニックス防災システム端末への入力による。これによりがたい場合は、県防

災行政無線（ＦＡＸ）、公衆電話（ＦＡＸ）、衛星電話、通信可能な施設までの伝令派遣等あら

ゆる手段を尽くして可能な限り迅速に行う。 

(2) 第２報以降の報告は、あらかじめ県が指定する時間ごとに市域の災害情報をとりまとめ、フェ

ニックス防災システム端末への入力による。 

(3) 県但馬地方本部に連絡が取れない場合、又は緊急の場合は、直接県災害対策本部に報告する。 
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４ 報告の区分 

報告の区分 報告の時期 留意事項 報告の様式 

緊急報告 

（第１報） 

災害発生の覚知後

30 分以内に端末入

力報告 

□庁舎等事務所の周辺の状況 

□覚知できる状況のみでよく、必ずしも数値で表

せる情報でなくても迅速性を第一に報告する。 

□部分情報、未確認情報も可 

庁舎緊急 

報告 

災害概況 

即報 

（第１報） 

災害の当初段階で

災害概況速報とし

て県但馬県民局に

報告 

□人的被害及び住家被害を重点にする。 

□被害状況が十分把握できない場合であっても 

第１報は迅速性を第一に報告する。 

□部分情報、未確認情報も可 

災害概況 

即報 

被害状況 

即報 

（定時報） 

発生後毎日定時に

県但馬県民局報告 

□災害概況即報として報告した情報を含め、確認

された事項を報告する。 

□全壊、流失、半壊、死者及び重傷者が発生した

場合には、その氏名、年齢、住所等をできる限

り速やかに調査し、報告する。 

□被害の状況が十分把握できない場合であっても

毎日定時に迅速な被害状況報告に努める。 

被害状況 

即報 

災害確定 

報告 

（詳細） 

応急措置完了後 15

日以内 

□災害が終了し、その被害が確定したときに全調

査事項を詳細に調査し報告する。 

□被害世帯人員等については、現地調査だけでな

く、住民登録とも照合し、その正誤を確認する

ようにする。 

※県の様式 

 

５ 報告先 

(1) 災害発生報告 

勤務時間内 但馬県民局 電話 0796-26-3618 ＦＡＸ0796-24-3211 

      県防災行政無線衛星系 7-174-511 7-174-512 

県防災行政無線衛星系ＦＡＸ7-174-611 

勤務時間外 県災害対策局  電話 078-362-9988 ＦＡＸ078-362-9911 

災害対策課 県防災行政無線衛星系 7-151-3140 ＦＡＸ7-151-6380 

(2) 事故発生報告 

勤務時間内 県災害対策局消防課 電話 078-362-9824 ＦＡＸ078-362-9915 

勤務時間外 災害対策センター  電話 078-362-9900 ＦＡＸ078-362-9911 

 

６ 事態が切迫している場合等の措置 

□事態が切迫し応援要請等の対策に支障が生じるおそれがある場合は、県本部あてに直接連絡す

る。 

□県に報告することができない場合には、国（総務省消防庁）に対して直接報告する。報告後速や

かにその内容について連絡する。 

なお、消防庁「火災・災害等即報要領」の「直接即報基準」に該当する場合は、南但消防本部を

通じて県に加えて国（総務省消防庁）にも報告する。 

 ［通常時   ：応急対策室  ＴＥＬ03-5253-7527 ＦＡＸ03-5253-7537］ 

 ［夜間・休日時：宿直室    ＴＥＬ03-5253-7777 ＦＡＸ03-5253-7553］ 

□災害規模が大きく、市の情報収集能力が著しく低下した場合には、その旨を県その他の防災関係

機関に伝達し、被害情報の収集活動に対して応援を要請する。 

□地域住民等から119番への通報が殺到している状況下にあっては、直ちに県及び国（消防庁）へ同

時に報告する。 

□自らの対応力のみでは十分な災害対策を講じることができない場合は、速やかにその規模を把握

するための概括的な情報の収集に努め、被害の詳細が把握できない段階であっても、迅速性を第

一に当該情報を報告する。 
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（参考）消防庁「火災・災害等即報要領」（平成 24 年５月 31 日改正） 

【 災害即報基準 】 

即報基準 
直接即報

基 準 

一般基準 

○救助法の適用基準に合致するもの 

○災害対策本部を設置したもの 

○災害が２府県以上にまたがるもので、１の府県における被害は軽微で

も、全国的にみた場合に同一の災害で大きな被害を生じているもの 

 

個
別
基
準 

地震 
○被害の有無を問わず、市域内で震度５強以上を記録したもの ● 

○地震が発生し、市域内で震度４以上を記録したもの  

津波 
○津波により、人的被害又は住家被害を生じたもの 

うち死者又は行方不明者を生じたもの 
● 

風水害 

○がけ崩れ、地すべり、土石流等により人的被害又は住家被害を生じた

もの 

○河川の溢水、破堤又は高潮等により人的被害又は住家被害を生じたも

の 

○強風、竜巻などの突風等により人的被害又は住家被害を生じたもの 

上記のうち死者又は行方不明者を生じたもの 

● 

雪害 
○雪崩等により、人的被害又は住家被害を生じたもの 

○道路の凍結又は雪崩等により孤立集落を生じたもの 
 

社会的 

影響基準 

 上記に該当しない災害であっても、報道機関にとり上げられるなど社

会的影響度が高いもの 
 

【 火災即報基準 】 

即報基準 
直接即報

基 準 

一般基準 
○死者３人以上 

○死者及び傷病者の合計が 10 人以上 

 

個
別
基
準 

火災 

建物 

火災 

○特定防火対象物で死者の発生した火災 

○高層建築物の11階以上の階、地下街又は準地下街において発

生した火災で、利用者等が避難したもの 

○国指定重要文化財又は特定違反対象物の火災 

○建物焼損延面積 3,000 平方メートル以上と推定される火災 

○損害額１億円以上と推定される火災 

 

○ホテル、病院、映画館、百貨店において発生した火災 ● 

林野 

火災 

○焼損面積 10 ヘクタール以上と推定されるもの 

○空中消火を要請又は実施したもの 

○住宅等へ延焼するおそれがある等社会的に影響度が高いもの 

 

交通 

機関 

の火災 

船舶、航空機、列車、自動車火災で次に掲げるもの 

○航空機火災 

○タンカー火災の他社会的影響度が高い船舶火災 

○トンネル内車両火災 

○列車火災 

● 

その他 
以上のほか、特殊な原因による火災、特殊な態様の火災等消

防上に参考となるもの 

 

危険物

等に係

る事故 

危険物、高圧ガス、可燃性ガス、毒物、劇物、火薬等（以下「危険物

等」という。）を貯蔵し又は取り扱う施設及び危険物等の運搬に係る事故

で、次に掲げるもの 
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即報基準 
直接即報

基 準 

○周辺地域の住民等が避難行動を起こしたもの又は爆発により周辺の建物

等に被害を及ぼしたもの 

○500 キロリットル以上のタンクの火災、爆発又は漏洩事故 

○海上、河川への危険物等の流出事故 

○高速道路上等におけるタンクローリーの事故に伴う、火災・危険物等の

漏洩事故 

○死者（交通事故によるものを除く。）又は行方不明者が発生したもの 

○傷病者が５名以上発生したもの 

○危険物等を貯蔵し又は取り扱う施設の火災・爆発事故で、当該工場等の

施設内又は周辺で 500 ㎡程度以上の区域に影響をあたえたもの 

○危険物等を貯蔵し又は取り扱う施設からの危険物等の漏洩事故で、次に

該当するもの 

・海上、河川へ危険物等が流出し、防除・回収等の活動を要するもの 

・500 キロリットル以上のタンクからの危険物等の漏洩等 

○市街地又は高速道路上等におけるタンクローリーの事故に伴う漏洩で、

付近住民の避難、道路の全面通行禁止等の措置を要するもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 

 

 

 

○市街地又は高速道路上において発生したタンクローリーの火災 ● 

原子力

災害等 

○放射性物質を輸送する車両において、火災の発生したもの及び放射性物

質の運搬中に事故が発生した旨原子力事業者等から消防機関に通報が

あったもの 

○放射性同位元素等取り扱い事業所に係る火災であって、放射性同位元素

又は放射線の漏洩があったもの 

● 

その他 

特定の 

事故 

可燃性ガス等の爆発、漏洩及び異臭等の事故であって、社会的影響度が

高いもの 

 

社会的 

影響基準 

 上記に該当しない火災・事故であっても、報道機関にとり上げられるな

ど社会的影響度が高いと認められるもの 

 

 爆発、異臭等の事故であって、報道機関に取り上げられる等社会的影響

度が高いもの（武力攻撃事態等又は緊急対処事態への発展の可能性がある

ものを含む。） 

● 

 

【 救急・救助事故即報基準 】 

即報基準 
直接即報

基 準 

○死者５人以上の救急事故 

○死者及び傷病者の合計が 15 人以上の救急事故 

○要救助者が５人以上の救助事故 

○覚知から救助完了までの所用時間が５時間以上を要した救助事故 

○その他報道機関にとり上げられる等社会的影響度が高い救急救助事故 

 

死者及び傷病者の合計が 15 人以上の救急・救助事故で次に掲げるもの 

○列車、航空機、船舶等の衝突、転覆等による救急・救助事故 

○バスの転落等による救急・救助事故 

○ハイジャック及びテロ等による救急・救助事故 

○映画館、百貨店、駅構内等不特定多数の者が集まる場所での救急・救助事故 

○その報道機関にとり上げられる等社会的影響度が高いもの 

● 
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第５章 相互協力計画 

第１節 計画の方針 

第１ とりまとめ責任担当部 

危機管理室  
 

第２ 大規模災害時における相互協力の基本指針 

１ 市職員だけでは、迅速かつ適切な災害対応が困難であるときは、市議会、隣接市町との相互協

力体制を迅速に確立するとともに、市の内外を問わず県・国・自衛隊等各機関・団体・事業所そ

の他あらゆる個人に対し応援要請を行う。また、原則として、あらゆる応援申入れを受け入れ

る。 
２ 県・国・自衛隊・緊急消防援助隊等各機関・団体への応援要請に当たっては、逐次要請を避け

網羅的かつ先行的に行う。特に甚大な被害発生が想定される状況のもと、道路、通信手段が途絶

し、本部設置後１～２時間以内に「災害の全体像」の把握が困難な場合は直ちに行う。 
なお、県は、大規模な災害の発生を覚知したときは、被災市町を応援するとともに、あらかじ

め締結した応援協定等に基づき、関係機関に対して応援を求め、又は災害応急対策の実施を要請

することとなっている。 
３ 各地域局管内における協力団体・事業所等への応援協力要請は、各地域局の担当班（課）が行

う。ただし、本部長は、災害の状況に応じて、本庁舎管内又は他の地域局に対する応援出動要請

を行うなど総合的に調整できるものとする。 
４ 市域内における災害応急対策、災害復旧対策の遂行上その必要があると認めたときは、市及び

防災関係機関相互の連絡・調整機関として、関係機関等連絡協議会を設置する。これにより相互

の任務と役割分担の明確化、相乗効果の最大化と競合重複の極力排除を図る。 
５ 被災市町村へ応援職員を派遣する際は、応援対策職員派遣制度を活用する。なお、市職員を派

遣する場合に備え、派遣先や支援内容に応じた職員の選定に努める。 

６ 他機関・団体・事業所等からの応援を受け入れる場合や、市外被災地に対する応援に市職員を

派遣する場合は、感染症禍においては、職員の定期的な検温の実施やマスク着用等、感染予防措

置を徹底する。また、会議室のレイアウトの工夫やテレビ会議の活用等、応援職員等の執務ス

ペースの適切な空間の確保に配慮する。 
 

第３ 市各部の役割分担 

名称区分 手順その他必要な事項 
危機管理室  □相互協力に関する全体統括 

□隣接市町との相互協力に関する連絡調整 
□市議会との相互協力に関する連絡調整 
□関係機関等連絡協議会の事務局業務 
□県等防災関係機関、他自治体派遣職員の宿泊施設確保、厚生業務その他

バックアップ業務 
市民生活部 □八鹿地域における所管協力団体・事業所等への応援協力要請 
各部 □この計画で定める関係機関等連絡協議会の事務局業務 
※ 資料５－１ 協定一覧 
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第２節 市議会及び隣接市町等との相互協力 

第１ 基本方針 

１ とりまとめ責任担当部 

経営企画部 
 

２ 相互協力の基本指針 

(1) 被災者救援、都市機能の早期復旧及び二次災害防止並びに災害復興と被災地の回復を適切に行

うため、市議会及び隣接市町等との相互協力体制を迅速に確立する。 

(2) 相互の任務と役割分担を明確化し、相乗効果の最大化と競合重複の極力排除を図る。 

(3) 要員・資機材の投入において、競合が生じた場合、発災後72時間については、延焼火災阻止、

生き埋め者救出、重症者搬送、人的危険回避のため必要最小限のものを除き、要員・資機材の投

入は、消火・救出・救急救護現場を優先する。 

(4) 要配慮者向け救援対策は、一般被災者向け救援対策に優先して協力する。 

 

第２ 市議会との相互協力 

実施手順のめやす 

(1) 本部長は、大規模な災害が発生した場合及びその他必要と認めた場合、直ちに市議会議長に対

し、市に本部を設置した旨を報告するとともに、市本部と市議会との相互協力体制の確立を図るた

め、必要な措置を講ずるよう要請する。 

(2) 議会災害対策本部の設置は、議長が職権により行い、災害により次々と生じる市民の要求に応え

るため、市の組織による効率的、積極的な対応を調整し、条例の制定や規制の緩和措置、緊急対応

から復旧、復興に至るまでの政策の方向付けを指示することを基本業務とする。その役割は、その

つど議会災害対策本部が決める。 

(3) 市は、市議会議長が議会災害対策本部及び市議会議員連絡所（以下「議会対策本部」という。）

の設置を決めた場合は、経営企画部内に議会対策本部担当専任職員を置き本庁舎内に市議会議員連

絡所設置のためのスペースの確保、テレビ・ラジオの設置、電話・ＦＡＸ・コピー機、災害情報掲

示板等の設置その他運営支援業務を行う。また、議会としての災害対策活動のための情報の収集、

市本部との連絡業務、災害調査活動の補佐を行う。 

なお、本庁舎が被災したため、本部長室が他の代替施設に設置された場合は、市議会議員連絡所

を併設するよう努める。 

 

第３ 隣接市町等との相互協力 

１ 相互協力上の基本指針 

(1) 市町境界部をはじめとして、延焼火災阻止を最優先で行う。 

(2) 延焼火災発生を回避できる見込みの場合は、建物等倒壊、土砂崩れ、雪崩等による生き埋め者の

救出、重傷者の救命医療救護、被災者の避難誘導並びにその他の人的危険回避措置を講じ、人的被

害の軽減に全力を集中する。 

(3) 発災直後における各職員の居住地における救援活動、在住市町本部業務への支援業務を公務とみ

なすよう事前に計画・協定化する。また、事前に指名する幹部職員等を除く他の職員については、

交通事情その他の状況に応じて、そのつど定める期間について、在住市町における業務を所属市町

における業務とみなす措置を講ずるよう相互に調整する。 

(4) 被災者救援、都市機能の早期復旧、二次災害防止のための活動並びに応急的な救援対策、災害復

興のための県・国等に対する特別措置発動要請等について、相互に連携・協力し行う。 
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２ 直後に相互協力すべき事項のめやす 

隣接する市町と災害発生直後に相互に協力すべき事項については、例えば、以下のような事項が

想定される。 
(1) 市町境界部における消火活動及び救急・救助活動 

(2) 市町境界部における避難誘導・避難所・避難地の相互利用 

(3) 避難所の開設・運営における担当職員の相互派遣及び協同化 

(4) 市町境界部・避難所等における災害時広報活動 

(5) 病院、産院その他医療施設のあっせん 

(6) 火葬、ごみ、災害廃棄物、し尿の処理並びに道路確保に関して必要な要員、車両機材、施設の提

供 

(7) 要配慮者対策を実施するために必要な要員、車両機材、施設の提供 

(8) 市町が実施する災害救援対策に関する情報交換 

(9) 県・国等に対する特別措置発動の要請 

 

３ 協力要請の手続 

協力の要請に当たっては、各市町へとりあえず、県防災行政無線電話・ＦＡＸ（地上系・衛星

系）、ＮＴＴ電話・ＦＡＸ、消防無線（主運用波）、伝令派遣等をもって要請し、後日文書により

改めて処理する。 
 

４ 連絡調整ルート確保のめやす 

手順項目 あらまし 
通信手段の確保  県内市町の場合は、原則として、県防災行政無線電話による。困難な場合及び

他県市町の場合は、ＮＴＴ電話・ＦＡＸ、伝令派遣など、その状況に即した迅速

な方法による。 
情報の交換  大規模災害発生時における第１報は、発災後１時間以内に行う。以後当日中は

１時間ごとに、また、２日目以降本部設置期間中は、毎日そのつど定める時刻に

定時情報交換を行う。 
本部連絡員 
の交換  境界部において、洪水、延焼火災の発生、土砂災害、雪崩災害の発生その他災

害発生後の状況により必要と認めたときは、相互に本部連絡員を交換する。 
合同現地対策 
本部の設置  境界部において、洪水、延焼火災の発生、土砂災害、雪崩災害の発生その他災

害発生後の状況により必要と認めたときは、現地の適当な場所に合同現地対策本

部を設置する。 
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第３節 県・国等防災機関・団体への応援要請 

第１ 基本方針 

１ とりまとめ責任担当部 

危機管理室  
 

２ 応援要請上のめやす 

(1) 県・国・自衛隊等各防災関係機関に対する応援要請は、県地域防災計画及び各応援協定書に定

める方法により本部長が行う。 

(2) 緊急消防援助隊派遣要請及び兵庫県広域消防相互応援協定に基づく応援要請は、各応援協定

書・緊急消防援助隊運用要綱に定める方法により南但消防本部消防長が行う。 

(3) 通信途絶その他の事情により正規の方法によることが困難なときは、より上位の機関又は非被

災地にある各出先機関等（県東京事務所等）に緊急連絡する。 

なお、県は、大規模な災害の発生を覚知したときは、被災市町を応援するとともに、あらかじ

め締結した応援協定等に基づき、関係機関に対して応援を求め、又は災害応急対策の実施を要請

することとしている。 

(4) 応急対策及び災害復興業務に要する中・長期的な応援要員派遣については、適宜各部長に対し

必要人員調査を実施し、市全体としての必要数を把握・調整した上で要請する。 

(5) 各地域局の管内協力団体・事業所等への応援要請は各地域局の担当班を通じて行う。総合的な

調整を必要とする場合は、本部長を通じて各部担当班が行う。 

 

第２ 市内民間団体、区及び事業所への協力要請 

１ 協力を要請する業務 

災害時に業種別団体、区、赤十字奉仕団等民間団体及び事業所へ協力を要請する業務は、主に以

下のとおりとする。 
(1) 災害に関する予警報、その他防災情報の地区内住民への伝達 

(2) 災害時における広報広聴活動 

(3) 災害時における出火の防止及び初期消火 

(4) 避難誘導、負傷者の救出・搬送等被災した市民に対する救助・救護活動 

(5) 要配慮者の避難支援・安否確認、避難所及び在宅要配慮者に対する救助・救護・生活支援活動 

(6) 被災者に対する炊き出し、救助物資の配分及び輸送等の業務 

(7) 被害状況の調査 

(8) 被災地域内の秩序維持 

(9) 道路啓開、公共施設等の応急復旧作業 

(10) 応急仮設住宅の建設等の業務 

(11) 食品、生活必需品、災害対策用資機材等の供給、調達 

(12) その他市が行う災害応急対策業務 
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２ 協力要請の方法 

各部長は、以下の事項を明らかにして、電話、口頭その他可能な連絡手段により団体等の責任者

に対し協力を要請する。 
なお、本部長は、部長から要請があった場合、及び全市的な観点から調整が必要と認めた場合は、

調整を行うものとする。 
(1) 活動の内容 

(2) 協力を希望する人員 

(3) 供給、調達を要する資機材等の品名、数量 

(4) 協力を希望する地域及び期間 

(5) その他必要な事項 

 

第３ 防災関係機関との相互協力 

１ 相互協力に関する基本指針 

(1) 発災直後 72 時間については、延焼火災阻止、生き埋め者救出、重症者搬送、人的危険回避のた

め必要最小限のものを除き、要員・資機材の投入は、消火・救急・救助・救護現場を優先する。 

(2) その他延焼火災阻止、生き埋め者救出、重症者搬送、危険回避のために行う消防機関及び警察機

関の要請は最優先とする。 

(3) 要配慮者救援対策は、一般被災者救援対策に優先して実施する。 

(4) 避難所開設期間中における空地の利用については、上記３点による場合を除き、市街地内外を問

わず、仮設住宅建設用地を第１順位、仮設住宅建設関連の復旧対策用地を第２順位、その他復旧対

策用地を第３順位とする。 

(5) その他本部長がそのつど指定する重点対策項目がある場合は、これを優先する。 

 

２ 関係機関等連絡協議会の設置 

市域内における災害応急対策、災害復旧対策の遂行上その必要があると認めたときは、市及び防

災関係機関相互の連絡・調整機関として、関係機関等連絡協議会を設置する。この場合、関係機関

等連絡協議会は、原則として本庁舎内で開催する。また、その事務局業務は、特に定める場合を除

き危機管理室本部情報班が行う。 
 

第４ 県に対する職員応援又は派遣あっせん要請その他必要な事項 

１ 県に対する職員応援又は派遣あっせんの要請 

県に対する職員応援又は派遣あっせんの要請は、防災行政無線、電話、ＦＡＸにより以下の条件

を示し県災害対策但馬地方本部（地方本部が設置されない場合は但馬県民局総務企画室）を通じて

行う。通信途絶その他の事情により正規の方法によることが困難なときは、迅速を第１として行う。 
(1) 応援派遣（又は派遣あっせん）を求める理由 

(2) 応援派遣（又は派遣あっせん）を求める職員の職種別人員 

(3) 応援派遣（又は派遣あっせん）を必要とする期間（□月□日～□月□日まで） 

(4) 集合の場所（要員移送の方法） 

(5) 派遣される職員の給与その他必要な勤務条件 

(6) その他職員の応援派遣（又は派遣あっせん）について必要な事項 
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２ 中・長期的な応援要員に関する調査項目のめやす 

本部長は、災害応急対策の長期化、作業量の膨大化等により中・長期的な応援要員が必要と判断

されるか否かについて、早めに判断するよう努めるとともに、各部長に対し随時以下について調査

報告を命じる。 
(1) 派遣を求める期間（以下の３区分によった上で） 

  ア 災害発生当該年度内の派遣を求めるもの 

  イ 次年度以降派遣を求めるもののうち、引き続き同一人の継続派遣を求めるもの 

  ウ 同じく、随時職員の交代が可能であるもの 

(2) 職種 

(3) 必要人数 

(4) 事務内容 

 

３ その他留意事項 

他自治体からの派遣職員は、｢応援職員｣である旨を腕章・プレート等により明示する。また、可

能な限り後方支援業務に配置する。やむを得ず住民対応を必要とする部署に配置する場合は、市職

員のアシスタント業務につける、業務の遂行上必要な背景、経過等に関する事前説明を十分行うな

ど配慮する。
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第６章 自衛隊災害派遣要請依頼等計画 

第１節 計画の方針 

第１ とりまとめ責任担当部 

危機管理室  
 

第２ 自衛隊災害派遣受入れの基本指針 

１ 市長は、自衛隊の災害派遣を必要とする事態が発生した場合、知事に対して災害派遣要請を依

頼する。 
２ 通信の途絶等により知事への依頼ができない場合は、直接陸上自衛隊第３特科隊長に通知す

る。特に緊急を要する場合で、通信途絶のため陸上自衛隊第３特科隊長への通知ができないとき

は、防衛庁長官に通知する。 
※ なお、指定部隊等の長は、災害の発生が突発的で、市長等からの通知、部隊等による収集その

他の方法により入手した情報から、その救援が特に急を要し、要請を待ついとまがないときは、

県知事からの要請を待つことなくその判断に基づいて部隊等を自主派遣することができる。特に

大規模災害時においては、決定権のある連絡員を現地に派遣し、自衛隊が自治体に提案した支援

策を直ちに実行できる運用としている（提案型支援）。 
 

第３ 災害派遣部隊の活動内容 

自衛隊の災害派遣部隊が実施する救援活動の具体的な内容は、以下のとおりである。 
項目 活動内容 

被害状況の把握 車両・航空機等状況に適した手段によって情報収集活動を行って、被害の状
況を把握する。 

避難の援助 避難指示等が発令され、避難、立退き等が行われる場合で必要があるとき
は、避難者の誘導、輸送等を行い、避難を援助する。 

遭難者の捜索救助 行方不明者、負傷者等が発生した場合は、通常他の救援活動に優先して捜索
救助を行う。 

水防活動 堤防、護岸等の決壊に対しては、土のう作成、運搬、積込み等の水防活動を
行う。 

消防活動 火災に対しては、利用可能な消防車その他の防火用具（空中消火が必要な場
合は航空機）をもって、消防機関に協力して消火にあたる（消火薬剤等は、通
常関係機関の提供するものを使用）。 

道路又は水路の啓
開 道路又は水路が損壊し、又は障害物がある場合は、それらの啓開又は除去に

あたる。 
応急医療、救護及
び防疫 被災者に対し、応急医療、救護及び防疫を行う（薬剤等は、通常関係機関の

提供するものを使用）。 
通信支援 自衛隊の通信連絡に支障のない範囲における通信支援 
人員及び物資の緊
急輸送 救急患者、医師その他救援活動に必要な人員及び救援物資の緊急輸送を実施

する。この場合、航空機による輸送は特に緊急を要すると認められるものにつ
いて上級司令部に上申要請して行う。 

被災者生活支援 被災者に対し、炊飯、給水、入浴及び宿泊等の支援を実施する。 
物資の無償貸付又
は譲与 「防衛省の管理に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する防衛省令」（昭

和 33年防衛省令第１号）に基づき、被災者に対し救援物資を無償貸付し、又は
救じゅつ品を譲与する。 

危険物の保安及び
除去 能力上可能なものについて火薬類、爆発物等危険物の保安措置及び除去を実

施する。 
その他 その他臨機の必要に対し、自衛隊の能力で対処可能なものについては、所要

の措置をとる。 
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第２節 自衛隊の災害派遣要請依頼等 

第１ 派遣要請依頼 

１ 本部長（市長）は、災害派遣を必要とする事態が発生し、自衛隊の災害派遣要請を要する場合

は、但馬県民局を通じて知事に対し、次に掲げる事項を把握できた範囲で明らかにし、電話又は口

頭をもって依頼する。 
(1) 災害の状況及び派遣要請を要求する理由 

(2) 派遣を希望する期間 

(3) 派遣を希望する区域及び活動内容 

(4) 受入れ場所等 

(5) その他参考となるべき事項 

・要請責任者の職氏名 

・災害派遣時における特殊携行装備又は作業種類 

・派遣地への最適経路 

・連絡場所及び現場責任者氏名並びに標識又は誘導地点及びその標示  
２ 通信の途絶等その他の事由により但馬県民局又は県災害対策局を通じた知事への派遣要請依頼が

できない場合は、その旨及び市に係る災害の情況を以下に示す指定部隊等の長に通知する。この場

合、事後速やかにその旨但馬県民局を通じて知事に通知する。  
指定部隊等の長

の名称 所在地 電話番号等 
ＮＴＴ電話 県防災行政無線 

陸上自衛隊第３

特科隊長 

姫路市峰南町 

１番 70 号 

電話 0792-22-4001 

内線 235、238 

ＦＡＸ 239 

電話 0773-22-4001 

内線 302（当直司令） 

ＦＡＸ 398 

 

第２ 災害派遣部隊の受け入れ手順 

 本部長（市長）は、知事から自衛隊の災害派遣の通知を受けたときは、次のとおり部隊の受入れ措

置を行う。 
区分 活動内容 

準備 □応援を求める作業内容、所要人員その他について、派遣部隊の到着と同時に協議で

きるよう作業計画を立てる。この場合他の機関と重複競合しないよう重点的・効率

的な作業分担を行うよう配慮する。 
□必要な資機材等の確保・調達を行う。 
□派遣部隊の集結場所兼宿泊・野営場所となる南但スポーツセンターに対し確保協力

要請を行う。 
□本部内待機所、車両、機材等の保管場所の確保その他受入れのために必要な措置及

び準備を行う。 
受入れ □派遣部隊集結場所へは、職員を派遣し部隊を目的地に誘導する。 

□作業実施期間中は、現場に連絡員を置き派遣部隊指揮官と応援作業計画等について

協議し調整の上作業の推進を図る。 
県への報告 □危機管理室（本部情報班）は、派遣部隊の到着後及び必要に応じて、所定の事項に

ついて但馬県民局を通じて知事に報告する。 
 

第３ 災害派遣部隊の撤収要請 

派遣部隊の撤収要請は、知事が本部長（市長）及び派遣部隊の長と協議して行う。本部長（市長）

は災害派遣の目的を達成したとき、又はその必要がなくなったときは、速やかに文書をもって知事に

対しその旨報告する。ただし、文書による報告に日時を要するときは、口頭又は電話をもって連絡し

その後文書を提出する。 
※ 資料６－２ 自衛隊の災害派遣要請に関する様式 
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第７章 災害時広報活動計画 

第１節 計画の方針 

第１ とりまとめ責任担当部 

危機管理室  
第２ 災害広報に関する基本指針 

１ 警戒段階 

(1)「事前広報」重視の「攻めの広報」を行う。 

警戒段階において、いかなる事態の推移、急変にも適切に対応できる配備体制の強化は容易な

らざる課題であり、時に後手に回ることがあり得るのは避けがたい。警戒時に把握された情報

は、市民に対し早めに提供することが｢自らの身の安全は自ら守る｣「自分たちの地域は自分たち

で守る｣ことにつながる。起こりうる事態をできる限り多様に想定し、事態の推移を先取りした

｢事前広報｣を重視した｢攻めの広報｣を行う。 

(2)「プラス情報は慎重に！マイナス情報は大胆に」公表する。 

「警戒情報」は、真偽の確認や公表に伴う混乱の懸念等価値評価に時間をかけたりすると｢警

戒情報｣としての価値が消滅してしまう。「プラス情報は慎重に！マイナス情報は大胆に」を鉄

則として、特に「警戒情報」の溜め置きはせず迅速に公表する。 

(3) 災害警戒本部設置後速やかに市ホームページに専用サイトを開設する。 

 

２ 発生後 

(1)広報広聴活動は、「総合力」で、「総合的」な広報広聴活動を行う。 

市は、大規模な災害発生に際しては防災関係機関、報道機関その他の事業所・団体及び市民と

の連携・協力により、災害時広報体制を速やかに確立し、被災地の市民、来訪者だけでなく被害

を免れた地域の市民、来訪者や全国各地の人々を含めた総合的な広報広聴活動を行う。 

(2)「情報の空白時間帯」と「情報の空白地域」をなくすことに重点を置く。 

初期においては、「市内外各地域における被害の有無に関する情報提供による間接的安否情報

（これにより家族・知人の安否を推定することができる。）」「市・県・国・関係機関・協力団

体等が行う救援救護活動の実施状況」「要配慮者救援への協力要請」及び「出火注意・初期消火

活動への協力要請」に関する情報を絶え間なく供給し、「情報の空白時間帯」と「情報の空白地

域」をなくすことに重点を置いた広報活動を行う。 

(3)「広報やぶ被災者支援情報」の毎日発行体制を確立する。 

市ホームページ専用サイト開設を継続するとともに、災害発生後２日目を目途として、「広報

やぶ被災者支援情報」第１号を発行し、以後避難所開設期間中サイト掲載内容と同じものを広報

紙として発行・配布する。 

(4)「事前広報」重視の「攻めの広報」を行う。 

各部・関係機関が行う応急対策、復旧対策、被災者向け救援サービスに関しては、その準備措

置期間の初期において、対策・サービスの概要、協力要請事項、申込書配布・受付・サービスの

実施等のスケジュールを先行的に広報するよう努めるなど「事前広報」重視の広報活動を行う。 

(5) 本部及び各地域局に総合的な相談窓口を設置し、被災者の要望の把握に努める。  
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第２節 災害時広報広聴体制 

第１ 危機管理室の役割 

項目 手順その他必要事項 
事前広報重視の広

報活動用資料の作

成 □災害時広報活動計画の作成 
□各部への資料の提供要請、収集及びとりまとめ 
□本部としての広報活動用資料作成 

庁内ＬＡＮ等によ

る広報体制の確立 □システムの点検・ネットワーク体制確保 
□自家発電電源の確保等停電時のための措置 
□オペレータ要員確保（入力作業要員等関係団体等への応援協力要請） 
□電話、ＦＡＸ、ＬＡＮ、伝令等による各部・避難所への配布 

市ホームページ災

害専用情報サイトの

開設 □市ホームページ管理者への広報体制確保指示 
□災害専用情報サイト専任広報担当職員の配置 

「広報やぶ被災者

支援情報」発行体

制の確立 □編集体制の確立（民間業者への要員派遣応援要請を含む。） 
□印刷体制の確立（コピー機、インク・紙の確保、印刷業者の確保等） 
□災害発生２日目以降毎日発行 

要配慮者向け広報

体制の確立 □市社会福祉協議会との連携（手話・点字ボランティアの確保） 
□市国際交流協会等との連携（通訳・翻訳ボランティアの確保） 
□要配慮者向け広報資料の作成 

報道機関専任担当

配置及び報道機関

対応 □各報道機関に対し専任担当職員配置、共同記者会見所・臨時記者詰所

開設の通知並びに報道協力の要請 
□共同記者会見所・臨時記者詰所における報道資料提供 
□その他報道機関対応 

 

第２ 市民生活部の役割 

項目 手順その他必要事項 
災害総合相談窓口

の開設 □本庁舎本部における総合相談窓口の開設、運営 
□市民要望等のとりまとめ、所管各部への照会・連絡 
□各地域局における総合相談窓口の開設、運営に関する総合調整 
 → 第４部第４章第７節「災害総合相談及び安否情報提供窓口開設計

画」参照 
被災者のニーズ把

握 の た め の ア ン

ケートの実施 □アンケート実施の要否の検討 
（□被災者救援対策所管各部への照会・連絡調整 
□必要に応じて実施 

 

第３ 各地域局地域支援班及び市民生活部物資受入輸送班の役割 

項目 手順その他必要事項 
広報活動用資料を

使った広報活動 □各地域局地域支援班が担当地域内において広報活動実施 
□地域局としての広報活動用資料作成 
□避難所に対し広報活動用資料配付（掲示、館内放送、口頭伝達等） 

「広報やぶ被災者

支援情報」の配布 □各地域局地域支援班が担当地域内において掲示・配布 
□避難所担当者が避難所内において掲示・配布 

災害総合相談窓口

の開設 □各地域局における総合相談窓口の開設、運営 
□市民要望等のとりまとめ、市民生活部を通じた各部への照会・連絡 

被災者救援ニーズ

調査アンケートの

実施 □各地域局におけるアンケート実施の要否の検討 
□実施の場合における被災者救援ニーズ調査アンケートの配布・回収 

 

第４ その他各部の役割 

 その他各部は、担当する対策項目に関して、市民からの問い合わせに対して担当部以外の市職員が

相当程度対応できることを目標として、可能な限り詳細な資料を作成し提供する。 
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第３節 市による災害時広報活動のめやす 

第１ 災害警戒段階にある他の地域も含めた全市域向け 

おもな広報事項 広報手段 

□災害警戒本部の設置（地区名・場所） 

□道路、橋梁通行止区間に関する情報 

□緊急対策車両の通行確保のためのマイカー利用自粛呼びかけ 

□河川敷、河川区域等駐車場駐車車両の退避等呼びかけ 

□台風接近時等における適切な行動判断（不要不急の外出抑制等）の呼び

かけ 

□引き続き市広報、テレビ・ラジオへの留意の呼びかけ 

※降雨等により河川・ため池や急傾斜地等の状況が注意を要する場合

は、ラジオ・テレビ等の気象情報等や市からの防災情報に留意すると

ともに、風呂水を捨てない等河川への負荷軽減のための協力を市民に

呼びかける。特に危険が予想される地域の市民に対しては、河川の増

水や周辺の浸水状況、土砂災害の前兆と思われる現象への注意・警戒

を喚起する。また、必要に応じて自主的な避難を呼びかける。 

□市ホームページ 
□ＣＡＴＶ放送 
□電話、ＦＡＸ、ＬＡ

Ｎ（当該施設へ） 

□Ｌアラート（災害情報

共有システム）の活用 

 

第２ 災害発生後にとるべき主な措置 

１ 発災直後から３日目程度まで（浸水等災害発生地域向けの場合、発生中） 

おもな広報事項 広報手段 

□必要な区域、施設に対する避難指示等 

□要配慮者救援及び人命救助の協力呼びかけ 

□出火防止及び初期消火の呼びかけ 

□市ホームページ 
□ＣＡＴＶ放送 
□電話、ＦＡＸ、ＬＡ

Ｎ（当該施設へ） 
□Ｌアラート（災害情

報共有システム）の

活用 
□道路、橋梁通行止区間に関する情報 

□緊急車両通行確保のためのマイカー利用禁止措置への協力要請 

□市の活動体制及び応急対策実施状況に関すること 

（□本部の設置（現地本部の設置） 

（□避難所、救護所の設置 

（□本部における災害時総合相談窓口の設置 

（□県・国・自衛隊・緊急消防援助隊等関係機関の応援支援活動状況 

（□協力団体・広域的支援団体の活動状況 

（□救援対策及び応急復旧対策実施に関するめやす 

（□市の行う救援救助活動への協力の呼びかけ 

□安心情報に関すること 

（□「………地区は被害なし」 

（□「………小学校児童は全員無事に………へ避難」 

（□その他被害のない事実又は被害軽微な事実を内容とする情報 

□「災害用伝言ダイヤル（１７１）」及び「災害用伝言板（ｗｅｂ１７

１）」など利用の呼びかけ 

□土砂災害、雪崩被害、道路被害、延焼火災その他二次災害防止のため

に必要な範囲における市内被害状況の概要 

□大規模災害発災２日目以降毎日（その他の場合必要に応じて「随時」）

「広報やぶ被災者支援情報」発行体制をとること及びそれ以外の出所不

明の情報に左右されないよう注意すべきことの呼びかけ 

（上記に加え） 
□各地域局との連携に

よる巡回広報・掲示 
□隣接市町への広報依

頼 
□テレビ・ラジオ及び

新聞への広報協力依

頼 
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２ 被害の状況が静穏化した段階～本部閉鎖まで 

おもな広報事項 広報手段 

□救援対策及び応急復旧対策実施状況に関すること 

（□本部災害時総合相談・安否情報提供窓口における業務内容 

（□救護所における医療サービス、保健サービス、こころのケア対策等

業務内容に関すること 

（□福祉避難所における業務内容及びその他要配慮者優先ルールへの理

解協力の要請 
（□応急給水の実施状況（給水拠点の位置、給水実施予定等） 

（□応急給食・その他の救援活動の実施状況 

（□感染症対策活動の実施状況 

（□被災建物の応急修理、仮設住宅等の提供その他災害時住宅対策に関す

ること 

（□災害応急資金融資その他生活再建促進のための支援措置に関すること 

（□義援金の配分計画に関すること 

（□罹災証明書発行申し込みの受付に関すること 

□生活関連情報 

（□水道の復旧状況（見込み）、水質についての注意等 

（□電気、電話、下水道施設の復旧状況（見込み） 

（□農協、スーパー、給油スタンド等における食料品、生活必需品、燃料

の供給状況 

（□ごみ・し尿・災害廃棄物の収集計画及び分別の徹底等協力要請 

（□食中毒防止、その他保健衛生上の注意事項 

（□無料公衆電話の設置場所、台数等状況 

（□道路交通の規制状況及び復旧状況（見込み） 

（□ＪＲ西日本、路線バス等公共交通機関の復旧、運行状況 

（□代替公共交通手段の提供に関する情報（必要な場合） 

（□病院等医療機関の再開状況 

□安心情報に関すること 

（□「………地区は被害なし」 

（□「………小学校児童は全員無事に………へ避難」 

（□その他被害のない事実又は被害軽微な事実を内容とする情報 

□「災害用伝言ダイヤル（１７１）」及び「災害用伝言板（ｗｅｂ１７

１）」など利用の呼びかけ 

□土砂災害、雪崩被害、道路被害、延焼火災その他二次災害防止のため

に必要な範囲における市内被害状況の概要 

（□道路、橋梁通行止区間及び迂回路に関する情報 

（□市の行う救援救助活動への協力の呼びかけ 

□大規模災害発災２日目以降毎日（その他の場合必要に応じて「随

時」）「広報やぶ被災者支援情報」発行体制をとること及びそれ以外

の出所不明の情報に左右されないよう注意すべきことの呼びかけ 

□市ホームページ 
□ＣＡＴＶ放送 
□電話、ＦＡＸ、ＬＡＮ

（当該施設へ） 
□Ｌアラート（災害情

報共有システム）の

活用 
□各地域局との連携によ

る掲示・ちらし配布 
□広報やぶ被災者支援情

報 
□総合相談窓口における

各部対応 
□テレビ・ラジオ及び新

聞への広報協力依頼 
 

 

第４節 市による災害時広聴活動の実施 

 市民生活部は、被災者のニーズを把握するため、関係各部、関係機関と連携し、各種アンケート調

査の実施等災害時広聴活動を適宜実施する。 
 

第５節 防災関係機関との相互協力 

 災害の広報に当たっては、県を通じて防災関係機関の情報の収集に努めるとともに、必要があると

きは、直接本部長より他の防災関係機関に対し情報の提供を求め、相互に資料の交換を行う。 
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第６節 報道機関への発表・協力の要請 

第１ 市の発表 

区分 あらまし 
担 
当 記者会見 発表は原則として、本部長が共同会見方式で行う。 

庶務 危機管理室本部情報班（災害対策本部設置前：危機管理室情報課） 
手順その他 □専任の報道機関対応担当職員を複数名指名する。 

（繁忙時においても他の業務要員は応対しない。） 
□特設の臨時記者詰め所及び共同記者会見所を開設する。 
□広報資料掲示板を設置し随時資料を更新・掲示する。 
（本部要員及び各報道機関が同じ情報を得られるよう努める。） 
□情報の照会に対しては把握している限りで回答し、未確認情報については率直に

その旨伝える。また、不明な詳細事項に関する照会に対しては個別に調査・回答

せず、後刻一括発表する旨を伝え、質問項目を記録する。 
（報道対応に追われ、本部としての応急対策、災害復旧対策の実施がおろそかにな

らないよう留意する。） 
□配付資料は、必ず「○月○日○時現在」とする。 
□記者発表資料は、同時に同じものを但馬県民局総務企画室（県本部設置後：県但

馬地方本部事務局）に報告・送付する。 
 

第２ 南但消防本部の発表 

 南但消防本部の行う警戒防御に関する発表は、南但消防本部の定めるところにより行う。 
 

第３ ラジオ、テレビ局に対する応援広報の要請 

ラジオ、及びＣＡＴＶ以外のテレビ局に対する応援広報の要請は、県地域防災計画の定めるところ

により行う。 
なお、市は、高齢者等避難、避難指示、緊急安全確保を発令したときは、原則として放送事業者及

び県へ速やかに伝達する。  
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第７節 市民向け緊急声明の発表 

第１ 市民向け緊急声明を発表する時 

災害により市域各地が互いに分断され指揮系統の確立が困難と考えられる場合、若しくは、以下に

掲げる要件の１つ以上に該当する場合、本部長（市長）は、事態判明後２時間以内及び該当要件の基

準時間から２時間以内を目途として、ＣＡＴＶ及びＮＨＫ等放送において市民向け緊急市長声明を発

表する。また、あわせて各部長に対して必要な受入れ措置を講ずるよう指示する。 

なお、「市民向け緊急声明」の発表に当たっては、可能な限り本部長自ら直接市民に対して呼びか

けを行い、健在であることを示す。 

１ 災害対策本部設置後３時間における職員参集率が 30％未満の場合 

２  災害対策本部設置後６時間における職員参集率が 50％未満の場合 

３  災害対策本部設置後 12 時間における職員参集率が 70％未満の場合 

 

第２ 市民向け緊急声明における要請内容 

「市民向け緊急声明」における主な要請内容は、被災の状況によりその都度本部長（市長）が決め

るが、概ね以下のとおりとする。 

対象 主な要請内容 

市 民 （□各部が行う対策活動への協力 

（□避難所及び被災地区におけるボランティア活動への参加 

※ 市民であって、国・県・他市町に所属する職員については、所属先に特に支障

がない限り、本市に対する応援派遣要員として、本部業務に協力するよう県を通

じて所属機関に対し口頭で要請する。後日必要な手続を行う。 

協定事業所等 （□飲料水・食品・日用品等の被災者への提供 

（□医薬品・医療用資器材等の病院・救護所への提供 

（□各部への資器材・物資・燃料及び技術者その他活動要員の提供 

そ の 他 （□市議会議員に対する全員協議会の招集要請 

※「市民向け緊急声明」における要請措置に関する承認・協力を得るとともに、

その他必要な措置について意見を求める。  
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（参考） ［例文］ 市民向け緊急声明における広報文 

   
   □ 養父市民の皆さん。市長の○○○○です。 

ただ今、市域の各地で土砂崩れ等が発生し、相互に連絡交通が困難な状況です。 
私は、直ちに本庁舎にかけつけ災害対策本部を設置し、本部長として、参集した職員を指

揮し、被害を最小限に抑えるための応急対策の実施、被災した市民の皆様の救援対策の実施

にあたらせております。 
また、県、国等に対し市内の被害状況を報告し、県・国及び自衛隊・緊急消防援助隊等に

よる救援要員の速やかな派遣を要請いたしました。 
私ども市庁舎、職員も少なからず被害を受けており、また、道路等の損壊、交通渋滞の発

生等により、皆様の元に救援隊がかけつけるまでに数日程度の遅れを来たす地域もあるかも

しれません。しかし、市、県、国は、関係機関、地域の団体・事業所の協力を受けて、全力

をあげ応急対策の実施、被災した市民の皆様の救援対策の実施にあたっております。 
救援隊が到着するまでの間、何よりも皆さんがお互いに助け合い、落ちついて行動するこ

とが大切です。災害による被害そのものは、決して克服できないものではありません。 
市民の皆さん！ 
市が設置する各部、各機関が行う対策活動に対し、全幅の信頼を置かれますようお願いい

たします。 
また、被害が幸いに軽微であった市民の皆様は、ボランティア活動等に積極的に参加され

ますよう心よりお願いいたします。 
協定事業所の皆さん！ 
市より連絡をさしあげておりますが、連絡がつかない場合もあろうかと思います。飲料

水・食品・日用品等の被災者への提供、医薬品・医療用資機材等の病院・救護所への提供、

本庁、養父地域局庁舎、各地域局、出先事務所等へ資器材・物資・燃料及び技術者その他活

動要員の提供について、速やかに実施されますようお願いいたします。  
        

（      市長コメント     ） 
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第８章 災害救助法の適用要請 

第１節 計画の方針 

第１ とりまとめ責任担当部 

危機管理室 
 

第２ 災害救助法の適用要請に関する基本指針 

１ 大規模な災害が発生し、明らかに被害の程度が一定の基準を越えると推定される場合は、被害

の「大」であることをもって、躊躇なく災害救助法の適用を知事に要請し（但馬県民局経由）、

法に基づく救助の実施の決定を求める。災害救助法の適用を受けるための基準は、別に示すとお

り全・半壊住宅数によることとなっている。しかし、被害が甚大であればあるほど被害状況に関

する報告は滞りがちであり、全半壊住宅の「数」の把握に時間をとり救助の要請が遅れるような

ことがあってはならない。 
２ 市庁舎自体が壊滅的な被害を受けるなどにより、市長がその職権を行使できない状態にある場

合は、速やかに知事にその旨を通報し、知事による職権の行使を求める。 
３ 各部は、その所掌する救助活動の実施状況について、初期活動から救助活動が完了するまでの

間毎日記録、整理し、危機管理室（本部情報班）を通じて、市長（本部長）に報告する。 
４ 災害救助法適用以外の災害については、災害対策基本法第５条に基づき市長（本部長）が災害

救助法に準じて、応急措置を実施する。 
 

第２節 災害救助法の適用要請要領 

第１ 災害救助法の適用手続 

１ 災害救助法の適用要請 

災害に際し、市域内の災害が災害救助法（以下「救助法」という。）の適用基準のいずれかに該

当し、又は該当する見込みであるときは、本部長、副本部長（副市長若しくはその他の副本部長）

又は先着上位責任者は、直ちにその旨但馬県民局を通じて知事に報告し救助法適用を要請する。 
 

２ 適用要請の特例 

災害の事態が急迫して、知事による救助の実施の決定を待つことができない場合には、市長は救

助法の規定による救助に着手しその状況を直ちに知事に報告しその後の処置に関して知事の指揮を

受けなければならない。 
 

第２ 救助法の適用基準 

 救助法の適用基準は、救助法施行令第１条第１項の規定による。養父市に適用される具体的な基準

は、次のいずれかの場合である。 
区分 人  口 

 
令和２年 
国勢調査 

１号適用 
 

（市内の住家滅
失世帯数） 

２号適用 

（県内の住家滅失
世帯数2,500世
帯以上の時） 

３号適用 ４号適用 
 

  （県知事が必要 
と認めたとき） 

養父市 22,129人 50世帯以上 25世帯以上 
※１ 

※２ 

※３ 

 

※１  県下の被害世帯数が 12,000 世帯以上あり、かつ養父市内の被害世帯数が多数であるとき 
※２  災害が隔絶した地域に発生したものである等災害にかかった者の救護を著しく困難とする  

特別の事情がある場合で、かつ多数の世帯の住家が滅失したとき 
※３  多数の者が生命又は身体に危害を受け又は受けるおそれが生じた場合であって、避難して継続

的に救助を必要とするとき、あるいは被災者に対する食品若しくは生活必需品の給与等について
特殊の補給方法を必要とし、又は被災者の救出について特殊の技術を必要とするとき 
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第３ 救助法による救助の実施 

１ 応急救助の実施 

(1) 避難所及び応急仮設住宅の供与 

(2) 炊出しその他による食品の給与及び飲料水の供給 

(3) 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与 

(4) 医療及び助産 

(5) 被災者の救出 

(6) 被災した住宅の応急修理 

(7) 生業に必要な資金、器具又は資料の給与若しくは貸与 

(8) 学用品の給与 

(9) 埋葬 

(10) 死体の捜索及び処理 

(11) 災害によって住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で、日常生活に著しい支障を及ぼし

ているものの除去 

救助法に基づく救助事務の実施内容は、上記のとおりであり、知事が行う。 
ただし、災害が大規模になり、下記の事項に該当するときは、知事が救助の事務の内容及び期間

を市長に通知することにより、市長が救助を実施する。 
なお、災害が突発し、県の通知等を待ついとまがない場合は、緊急を要する救助事務につき実施

することができる。 
□市長が当該事務を行うことにより救助の迅速、的確化が図られること。 
□緊急を要する救助の実施に関する事務（避難所の供与、炊出しその他による食品及び飲料水の

供給の給与、被災者の救出等）及び県においては困難な救助の実施に関する事務（学用品の給

与等）であること。 
 

２ 情報提供及び救助実施状況の報告 

救助法に基づく「情報提供」には、災害発生の時間的経過に伴い「発生情報」、「中間情報」、

「決定情報」の３段階があり、そのつど知事に情報提供する必要がある。 
また、各救助種目の救助実施状況を初期活動から救助活動が完了するまでの間、日毎に記録し、

整理し知事に提出する必要がある。 
 

３ 救助の程度、方法及び期間 

救助は、現物によって行うことが原則であるが、知事が必要と認めた場合は、救助を必要とする

者に対し、金銭を給付することができる。救助の程度、方法及び期間については、内閣総理大臣通

知に基づき知事が定めることとなっている。 
※ 資料５－７－１ 災害救助法による救助の程度、方法及び期間   
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第９章 応急資機材等の確保計画 

第１節 計画の方針 

第１ とりまとめ責任担当部 

経営企画部 
 

第２ 応急資機材等調達の基本指針 

１ 各部が必要とする応急資機材等は、原則として各部が調達する。ただし、非常災害時の供給対

象優先順位に基づき、経営企画部が総合的に調整できる。また、防災関係機関から要請があった

ときは、可能な限り協力する。これにより、資機材不足による対応の遅れ・不要不急資機材調達

の未然防止を期する。 
２ 一括調達することが望ましい品目は、広域的な調達時においては経営企画部が、また、地区内

調達時においては各地域局地域支援班が一括確保する。これにより、全体調達量及び調達業務の

最適化を期する。 
３ 各地域局において不足する応急資機材等の調達・供給は、経営企画部が行う。 
４ 業者委託して大きな支障がない調達物資・機材等については、可能な限り当該業務に精通する

各業者に調達から供給までの全業務を委託し、一元的に行うことで、調達業務そのものの円滑化

と市本部としての業務量の軽減化を図る。 
 

第３ 供給対象優先順位 

第１順位 □被災者の救出、緊急避難のための資機材 
□医療・助産活動における資機材 

第２順位 □要配慮者救援対策実施に必要な資機材 
□物的被害軽減のために緊急を要する対策実施に必要な資機材 

第３順位 □対策実施上の重要な拠点となる公共公益施設の応急復旧のために必要な資機材 
□その他公共公益施設の応急復旧のために必要な資機材 

 

第２節 応急資機材等確保体制及び要領 

第１ 一括調達・総合調整手順 

区分 手順のめやす 
要
調
整
想
定
品
目 

重機類、発電機、排水

ポンプ、土のう、バリ

ケード等 □各部に対し要調整品目リストの提出指示 
□要調整品目リストの作成、経営企画部（又は地域支援班）への提出 
□経営企画部（又は地域支援班）による調整指示 

通信手段（電話、携帯

電話等） □各部に対し電話、携帯電話使用状況報告の指示 
□各部・地域局所管電話等使用状況一覧の作成、経営企画部への提出 
□必要に応じて、ＮＴＴドコモ等より携帯電話調達 
□経営企画部（又は地域支援班）による調整指示 

一
括
調
達
品
目 

燃料（車両用、暖房

用）  □協力業者・団体等へ供給体制準備要請及び協議 
□協議結果に基づく燃料供給拠点配置計画の作成 
□各部に対し燃料（車両用）供給拠点の指定等指示 
□協力業者・団体等へ燃料（暖房用）供給先の指定等要請 

テント、防水シート、

作業用装備品類（長

靴、雨合羽、防塵マス

ク、防塵めがね、担架

等）、事務用品等 
□協力業者・団体等へ調達準備要請 
□各部に対し必要品目・数量リストの提出指示 
□協力業者・団体等へ調達協力要請（供給先の指定等） 

事務用品・本部要員用

食料等 □協力業者・団体等への調達準備要請 
□各部に対し必要品目・数量リスト、必要員数の提出指示 
□経営企画部（又は地域支援班）による調達協力要請（供給先の指

定） 
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第２ 調達業務の業者委託 

１ 調達業務の業者委託に関する基本指針 

(1) 大規模な災害が発生し、明らかに被害の程度が一定の基準を越えると推定される場合は、行政

サービス業務の遂行上大きな支障がない限り業者委託する。 

(2) 業者の選定に当たっては、調達品目に関するノウハウ・設備・機材及び要員を有するととも

に、全国的な事業所ネットワークを有する業者若しくは同等の機能を発揮することが期待できる

業者を危機管理室があらかじめ把握しておく。 

 

２ 調達品目の例示 

  行政サービス業務の遂行上の大きな支障の有無を判断するために、現行制度下において、業者委

託になじむと思われる品目を以下に例示する。 
(1) 救護所において必要な医薬品・医療資機材 

(2) 各対策活動拠点において必要な車両用燃料、応急修理部品等 

(3) 避難所における炊出しに必要な食材・燃料等 

※ 資料３－２－２ 市備蓄の現況 
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第 10 章 輸送計画 

第１節 計画の方針 

第１ とりまとめ責任担当部 

経営企画部 
 

第２ 緊急輸送の基本指針 

１ 各部・各地域局所管車両は、原則として該当各部の活動に使用する。ただし、非常災害時の輸

送対象優先順位に基づき、経営企画部又は地域支援班が総合的に調整できる。また、防災関係機

関から要請があったときは、待機車両の活用等により可能な限り協力する。これにより、車両不

足による対応の遅れ・遊休車両の発生の未然防止を期する。 
２ 民間輸送業者の車両は、広域的な調達時においては経営企画部が、また、地区内調達時におい

ては地域支援班が一括確保する。また、市保有車両及び協力車両のすべてに必要な燃料の調達を

行う。 
３ 緊急輸送を円滑に行うため、救援物資集配拠点を確保する。また、必要に応じて県の支援

（プッシュ型支援等）を求めつつ、一般社団法人兵庫県トラック協会をはじめ民間物流事業者と

連携して、救援物資集配拠点から指定避難所等までの円滑な輸送体制を構築する。 
４ 車両による輸送が困難な場合又は緊急を要する場合は、ヘリコプター、ボート等車両以外の輸

送手段を確保し行う。これにより事態のいかなる推移・急変に際しても必要かつ十分な輸送実施

を期する。 
５ 各部は、物資・資機材、要員の調達に当たっては、可能な限り当該業者・団体に調達から供給

までの全業務を委託し、市による輸送業務の軽減に努める。なお、県は、一般社団法人兵庫県ト

ラック協会と締結した「災害時における輸送の協力に関する協定」及び県倉庫協会と締結した

「災害時における救援物資の保管等に関する協定」に基づき、その協力を得て輸送手段等の確保

を図ることとなっている。 
 

第３ 輸送対象優先順位 

第１順位 □緊急救命医療を要する重症者の搬送 
□緊急避難を要する被災者の避難支援（搬送） 

第２順位 □人的被害軽減のために緊急を要する対策実施に必要な要員派遣、資機材の輸送 
□物的被害軽減のために緊急を要する対策実施に必要な専門家・資機材の搬輸送 

第３順位 □対策実施上の拠点となる施設の応急復旧のために必要な要員派遣、資機材の輸送 
□救援物資の輸送 

 

第２節 輸送業務実施体制及び要領 

第１ 車両等調達・調整運用手順 

区分 手順のめやす 
市 
有 
車 
両 

その時点で未使用

の車両 □各部に対し所管車両のうち未使用車両リストの提出指示 
□配車可能車両リストの作成、経営企画部への提出 
□経営企画部（又は地域支援班）による配車指示 

使用中の車両 □各部に対し所管車両の使用内容の報告指示 
□各部・各地域局所管車両使用状況一覧の作成、経営企画部への提出 
□経営企画部（又は地域支援班）による転用配車指示 
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区分 手順のめやす 
調 
達 
車 
両 
等 

車両 
（特にトラック、

４輪駆動車、バ

ス） 
□協力業者・団体等への調達準備要請 
□事前リストに基づく協力業者・団体等からの調達 
□配車可能車両リストの作成、経営企画部への提出 
□経営企画部（又は地域支援班）による配車指示 

ボート類 □経営企画部による但馬広域防災拠点への貸与要請 
□協力業者・団体等への調達準備要請 
□経営企画部（又は地域支援班）による調達協力要請（供給先の指定） 

ヘリコプター □各部に対しヘリコプター要請の有無の報告指示 

□経営企画部（又は地域支援班）による調達協力要請（出動先の指定） 

（□要請先：県災害対策本部事務局 TEL078-362-9900 FAX078-362-9911 

 

第２ 県消防防災ヘリコプター等の支援要請 

１ 支援要請手続き 

  危機管理室（本部事務局本部情報班）は、次の用務に関し県消防防災ヘリコプター、他機関所有

ヘリコプターの支援要請を県災害対策本部事務局へ行う。 
ヘリコプターによる支援要請用務 

(1) 救急活動 

(2) 救助活動 

(3) 火災防御活動 

(4) 災害応急対策活動 

 

２ 要請に際し連絡すべき事項 

 要請に際し連絡すべき事項 
(1) 災害の発生場所、発生時間、内容、原因 

(2) 要請を必要とする理由 

(3) 活動内容、目的地、搬送先 

(4) 現場の状況、受入体制、連絡手段 

(5) 現地の気象条件 

(6) 現場指揮者 

(7) その他必要事項 

 

３ 要請者において措置する事項 

市（本部事務局本部情報班）は、県消防防災ヘリコプター等の支援要請を行った場合は、要請所

管部及び関係地域局に対し、次の事項に関し必要な人員を確保し措置するよう指示する。 
なお、患者の搬送については、健康福祉部（救護病院班）に対し、医師が承認し同乗するよう措

置するとともに、受入先の病院、窓口責任者等について体制の整備を図っておくよう指示する。 

 要請者において措置する事項 
(1) 離発着場の選定 

(2) 離発着場における措置（散水、ヘリポート表示、風向表示、ヘリコプターの誘導）  
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第３ 緊急通行車両の確認 

１ 緊急通行車両の範囲 

緊急通行車両として確認される車両は、災害対策基本法第 50 条第１項に定める災害応急対策の実

 施責任者又はその委任を受けた者が使用する車両で、次に掲げる業務に従事する車両とする。 

緊急通行車両の範囲 
(1) 警報の発令及び伝達並びに避難指示等の発令に関するもの 

(2) 消防、水防その他の応急措置に関するもの 

(3) 被災者の救難、救助その他の保護に関するもの 

(4) 災害時の応急教育に関するもの 

(5) 施設及び設備の応急の復旧に関するもの 

(6) 清掃、防疫その他の保健衛生に関するもの 

(7) 犯罪の予防、交通規制、その他の災害地における秩序維持に関するもの 

(8) 前各号に掲げるもののほか、災害の発生の防御又は拡大の防止のための措置に関するもの 

 

２ 緊急通行車両の事前届出 

  市において使用する車両の確認手続に関しては、経営企画部が南但馬警察署に対し届出をもって

要請する。 
 

第４ 車両以外の輸送手段 

 道路・橋梁等の損壊等により車両による輸送が困難な場合、若しくは、著しく緊急性を要する場合等

には、経営企画部は、被災地域の状況に応じた輸送計画を作成し、以下のとおり車両以外の輸送手段を

確保し行う。 
１ 航空機（ヘリコプター）による輸送   ※県（災害対策局）→自衛隊・他自治体 
２ 鉄道による輸送            ※ＪＲ西日本 
３ 船による輸送             ※円山川漁協、県（災害対策局）→県協定業者 
 

第３節 救援物資集配拠点・臨時ヘリポートの確保 

第１ 救援物資集配拠点の確保 

 経営企画部は、大規模な災害発生によりその必要があると認めたときは、広域的な救援物資集配拠

点として次の施設管理者にその旨を連絡し、協力を要請する。また、各地域局を通じて、商工会等関

係団体に対し、開設・管理協力のためのボランティア要員の提供・呼びかけ協力等を要請する。 
□道の駅ようか但馬蔵、八鹿総合体育館 
 

第２ 臨時ヘリポートの開設 

１ 開設のめやす 

道路・橋梁の損壊、交通渋滞の発生等によりヘリコプターによる輸送が必要と認める場合、臨時

ヘリポート開設予定地及び物資投下可能地点について、被害状況等の把握並びに開設・運営のため

に必要な措置を講ずる。 
 

２ 開設の方法及び県への通知 

臨時ヘリポート予定地について、被害状況を把握し開設に必要な措置を完了したときは、直ちに

県（但馬県民局、災害対策局）にそれぞれ開設の有無を報告する。 
なお、臨時ヘリポート開設の方法は、県地域防災計画の定めるところによる。  

※ 資料５－２ ヘリコプター臨時離着陸場適地一覧 
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第 11 章 災害ボランティア受入計画 

第１節 計画の方針 

第１ とりまとめ責任担当部 

健康福祉部（担当：一般ボランティア）・危機管理室（担当：専門ボランティア） 
 

第２ 災害時ボランティア受入れの基本指針 

１ 寄せられるボランティア申し出はすべて受け入れることを基本とし、必要な体制を確立する。 
２ ボランティアの「自発性」原則、「サービスの公平さより供給スピード最優先」原則を尊重

し、受け入れの中心的な業務の担い手は、市社会福祉協議会等民間団体若しくは応援にかけつけ

たボランティア自身とする。 
３ 被災地域におけるボランティアニーズをみながら、社会福祉協議会、日本赤十字社、地元や外

部から被災地入りしている ＮＰＯ・ＮＧＯ等のボランティア団体及びＮＰＯ等との連携を図ると

ともに、中間支援組織（ＮＰＯ・ボランティア等の活動支援や活動調整を行う組織）を含めた連

携体制の構築を図り、支援活動の全体像を把握するための情報共有の場を設置するなどし、連携

のとれた支援活動を展開するよう努める。 
４ 健康福祉部は、専任の連絡担当員を定め、ボランティア活動実施上必要となる拠点設置スペ－

ス、設備、資機材等の提供その他のバックアップに最善を尽くす。 
５ 県・国等を通じての専門ボランティア派遣、又はあらかじめ協定する団体・事業所から出動す

る専門ボランティアの受入れについては、各担当部が行い、危機管理室がとりまとめを行う。 
 

第２節 専門ボランティアの受入れ 

以下の分野に関しては、各部が県及び登録又は協定団体を通じて、専門ボランティアの受け入れ、

調整を行う。 
１ 発生初期における消火活動支援（コンクリートミキサー車による水利補給等） 

２ 建物倒壊、土砂崩れ等による生き埋め者の救出活動支援（重機類等による） 

３ 負傷者の応急手当及び救護所等における医療救護活動等支援（医師、看護師、歯科医師、歯科

衛生士、歯科技工士、薬剤師、理学療法士、作業療法士、柔道整復士等による） 

４ 災害時における広報広聴活動支援（広報資料編集、外国語通訳、手話通訳等による） 

５ 災害時における情報収集活動支援（アマチュア無線、タクシー無線等による） 

６ 被災建築物応急危険度判定調査支援（建築士等による） 

７ 被災宅地危険度判定調査支援（砂防ボランティア等による） 

８ 家屋被害調査支援（家屋被害認定士等による） 

９ 避難所等における健康管理活動支援（保健師等による） 

10 ボランティアのコーディネート 

11 輸送業務 

12 災害総合相談窓口での活動支援（法律相談、税務相談、家計再建相談等） 

13 その他各部が行う災害応急対策業務への協力 
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第３節 一般ボランティアの受付及びコーディネート 

第１ 市における一般ボランティア受入体制確立の手順 

項目 手順その他必要事項 
市社会福祉協議会への協力要

請 □一般ボランティア受入体制確立の要請 
□市内被害状況に関する情報（地区別）提供 
□市本部体制の現況に関する情報の提供 

関係各部への指示 □各地域局へ被災地住民・自治会の受入れ意向の把握等一般ボラン

ティア受入れに関する支援体制確保の指示 
□経営企画部へ一般ボランティアの受入れに関する広報活動実施要

請 
□経営企画部、教育部へ場所・資機材・設備等の提供支援要請 
□関係各部へその他の協力支援要請 

報道機関対応 □テレビ・ラジオ等への一般ボランティアの受入れに関する情報資

料提供 
□周辺市町報道機関各支局への一般ボランティアの受入れに関する

情報資料提供 
ボランティア支援チームの編

成 □市社会福祉協議会との連絡調整 
□市各部、防災関係機関との連絡調整 
□市内外からの問合わせ対応 

 

第２ 市社会福祉協議会の役割 

市社会福祉協議会は、市から一般ボランティア受入体制確立の要請があったときは、災害の状況に

応じて最も相応しい施設を選定し、養父市ボランティアセンター本部を設置するとともに、市内外か

らのボランティア団体等の協力を得て、一般ボランティアの受入れに関する総合調整業務を行う。ま

た、社会福祉協議会各支部に対し、各庁舎内に提供されたスペース、資機材、設備等を活用し養父市

ボランティアセンター地区支部を設置するとともに、地区内における一般ボランティアの受け入れに

関する調整業務を行うよう連絡する。 
なお、県が市内又は周辺市に災害ボランティアセンター現地本部を設置したときは、これと密接な

連携のもと活動する。 
 

第３ 災害ボランティアの受入れ・派遣に当たって留意すべき事項 

市社会福祉協議会及び市（関係各部）は、災害ボランティアの受入れ・派遣に当たっては、特に、

次の事項を順守するよう努めることとする。  
１ 被災地の住民・自治会のボランティア受入れについての意向に配慮すること。 
２ ボランティアに対し、活動内容、現地の状況、ボランティア保険の加入など最低限の予備知識

を持った上で、救援活動に参加するよう周知すること。 
３ ボランティアの身分が被災地住民にわかるようにすること。 
４ ボランティアに対し、被災地住民に負担をかけずに活動できる体制を整えて、救援活動に参加

するよう周知すること。 
５ ボランティアニーズは、時間の経過とともに変化するので、それに合わせて、ボランティアの

希望や技能を把握し、活動のオリエンテーションをした上で派遣するよう努めること。 
６ ボランティア、特にボランティア・コーディネーターに対して、レスパイトケア（一時的に現

地を離れて休息をとる。）の期間を持つよう配慮すること。 
７ 被災地と後方支援との役割分担やネットワークを図るため、両者のネットワークのための会議

を開催すること。 
８ 市は、災害ボランティアと自主防災組織等地域住民との連携や円滑な関係づくりに努めること。 
９ 感染症の拡大が懸念される状況下では、感染予防措置を徹底すること。 



第１編 第１部 第 12 章 災害義援金品受付計画 

応復－85 

第 12 章 災害義援金品受付計画 

第１節 計画の方針 

第１ とりまとめ責任担当部 

危機管理室・健康福祉部 
 

第２ 災害義援金品受付の基本指針 

１ 被災者救援、都市機能の早期復旧及び２次災害防止並びに災害復興と被災地の回復を適切に行

うため、災害義援金・義援品（物資）の受入体制を迅速に確立する。 
２ 大規模な災害時においては、原則として、国・県において仕分けられた義援品、メーカー等業

者・団体から寄せられた大口救援物資についてのみ受付、保管業務を行うものとし、原則とし

て、一般個人を対象とした義援品の募集は行わない。 
 

第３ 役割分担 

主な任務 担当部（班） 
義援金の募集、受付、保管 健康福祉部（避難所運営支援班） 
義援金の配分 健康福祉部（避難所運営支援班） 
義援品（救援物資）の受付、保管 健康福祉部（避難所運営支援班） 
 

第２節 義援金の受付・保管 

第１ 受付 

 市に届けられる義援金は、直接市に寄せられるもののほか、県災害対策本部、日本赤十字社兵庫県

支部、兵庫県共同募金会等関係機関・団体を経由して市に寄託されるが、義援金の受け入れは、市に

直接寄託された分の受付も含め、健康福祉部（避難所運営支援班）が担当する。 
 なお、義援金の受付に際しては、受付記録を作成し以下に定める保管の手続を行うとともに、寄託

者に受領書を発行する。 
 

第２ 保管 

 義援金については、被災者に配分するまでの間、会計管理者名義の普通口座（当該災害に関する義

援金受付専用口座）をつくり、市指定金融機関に保管する。管理に際しては、受け払い簿を作成しな

ければならない。 
 なお、県に義援金募集（配分）委員会（以下「委員会」という。）が設置された場合は、委員会に

逐次受付状況を報告するとともに送金する。ただし、寄託者が配分先や使途を指定した場合は、市の

責任において処理する。 
 

第３ 配分 

※ 第４部第４章第５節「義援金配分計画」による。 
 

第３節 義援品の受付・保管・配分 

 原則として、一般個人を対象とした義援品の募集は行わない。 
 ただし、国・県において仕分けされた義援品、メーカー等業者・団体から寄せられた災害救援物資

については、健康福祉部（避難所運営支援班）が受付、保管業務を行う。 
なお、義援品の配分は、第４部第４章第４節「生活必需品等供給計画」による。 

※ 資料６－６ 義援金受付のための様式 
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第２部 二次災害防止及び人的危険回避に関する対応計画 

第１章 消防活動計画 

第１節 計画の方針 

第１ とりまとめ責任担当部 

危機管理室（市各部の消防活動支援等のとりまとめ） 
 

第２ 消防活動の基本指針 
１ 災害時において市街地大火が発生した場合は、消防団部以外の各部、各機関は、南但消防本部の

要請を最優先し市長（本部長）の指揮のもと大火阻止を第一に対処する。また、市長（本部長）

は、火災・災害等即報要領に基づき迅速な報告を、県災害対策局を通じて知事に行う。 
２ その他災害時における消防団の出動は、災害警戒本部、事故対策本部及び災害対策本部が設置さ

れた場合において、市長（本部長）の指揮命令により行動する。この場合、消防団は、本庁舎内に

消防団本部を、また、各地域局に各担当副団長を長とする地区方面隊本部を設置し、各分団を単位

として行動する。  
３ 災害時において道路・橋梁の交通支障・損壊等により消防力の二次運用が困難な場合、増強部隊

の出動を要する炎上火災件数が２つ以上ある場合、又はその他市の有する消防力によっては延焼火

災阻止が困難であると判断される場合は、近隣消防機関の応援出動要請、緊急消防援助隊その他消

防広域応援出動の要請を迅速に行う。 
４ 緊急消防援助隊の知事への応援要請は、県緊急消防援助隊受援計画及び南但消防本部消防広域応

援受援計画により別に定める。 
５ 一般火災（建物火災、林野火災等）の場合における南但消防本部の活動は、南但消防本部警防規

程による。また、消防団の活動は、養父市消防団規則による。 
 

第３ 火災・災害等即報要領により調査報告を要する規模（抜粋） 

１ 一般基準 

(1) 死者が３人以上生じたもの 

(2) 死者及び負傷者の合計が 10 人以上生じたもの 

２ 個別基準 

次の火災及び事故については、一般基準に該当しないものにあっても報告する。 

●建物火災 

(1) 特定防火対象物で死者の発生した火災 

(2) 高層建築物の 11 階以上の階、地下街又は準地下街において発生した火災で、利用者等が避難

したもの 

(3) 建物焼損延べ面積 3,000 平方メートル以上と推定される火災 

(4) 損害額１億円以上と推定される火災 

●林野火災 

(1) 焼損面積 10 ヘクタール以上と推定されるもの 

(2) 空中消火を要請したもの 

(3) 住家等へ延焼するおそれがある等社会的に影響度が高いもの 

●交通機関の火災 ※ 第１報を覚知後 30 分以内で可能な限り早く消防庁に対しても報告 

（航空機、列車、自動車等の火災で、次に掲げるもの） 

(1) 航空機火災（火災発生のおそれのあるものを含む。） 

(2) トンネル内車両火災 

(3) 列車火災 

●その他 

以上に掲げるもののほか、消火活動を著しく妨げる毒性のガスの放出を伴う火災など特殊な原因

による火災、特殊な態様の火災等消防上特に参考となるもの 

注）消防庁「火災・災害等即報要領」については、第１部第４章「情報収集・連絡計画」参照のこと。 
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第２節 組織 

第１ 消防指揮本部及び消防団本部・地区方面隊本部 

市に災害警戒本部、事故対策本部及び災害対策本部が設置された場合、又は南但消防本部消防長が

特に必要と認めた場合は、南但消防本部に消防指揮本部、養父消防署に現地指揮本部をそれぞれ設置

する。また、本庁舎内に消防団本部、各地域局に地区方面隊本部を設置する。 
 

第２ 動員体制 

市に災害警戒本部、事故対策本部及び災害対策本部が設置された場合、又は消防長が特に必要と認

めた場合は、南但消防本部警防規程による非常招集を実施する。また消防団については、養父市消防

団規則及び第１部第３章第２節「職員の動員・配備」による。  
第３節 初期活動 

南但消防本部に消防指揮本部が設置された場合、各署・所は直ちに次の初動措置を行う。 
□車両・機材等の安全確保 
□有線電話の通話統制 
□全無線局の開局及び点検 
□被害状況の把握 
□重要防ぎょ地域の状況把握 
□消防車・救急車・広報車等の出動準備 
 

第４節 消火活動 

消火活動は、以下の原則に基づき行う。 
□火災発生件数が少なく消防力が優勢で初期において鎮圧できると判断される場合は、積極的な防

ぎょ活動を展開して一挙に鎮圧する。 
□同時に複数の延焼火災を覚知した場合は、重要かつ危険度の高い地域を優先し消防活動を行う。 
□火災規模と対比して消防力が劣勢と判断された場合は、住民の安全確保を最優先とし、道路、河川

耐火造建築物、空地等を活用し守勢的現場活動により延焼を阻止する。 
□延焼火災が拡大した場合は、人命の安全を優先し、避難地・避難路確保の消防活動を行う。 
□事業所等の火災に対して、市街地に延焼の拡大のおそれがある場合に限り局部的に防ぎょし、一般

市街地の火災防ぎょ活動を優先する。ただし、不特定多数を収容する対象物から出火した場合は人

命の救助を目的とした消防活動を行う。 
 

第５節 消防団の活動 

南但消防本部に消防指揮本部、養父消防署に現地指揮本部がそれぞれ設置された場合における消防

団の活動は次のとおり行う。 
なお、その他必要な事項については、養父市消防団規則による。 

 

第１ 出火の防止 

火災が発生するおそれがある場合は、付近の住民に対し、出火防止及び飛び火の警戒を呼びかける。 
 

第２ 情報の収集 

各分団長は、道路障害の状況、救助隊の出動を要する救助事象の有無等地区内の情報収集にあたり、

収集した情報を、地区方面隊本部を通じて消防団本部に報告する。消防団本部は、直ちに現地指揮本
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部を通じて消防指揮本部に連絡する。 
また、その他必要な情報の収集・報告を随時行うとともに、団員に対し消防指揮本部、現地指揮本

部あるいは消防団本部又は地区方面隊本部からの指示の伝達を行う。 
 

第３ 火災警報の伝達及び周知 

火災警報の発令を受けたとき、各分団長は、消防団施設にこれを標示した旗等を掲げるとともに、

消防車両による巡回、各戸訪問等により住民に周知するよう指示する。  
第４ 消火活動 

 各分団長は、地区内で出火があった場合は、住民と協力して初期消火に全力をあげる。初期消火に

失敗した場合は、住民の安全及び避難路の確保を優先した消火活動を行う。  
第５ 救助・救急 

各分団長は、要救助者の救助救出と負傷者に対する応急救護及び安全な場所への搬送を行う。 
 

第６ 避難誘導 

避難指示等が発令された場合は、これを住民に伝達するとともに、関係機関と連絡をとりながら住

民を安全に避難誘導する。  
第６節 応援協定等に基づく応援要請 

 火災が拡大・延焼し、運用可能な消防力で対応が困難と判断したときは、県広域消防相互応援協定

その他に基づき他消防機関の応援消防隊の派遣を要請する。この場合の応援消防隊の受入れについて

は、概ね以下のとおりとする。  
第１ 緊急消防援助隊等集結等場所への要員の配置 

 つるぎが丘公園、Ｙタウン駐車場及び道の駅ようか但馬蔵に消防署員又は消防団員を連絡要員とし

て配置し、応援隊の投入重点地区の指定その他必要な連絡業務を行う。  
第２ 消防水利に関する資料の配布 

 派遣された他市町の応援消防隊に対しては、消火栓・防火水槽及び河川等の自然水利の配置を示し

た図面資料を配布する。  
第３ 添乗署員等の配備 

 派遣された他市町の応援消防隊の現地への出動に当たっては、消防署員若しくは消防団員を添乗さ

せる。  
第４ 指揮本部の設置 

南但消防本部は、緊急消防援助隊の応援等が決定した場合は、被災地での緊急消防援助隊の迅速か

つ的確な活動等に資するため、指揮本部を設置する。  
１ 指揮本部の構成員 

指揮本部の構成員は、南但消防本部消防広域応援受援計画の定めによるものとする。 
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２ 指揮本部の任務 

指揮本部は、次に掲げる事務をつかさどる。 
なお、指揮本部は、市が行う災害対策及び自衛隊、警察、ＤＭＡＴ等関係機関との活動調整を図

るため、市本部と緊密に連携を図るものとし、市本部に職員を派遣する。 
ア 被害情報の収集に関すること 
イ 被害状況並びに被災地消防本部及び消防団の活動に係る記録に関すること 
ウ 緊急消防援助隊の受援体制の確立及び受援活動の実施に関すること 
エ その他緊急消防援助隊の受援に必要な事項に関すること  

３ その他 

その他緊急消防援助隊運用要綱及び南但消防本部消防広域応援受援計画による。 
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第２章 水防活動計画 

第１節 計画の方針 

第１ とりまとめ責任担当部 

危機管理室  
 

第２ 水防活動の基本指針 

１ 洪水、台風等による風水害の発生が懸念される場合に、これを警戒・防ぎょし被害軽減のために

行う水防活動は、南但消防本部警防規程、南但消防本部風水害対応計画等並びに別に定める養父市

水防計画による。 
２ 災害警戒本部、事故対策本部及び災害対策本部設置時における水防活動に関する統括は、本部に

おいては危機管理室本部情報班が、地域局においては地域支援班が行う。 
３ 市の各部及び各機関はその分掌するところはもとより直接分掌しない業務に関しても、その全組

織機能を駆使して、危険区域における住民の安全確保、その他水防活動における応援協力活動を積

極的かつ迅速に行う。 
４ 河川の破堤等の緊急を要する災害情報については、隣接市町に対して速やかに連絡する。なお、

各河川管理者は、危険箇所について、関係機関への連絡や住民への周知を通じて、警戒避難行動支

援を図ることとなっている。 
 

第２節 計画の内容 

第１ 水防活動の組織  
※ 第１部第２章「災害対策本部等運用計画」による。 
 

第２ 水防計画 

水防計画は、水防上必要な監視、警戒、通信、連絡、輸送及び水門又は堰の操作、水防のための消

防機関の活動、一の水防管理団体と他の水防管理団体との間における協力及び応援並びに水防に必要

な器具、資材及び設備の整備及び運用について計画するものとし、水防法（昭和 24 年法律第 193 号）

の規定に基づく養父市水防計画による。 
 

第３ 河川敷、河川区域等駐車場等駐車車両の退避等 

河川敷、河川区域等における駐車場等駐車車両については、車両そのものの毀損ばかりでなく、河

川の円滑な流下に対し阻害要因となる可能性があるため、河川水位上昇その他の状況によりその必要

があると認めるときは、早期に退避させるよう、車両所有者、管理者に対し十分な事前広報を行う。 
※ 資料１－２ 重要水防箇所の現況  
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第３章 土砂災害・積雪災害による人的危険回避対策 

第１節 計画の方針 

第１ とりまとめ責任担当部 

まち整備部 
 

第２ 基本指針 

１ 土砂災害による人的危険を回避するため、各指定観測地点の降雨量（時間雨量 20mm 以上又は 24

時間雨量150mm以上をめやすとする。）を基準として、できる限り先行的に土砂災害への注意の喚

起、巡視、警戒、避難指示等の発令を行う。 

２ 市に土砂災害警戒情報が発表された場合は、気象庁の土砂災害警戒判定メッシュ情報等により

危険度が高まっている領域を把握し、危険度が高まっている関係地区に対し、避難指示等の発令

を行う。 

３ 避難路となる道路支障発生その他により孤立危険のある地区については、大雨警報が発令され

た時点で「高齢者等避難」を当該地区の区長及び消防団員に伝達し、市指定緊急避難場所への避

難を促す。 

４ 河道閉塞、地すべりにより重大な土砂災害の急迫しているときにおいて、「土砂災害緊急情

報」（国土交通大臣又は県知事から「土砂災害防止法」に基づく緊急調査により得られた当該土

砂災害が想定される土地の区域及び時期に関する情報）が通知された際には、警戒区域等の設定

等の対応を適切に行う。 

５ 雪崩等降・積雪による人的危険を回避するため、各指定観測地点の警戒積雪深（60cm 以上をめ

やすとする。）を基準として、できる限り先行的に積雪災害への注意の喚起、巡視、警戒、避難

指示等の発令を行う。 

６ 警戒活動及び避難誘導支援は、区等住民の協力を得て行う。 

７ まち整備部等は、情報連絡上のミスによる逃げ遅れのないよう県・国をはじめ、各部、南但消

防本部、各機関・団体等との密な情報連携を漏れなく行う。 

８ 本部長は、警戒活動に従事する者の安全の確保に十分配慮する。 

 

第２節 土砂災害対策 

第１ とるべき措置のめやす 

１ 危険箇所に関する情報収集 

区分 対象となる地域・箇所等 
土砂災害 □急傾斜地崩壊危険箇所、土石流危険渓流、地すべり危険地区 

□山地災害危険地区 
□その他必要と認める地域・箇所等 

 

２ 立入禁止措置等当面の安全対策の実施 

初期情報収集活動により把握された危険箇所について、その必要があると認めるときは、関係各

部と連携し、下記のとおり立入禁止措置等当面の安全対策を実施する。 
なお、実施した措置については、速やかに本部長に報告する。 
区分 措置のあらまし 

土砂災害 □土砂災害危険箇所の通行、立入禁止措置 
□必要と認める場合のシート保護 
（落石防止対策若しくは降雨対策として行う。）  
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３ 巡視及び警戒 

(1) 巡視により収集すべき情報項目 

□土砂災害危険箇所及びその付近の地表及び湧水の状況 
（落石・湧水の濁りの有無、湧水量の増加など） 
□土砂災害危険箇所及びその付近の亀裂の有無 
□土砂災害危険箇所及びその付近の竹木等の傾きや倒れの状況 
□土砂災害危険箇所及びその付近の建築物等の損壊等の状況 
□土砂災害危険箇所及びその付近の住民及び滞在者の数 
□その他住民の生命の安全を損ねる可能性のある危険箇所に関する上記に準じた事項 
(2) 警戒に関する手順その他必要な事項 

□警戒体制をとるべき時期 

（□危険区域内の状況等に異常が生じた場合で、本部長が必要と認めたとき 

□警戒員の配置 

（□危険が予想される箇所に警戒員を配置し、巡視、警戒にあたる。 

（□この場合、本部長は、警戒活動に従事する者の安全の確保に十分配慮する。 

□その他 

（□警戒体制をとったのち必要と認める場合は、各雨量観測所における雨量計により 10 分～30 分の

間隔で雨量測定を行う。また、必要に応じ、変位計、傾斜計その他必要なセンサー類の設置を

行う。 

 

４ 危険箇所における緊急避難 

危険箇所における避難指示等の発令、避難の誘導及び避難所の開設・運営に関しては、第６章

「緊急避難に関する計画」及び第４部第３章「避難所開設・運営計画」に基づき行う。 
 

第２ 区長及び住民等の活動 

団体、事業所、区長及び住民は、常に気象状況、崩壊の前兆となる事象等に注意し、自らの居住地

域において、土砂災害等が予想される場合は、自主的に避難する。また、区や消防署・消防団等から

必要な活動協力、建設用機械・資機材の提供、避難所としてのスペース提供等の要請があった場合は、

積極的に協力・提供する。 
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第３節 降・積雪対策 

第１ とるべき措置のめやす 

１ 情報の収集・受付・連絡 

(1) 気象情報、雨量情報、降・積雪情報 

(2) 地震情報（南海トラフ地震関連情報を含む。） 

(3) 住民、各機関からの前兆現象情報、小規模被害発生情報、小規模雪崩等発生情報 

２ 警戒対策の実施 

(1) 住民等からの各種情報の各機関への連絡 

(2) パトロール活動、雪崩危険箇所標識設置、迂回路利用広報活動等の実施 

(3) 雪おろし、雪庇落し等建物・施設等管理者への安全措置要請 

(4) 雪おろし、雪庇落し等要支援世帯の確認 

(5) 要配慮者世帯の雪おろし、雪庇落し等支援体制の確保 

(6) 危険区域住民向け高齢者等避難又は避難指示等の発令の連絡（防災行政無線、関係区長への

電話、ＣＡＴＶ、巡回広報等による。） 

(7) 緊急避難体制準備又は避難誘導実施指示 

(8) 配備体制の移行・強化要請を伴う｢重要情報｣の評価 

(9) 必要に応じて配備体制移行・強化準備 

３ 道路の除雪 

道路の除雪は、毎年定める「道路除雪要綱」による。 

４ その他必要な事項 

その他の事項については、土砂災害対策に準じて行う。 

 

第２ 区長及び住民等の活動 

団体、事業所、区長及び住民は、常に気象状況、崩壊の前兆となる事象等に注意し、自らの居住地

域において、雪崩が予想される場合は、自主的に避難する。また、区や消防署・消防団等から必要な

活動協力、建設用機械・資機材の提供、避難所としてのスペース提供等の要請があった場合は、積極

的に協力・提供する。 
※ 資料１－３－２～１－３－８  
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第４章 救急救助活動計画 

第１節 計画の方針 

第１ とりまとめ責任担当部 

危機管理室（市各部の救急救助活動支援等のとりまとめ） 
 

第２ 基本指針 

１ 土砂崩れ、雪崩や屋内外落下物・倒壊物により多数救助・救急事案が発生した場合は、南但消

防本部が警察署救助隊、ＤＭＡＴ、消防団と区長・建設業者、住民等の連携により早期救出活

動・重症患者の早期救命搬送を行う。 

２ 各部、関係機関はその全組織機能を駆使して、自衛隊、南但馬警察署及び南但消防本部救助・

救急隊、消防団に対し連携支援する。 

３ 救急救助活動は、救命処置を必要とする者を最優先し、発生後 72 時間以内の全事案対応完了に

努める。 

４ 事態把握後市のもてる能力では対応困難と判断した場合は、可能な限り速やかに自衛隊の災害

派遣出動、ＤＭＡＴ派遣及び広域的な消防応援、救助・救急用資機材調達支援を要請し、救助・

救急活動に必要な要員、資機材、重機類等の大量かつ迅速な補充体制を確立する。 

 

第２節 計画の内容 

第１ 緊急調達資機材等のめやす 

区分 緊急調達資機材等の一例 
救助関係 消防用ホース、投光器、発電機、捜索用探知機、災害救助犬、特殊カメラ、削岩機、ブ

ルドーザー・クレーン車等、重機類、エンジンカッター、ジャッキ、チェーンソー、ス

コップ、ハンマー、バール、のこぎり、防塵メガネ、防塵マスク 
救急関係 集団救急用資機材、浄水装置、医療ガス、毛布、担架、防水シート 
その他 自転車、オートバイ、スクーター、携帯無線機、簡易トイレ、テント、貯水タンク、車

両応急修理用部品 
 

第２ 南但消防本部及び消防団部の活動 

 南但消防本部の活動については、南但消防本部警防規程に基づき、消防長の指揮により行う。ま

た、消防団部の活動については、消防団規則に基づき、消防団長の指揮により行う。 
 

第３ 市その他各部の活動 

名称 役割のあらまし 
危機管理室  □現場活動用資機材調達に関する協力 

□各部の被災者救出活動協力のとりまとめ 
□被災者救出活動に関する全市民向け広報活動の実施 
□南但消防本部との連絡調整 

□県・国との連絡調整 
市民生活部 □八鹿地域における負傷者の避難所、救護所指定施設への一時収容、その他被災者

救援対策のとりまとめ 
健康福祉部 □重症者等に対する救急医療活動体制の確保 

□第２次搬送先収容医療機関の広域的確保 
□公立八鹿病院、県（朝来健康福祉事務所）、医師会等との連絡調整 

まち整備部 □重機類等現場活動用資機材調達に関する協力 
□その他所管施設、所管事務分掌に基づく被災者救出活動協力 

その他各部 □所管施設、所管事務分掌に基づく被災者救出活動協力 
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第４ 各機関の活動 

名称 役割のあらまし 
県 □重症者救急搬送用ヘリコプターの動員 

□自衛隊に対する救出活動支援の要請 
□全国的広域消防応援体制の要請及び受入れに関する支援 
□県職員の派遣 
□他の市町長に対する応援の指示 
□燃料・現場活動用資機材その他物資の調達に関する支援 
（□県建設業協会に対する建設用資機材及び労力の支援要請 
（□日本レスキュー協会との「災害時における災害救助犬の出動に関する協定」

に基づく救助犬出動要請 
□その他市及び南但消防本部が行う被災者救出活動に関する支援 

国 □広域航空消防応援（ヘリコプターの動員）のとりまとめ 
□自衛隊による救助・救急活動支援の調整 
□全国的広域消防応援体制のとりまとめ 
□その他市及び南但消防本部が行う被災者救出活動に関する支援 

ライフライン 
機関 □被害甚大地域における電気の供給停止、ＬＰガスの安全措置、その他二次災害防

止のために必要な措置 
□電話による非常通信機能の確保 
□その他市及び南但消防本部が行う被災者救出活動に関する支援 

南但馬警察署  □被害実態の把握 
□必要に応じ立入禁止区域の設定 
□救出・救助活動及び避難誘導活動等 
□行方不明者の捜索 
□その他市及び南但消防本部が行う被災者救出活動との連携 

 

第５ 区長及び住民等の活動 

団体、事業所、区長及び住民は、自らの居住地域において、南但消防本部、消防団その他各機関の

行う救助・救急活動に協力し、人的被害の軽減に努める。また、必要な建設用機械・資機材の提供要

請があった場合は、積極的に提供するよう努める。  
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第５章 危険物等応急対策計画 

第１節 計画の方針 

第１ とりまとめ責任担当部 

危機管理室（市各部の危険物等応急対策への協力等のとりまとめ） 
 

第２ 災害時における危険物・有毒物等施設対策の基本指針 

１ 各施設責任者は、浸水、土砂災害等発生により必要と認めたときは、あらかじめ定める計画に

基づき必要な安全措置、危険防除措置を行う。また、危険物・有毒物等の漏洩、流出、発火等の

災害が発生した場合は、直ちに市本部（本部設置前：危機管理室）、南但消防本部・南但馬警察

署等関係機関に緊急通報するとともに、必要な応急措置、付近住民及び一般従業員の安全を守る

ための緊急避難の警告等、人的被害の防止と周辺地区に対する被害の拡大阻止を第一に対処す

る。 
２ 各施設責任者から通報を受けた場合、若しくは危険物・有毒物等取扱施設における災害発生を

知った場合は、所管する県各部・関係機関・関連団体等による災害防除のための専門家その他要

員の派遣を要請する。また、市及び南但消防本部の有する消防力によっては災害防ぎょが困難で

あると判断される場合は、近隣消防機関・自衛隊等への応援出動の要請、その他消防広域応援出

動の要請等あらゆる方法を迅速に講じて、人的被害の防止と周辺地区に対する被害の拡大阻止を

第一に対処する。 
３ 災害時、危険物・有毒物等施設において大規模な災害が発生した場合、若しくは発生するもの

と判断される場合においては、市各部・各機関は、南但消防本部の要請を最優先し、南但消防本

部の指揮のもと人的被害の防止と周辺地区に対する被害の拡大阻止を第一に対処する。 
 

第２節 計画の内容 

第１ 施設責任者のとるべき安全措置、危険防除措置 

区 
分 安全措置、危険防除措置 
石 
油 
類 
等 
危 
険 
物 

□石油類の流出又は火災の発生の場合は、発火源の除去、油類の流出及び拡散防止策、自衛消防

隊による応急措置、立入禁止区域の設定及び交通整理を講ずるとともに、市本部（本部設置

前：危機管理室）、南但消防本部・南但馬警察署等関係機関へ直ちに通報する。 
□充填容器等が危険な状態になったときは、直ちに安全な場所に移動する。 
□緊急対応措置を講ずることができないとき、又は必要と認めたときは従業者及び付近の住民に

避難するよう警告する。 
□消防隊の到着に際しては、誘導員を配置するなど消防活動を容易にし、かつ、災害の状況及び

事業所内の石油類等の保有量と保有位置等について報告する。 
火 
薬 
類 

□火災発生の場合は、保管又は貯蔵中の火薬類を安全な位置に移す余裕のある場合は、速やかに

移し、見張人をつけて、関係者以外の者の近づくことを禁止する。 
□道路が危険であるか又は搬送の余裕がない場合は、火薬類を付近の水溝等の水中に沈める等安

全な措置を講ずる。 
□搬出の余裕がない場合には、火薬庫にあっては入口等を目張等で完全に密閉し、爆発により危

害を受けるおそれのある地域はすべて立入禁止の措置をとり、危険区域内の住民等を避難させ

るための措置を講ずる。 
□その他法令に定める安全措置を講ずるとともに、主として延焼防止活動を行い、県産業保安

課、県民局並びに市本部（本部設置前：危機管理室）、南但消防本部・南但馬警察署等へ直ち

に通報する。 
□消防隊の到着に際しては、誘導員を配置するなど消防活動を容易にし、かつ災害の状況及び事

業所内の火薬類の保有量と保有位置等について報告する。 
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区 
分 安全措置、危険防除措置 
高

圧

ガ

ス 
□爆発又はガス漏洩発生の場合は、高圧ガス運転設備の緊急停止、注水、消火活動、引火性物質

又は発火性物質の移動、立入禁止区域の設定及び交通整理、これらの作業に必要な作業員以外

の従業員の退避等の安全措置を講ずるとともに、市本部（本部設置前：危機管理室）、南但消

防本部・南但馬警察署、県高圧ガス地域防災協議会指定防災事業所等関係機関へ直ちに通報す

る。 
□貯蔵所又は充填容器が危険な状態になったとき又は必要と認めたときは、直ちに充填容器等を

安全な場所に移動する。 
□上記の措置を講ずることができないとき又は必要と認めたときは、従業者及び付近の住民に避

難するよう警告する。 
□消防隊の到着に際しては、誘導員を配置するなど消防活動を容易にし、かつ、災害の状況及び

事業所内の高圧ガスの保有量と保有位置等について報告する。 
毒 
物 
・ 
劇 
物 

□発火源除去、毒物・劇物の安全な場所への移動、漏出防止及び除毒等安全措置を講ずるととも

に、市本部（本部設置前：危機管理室）、南但消防本部・南但馬警察署、朝来健康福祉事務所

等関係機関へ直ちに通報する。 
□飲料水汚染の可能性がある場合は、直ちに市（本部設置前：市民生活部・まち整備部）へその

旨通報する。 
□上記の措置を講ずることができないとき又は必要と認めたときは、従業者及び付近の住民に避

難するよう警告する。 
□消防隊の到着に際しては、誘導員を配置するなど消防活動を容易にし、かつ、災害の状況及び

事業所内の毒物・劇物の保有量と保有位置等について報告する。 
放 
射 
性

物

質 
□放射性同位元素の安全な場所への搬出並びに放射線障害発生の防止措置及び汚染区域・危険区

域の設定・立入禁止制限、放射線量の測定、被曝者等の救出・救護を行うとともに、その旨を

市本部（本部設置前：危機管理室）、南但消防本部・南但馬警察署並びに国等関係機関へ直ち

に通報する。 
□必要があると認めるときは、付近の住民に避難するよう警告する。 
□消防隊の到着に際しては、誘導員・放射線取扱主任者等を配置・確保するなど消防活動を容易

にし、かつ、災害の状況、要救助者の有無及び事業所内の放射性物質の種類、保有量と保有位

置等について報告する。 
 

第２ 南但消防本部及び消防団部の活動 

 南但消防本部の活動については、南但消防本部警防規程に基づき、消防長の指揮により行う。また、

消防団部の活動については、消防団規則に基づき、消防団長の指揮により行う。 
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第３ 市その他各部の活動 

名称 役割のあらまし 
危機管理室  □避難指示等本部長指示の伝達 

□危険物・有毒物等対策活動に関する全市民向け広報活動の実施 
□各部の危険物・有毒物等対策活動協力のとりまとめ 
□南但消防本部との連絡調整 
□県・国との連絡調整 

市民生活部 □八鹿地域における危険地域住民の緊急避難対策のとりまとめ 
健康福祉部 □負傷者等に対する救急医療活動体制の確保 

□第２次搬送先収容医療機関の広域的確保 
□公立八鹿病院、県（朝来健康福祉事務所）、医師会等との連絡調整 
□要配慮者の緊急避難支援のとりまとめ 

産業環境部 □除毒、防除等環境保全対策に関する県・国等との連絡調整 
□除毒、防除等作業の市内関係事業所への協力要請 

まち整備部 □水道取水施設の安全管理 
□重機類等現場活動用資機材調達に関する協力 
□その他所管施設、所管事務分掌に基づく被災者救出活動協力 

その他各部 □所管施設、所管事務分掌に基づく危険物・有毒物等対策活動協力 
 

第４ 各機関の活動 

名称 役割のあらまし 
県 □各危険物・有毒物等所管省庁・関連団体等へ応援出動の要請 

□自衛隊に対する危険物・有毒物等対策活動支援の要請 
□全国的広域消防応援体制の要請及び受け入れに関する支援 
□燃料・現場活動用資機材その他物資の調達に関する支援 
□その他南但消防本部・市が行う危険物・有毒物等対策活動に関する支援 

国 □所管する危険物・有毒物等取扱施設に関する危険防除等応急措置の実施 
□各関連団体等への応援出動の指示 
□自衛隊による危険物・有毒物等対策活動支援の調整 
□全国的広域消防応援体制のとりまとめ 
□その他南但消防本部・市が行う危険物・有毒物等活動に関する支援 

ライフライン 
機関 □危険地域における電気の供給停止、ＬＰガスの安全措置、その他二次災害防止の

ために必要な措置 
□電話による非常通信機能の確保 
□その他南但消防本部・市が行う危険物・有毒物等対策活動に関する支援 

南但馬警察署  □必要に応じて立入禁止区域の設定 
□避難誘導 
□その他南但消防本部・市が行う危険物・有毒物等対策活動との連携  
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第６章 緊急避難に関する計画 

第１節 計画の方針 

第１ とりまとめ責任担当部 

危機管理室 
第２ 緊急避難の基本指針 

１ 危険地区における住民等の緊急避難誘導は、関係地域局又は市本部職員、消防団部が養父消防

署、南但馬警察署、自衛消防隊、区長等と協力・連携し行う。 
２ 住民及び事業所等施設管理者は、市街地延焼火災、土砂崩れ、洪水、浸水、雪崩等の災害危険に

関する情報の把握、周知徹底に努めるとともに、自ら危険であることを察知した場合は、自らの判

断で避難する。 
３ 市（本部）は、住民及び事業所等施設管理者が自ら適切に避難の有無を判断できるよう、市が把

握した延焼火災、危険物・有毒物等取扱施設事故の発生情報、土砂崩れ、洪水、浸水、雪崩等災害

危険情報については、漏れなく公開する。 
４ 警戒を要する時期においては、「警戒情報（警戒レベル１～２）」、「警戒レベル３、高齢者等

避難」、「警戒レベル４、避難指示」、「警戒レベル５、緊急安全確保」など多段階的に、関係住

民及び事業所等施設管理者向けの情報発信を行い、情報の不足・周知徹底不十分による逃げ遅れの

ないよう努める。なお、躊躇なく避難指示等を発令できるよう、全庁をあげた体制の構築に努め

る。 

５ 降雨時の避難そのものにも危険が伴うことなどを考慮し、台風等による豪雨や暴風の襲来が予測

される場合には十分早期に発令するとともに、緊急かつ可能な場合における、近隣のより安全な建

物への緊急的な退避や、屋内安全確保（自宅や隣接する堅牢な建物の２階以上への垂直避難）等の

緊急安全確保措置を指示する。 
６ 台風による大雨発生等、事前に予測が可能な場合においては、大雨発生が予測されてから災害の

おそれがなくなるまで、住民に対してわかりやすく適切に状況を伝達することに努める。 
７ 要配慮者への伝達に際しては、「避難行動要支援者名簿」及び「個別避難計画」に基づき、本人

の同意のない者についても円滑に避難のための立ち退きが行われるよう「避難支援関係者等」への

連絡を漏れなく行う。 
８ 土砂災害の警戒避難伝達については、兵庫県及び神戸地方気象台からの土砂災害警戒情報を指標

として判断する。また、判断に当たっては、雨量情報、神戸地方気象台及び県土木事務所の助言、

現場の巡視報告、通報等を参考に総合的かつ迅速に行う。 
９ 災害の予測規模、避難者数等にかんがみ、市域外への広域的な避難、指定避難所及び指定緊急避

難場所の提供が必要であると判断した場合において、県内の他市町への受入れについては当該市町

に直接協議し、他都道府県の市町村への受入れについては県に対し当該他都道府県との協議を求め

るほか、事態に照らし緊急を要すると認めるときは、県知事に報告した上で、自ら他都道府県内の

市町村に協議する。また、指定避難所等を指定する際に併せて広域避難の用にも供することについ

ても定めるなど、他市町村からの避難者を受け入れることができる施設等をあらかじめ決定してお

くよう努める。 
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第３ 避難に関する情報等の区分のめやす 

避難情報等 居住者等がとるべき行動等 
【警戒レベル５】 
緊急安全確保 
（市長が発令） ●発令される状況：災害発生又は切迫（必ず発令される情報ではない） 

●居住者等がとるべき行動：命の危険 直ちに安全確保！ 
・指定緊急避難場所等への立退き避難することがかえって危険である場合、

緊急安全確保する。 
・災害発生・切迫の状況で、本行動を安全にとることができるとは限らず、ま

た本行動をとったとしても身の安全を確保できるとは限らない。 
【警戒レベル４】 

避難指示 
（市長が発令） ●発令される状況：災害のおそれ高い 

●居住者等がとるべき行動：危険な場所から全員避難 
・危険な場所から全員避難（立退き避難又は屋内安全確保）する。 

【警戒レベル３】 
高齢者等避難 
（市長が発令） ●発令される状況：災害のおそれあり 

●居住者等がとるべき行動：危険な場所から高齢者等は避難 
・高齢者等（避難を完了させるのに時間を要する在宅又は施設利用者の高齢

者及び障がいのある人等、及びその人の避難を支援する者）は、危険な場

所から避難（立退き避難又は屋内安全確保）する。 
・高齢者等以外の人も必要に応じ、出勤等の外出を控えるなど普段の行動を

見合わせ始めたり、避難の準備をしたり、自主的に避難するタイミングで

ある。例えば、地域の状況に応じ、早めの避難が望ましい場所の居住者等

は、このタイミングで自主的に避難することが望ましい。 
 

※ 「避難支援等関係者」とは、事前登録者や緊急連絡先、避難支援者のほか、社会福祉協議会、民

生委員・児童委員、介護保険制度関係者、障がい者団体等の福祉関係者、消防団をいう。  
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第２節 避難指示等及び警戒区域の設定 

第１ 高齢者等避難、避難指示、緊急安全確保 

１ 実施責任者 

名称 実施のための要件 根拠法規 

市長 □市民の生命、身体を災害から保護し、その他災害の拡大を防止

するため特に必要と認めるとき、避難のための立退きの指示を

行う。 

□避難のための立退きを行うことによりかえって人の生命又は身

体に危険が及ぶおそれがあると認めるときは、必要と認める地

域の居住者等に対し、屋内での待避その他の屋内における避難

のための緊急安全確保措置を指示することができる。 

□住民その他関係のある公私の団体に対し、予想される災害の事

態及びこれに対してとるべき避難のための立退きの準備その他

の措置について、必要な通知又は警告をすることができる。 

災害対策基本法 

第 60 条第 1 項 

 

災害対策基本法 

第 60 条第３項 

 

 

災害対策基本法 

第 56 条 

県知事 □災害の発生により、市がその全部、又は大部分の事務を行うこ

とができなくなったときは、市長が実施すべき立退きの指示に

関する措置の全部又は一部を市長に代わって実施する。 

災害対策基本法 

第 60 条第６項 

警察官 □市長から要求があったとき 

□市長が避難のための立退き若しくは屋内での待避等の緊急安全

確保措置の指示をできないと認めるとき、必要と認める地域の

居住者等に対し避難のための緊急安全確保措置を指示すること

ができる（この場合、警察官は直ちにその旨市長に通知す

る。）。 

災害対策基本法 

第 61 条 

□人の生命若しくは身体に危険を及ぼし、又は財産に重大な

損害を及ぼすおそれがあり、特に急を要する場合に避難等

の必要な措置をとることができる。 

警察官職務執行 

法第４条 

自衛官 □災害派遣を命ぜられた部隊の自衛官は、危険な事態が生じ、か

つ警察官がその場にいないときに限る。 

自衛隊法 

第 94 条 

県知事又はそ

の命を受けた

職員 

□災害が発生し、著しい危険が切迫していると認められるとき、

必要と認める区域の住民に対して避難の指示を実施する。 

水防法第 29 条 

地すべり等防止

法第 25 条 

 

２ 避難指示等の内容 

  避難指示等は、次のことを明らかにして行う。 
なお、避難の必要がなくなったときは、避難指示等の発令時に準じて、速やかにその旨公示する。 

□発令日時 
□発令者 
□避難対象地域（地区名、施設名等）及び対象者 
□避難すべき理由（避難要因となった危険要素の所在地、避難に要する時間等） 
□危険の度合い 
（例：「堤防から大量の漏水があること」「１時間後に道路冠水のおそれがあること」等予想され

る被災状況等についての説明を含めること。） 
□高齢者等避難、避難指示、緊急安全確保の別（いずれも、警戒レベルを併せて発令） 
□避難先（安全な方向及び避難場所の名称） 
□避難経路（あるいは通行できない経路） 
□避難行動時の最小限の携帯品、要配慮者の優先避難・避難支援・介助協力の呼びかけ等住民のとる

べき行動や注意事項 
□担当者、連絡先  
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３ 避難指示等の伝達 

避難指示等の伝達は、広報車による巡回、エリアメール、ＣＡＴＶ、音声告知等、あらゆる伝達

手段の複合的な活用を図るとともに、自主防災組織等の協力を得て周知徹底を図る。特に要配慮者

への伝達に際しては、避難支援計画等を踏まえ、それぞれのニーズに応じた情報伝達手段を準備す

るなど、十分な配慮を行う。 
なお、安全な場所にいる人まで避難した場合、混雑や交通渋滞が発生するおそれ等があることか

ら、災害リスクのある区域に絞って避難指示等の発令対象区域を設定する。また、避難時の周囲の

状況等により避難のための立退きを行うことがかえって危険を伴うおそれがあり、かつ、事態に照

らして緊急を要する場合は、居住者等に対し、屋内での待避等の緊急安全確保措置を指示するもの

とする。 
伝達に当たっては、事前に例文を作成するなど、住民等にその意味や具体的な避難先がわかりや

すく伝わるよう努める。  
第２ 警戒区域の設定 

１ 実施責任者 

機関の名称 実施のための要件 根拠法規 

市長 □災害による市民の生命・身体に対する危険を防止するため特

に必要があると認めるとき、警戒区域を設定し、災害応急対

策に従事する者以外の者に対して当該区域への立入りを制限

若しくは禁止し、又は当該区域からの退去を命ずる。 

災害対策基本法 

第 63 条 

□災害による市民の生命・身体に対する危険を防止するため特

に必要があると認めるときで、危険が切迫して、市長が発令

するいとまがないときは、危機管理監、経営企画部長、まち

整備部長、その他の部長及び地域局長が実施する。（この場

合事後直ちにその旨を市長に報告する。） 

警察官 □市長又はその職権を代理する職員から要求があったとき 

□市長又はその職権を代理する職員が現場にいないとき警戒区

域を設定することができる（この場合直ちにその旨市長に通

知する。） 

災害対策基本法 

第 63 条第２項 

同条第３項 

自衛官 □災害派遣を命ぜられた部隊の自衛官は、危険な事態が生じ、

かつこの職権を行う者が現場にいないときに限る（この場合

直ちにその旨市長に通知する。）。 

消防長又は消

防署長（委任

を受けて職権

を行う消防職

員、消防団員

を含む。） 

□ガス、火薬又は危険物の漏えい、飛散、流出等の事故が発生

した場合において、当該事故により火災が発生するおそれが

著しく大であり、かつ、火災が発生したならば人命又は財産

に著しい被害を与えるおそれがあると認められるときは、火

災警戒区域を設定して、火気の使用禁止、関係者以外の退去

を命じ、その区域への出入りを禁止又は制限する。 

消防法 

第 23 条の２ 

南但馬警察署

長 

□消防長又は消防署長（委任を受けて職権を行う消防職

員、消防団員を含む。）が現場にいないとき、又は消防

長又は消防署長から要求があったとき火災警戒区域の設

定等の職権を行うことができる（この場合直ちにその旨消

防長又は消防署長に通知する。）。 

消防職員、消

防団員 

□水防上緊急の必要がある場所においては、警戒区域を設定

し、水防関係者以外の者の退去を命じ、その区域への立入り

を禁止又は制限する。 

水防法 

第 21 条 

警察官 □消防職員又は消防団員が現場にいないとき、又はこれら

の者から要求があったとき、水防上緊急の必要がある場所

においては、警戒区域を設定し、水防関係者以外の者の退去

を命じ、その区域への立入りを禁止又は制限することができ

る。 
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２ 警戒区域の設定が必要とされる地域のめやす 

●土砂災害危険地域 
 □土石流危険箇所 
 □がけ崩れ危険箇所 
 □山崩れ危険箇所 
 □地すべり危険箇所 
 □雪崩危険のある箇所 
 □その他必要と認める箇所 
●倒壊危険のある大規模建物周辺地域 
●施設の被害により有毒ガスの危険が及ぶと予想される地域 
●施設の被害により爆発の危険が及ぶと予想される地域 
●放射線使用施設等の被害・事故等により被曝の危険が及ぶと予想される地域 
●その他住民の生命を守るため必要と認められる地域 
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第３節 緊急避難実施要領 

第１ 市各部の役割 

名称 役割のあらまし 
危機管理室  □危険区域・安全区域に関する情報の提供 

□避難施設・避難所等安全確保のための施設若しくは情報の提供 
□高齢者等避難、避難指示、緊急安全確保の発表又は発令、並びに解除の決定 
□避難誘導員の配置等避難路・避難地の安全確保のとりまとめ 
□消防団部以外の各部の緊急避難活動協力のとりまとめ 
□必要な場合の神戸地方気象台への助言要請 
□県・国との連絡調整 
□緊急避難に関する全市民向け広報活動の実施（あらゆる伝達手段を複合的に活用） 
（□防災行政無線（同報系）等による広報 
（□Ｌアラート（災害情報共有システム） 

（□テレビ、ラジオ（コミュニティＦＭ放送を含む。） 

（□広報車等による広報 
（□サイレンの半鐘による広報 
（□インターネット 
（□携帯電話メール（ひょうご防災ネット、緊急速報メール機能を含む。）、ワ

ンセグ 
（□ＦＡＸ等による広報 
（□ＣＡＴＶによる広報 
（□ＮＨＫ等放送事業者への連絡及び協力要請 

市民生活部 □八鹿地域における緊急避難のとりまとめ 
まち整備部 □避難路確保のために必要な場合の養父土木事務所、国との連絡調整 

□県建設業協会等関係団体との連絡調整 
健康福祉部 □「避難行動要支援者名簿」及び「個別避難計画」に基づく「避難支援関係者等」

への緊急連絡、避難誘導協力要請 
（□「避難支援プラン」事前登録者や緊急連絡先、避難支援者 
（□市社会福祉協議会、 
（□民生委員・児童委員 
（□消防団 
（□自主防災組織、町内会役員 
（□介護保険制度関係者 
□対象となる要配慮者リスト資料 
（□避難所開設地区別「避難支援プラン」作成・提出者リスト 
（□避難所開設地区別その他の本人同意のない者リスト 
□要配慮者の緊急避難支援のとりまとめ 
□福祉避難所（要配慮者向け避難所）設置予定施設の安全確認 
□その他所管施設、所管事務分掌に基づく緊急避難活動協力 

その他各部 □所管施設、所管事務分掌に基づく緊急避難活動協力 
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第２ 各機関の役割 

名称 役割のあらまし 
県・国等防災

関係機関 □市がその機能を発揮できない場合の権限代行 
□所管施設等に関する避難措置 
□市の行う措置に関する協力 

南但消防本部 □緊急必要な場合の避難、屋内での待避等の緊急安全確保措置指示 
□必要な場合の避難誘導 
□避難路・避難施設における秩序の安定 
□その他市の行う措置に関する協力 

南但馬警察署 □緊急必要な場合の避難、屋内での待避等の緊急安全確保措置指示 
□必要な場合の避難誘導 
□避難路・避難施設における安全安心活動 
□その他市の行う措置との連携 

危険物・有毒

物等取扱施設 □管理施設等に関する緊急避難措置 
□その他市・県・国・南但馬警察署等防災関係機関の行う措置に関する協力 

事業所等 □自ら必要と判断した場合の従業員、施設利用者等の安全確保のための緊急避難の

実施 
□緊急に必要な場合の避難所としての施設の提供 
□その他市等防災関係機関の行う措置に関する協力 

 

第３ 区長及び住民等の果たすべき役割 

団体、事業所、区長及び住民は、自らの居住地域において、自ら必要と判断した場合の安全確保の

ための緊急避難の実施、必要な場合の避難誘導、要配慮者の避難支援に関する協力、その他市等防災

関係機関の行う措置に協力し人的被害の軽減に努める。また、必要な建設用機械・資機材の提供要請

があった場合は、積極的に提供するよう努める。 
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第４ 緊急避難実施手順のめやす 

項目 手順その他必要な事項 
危険区域・安

全区域の想定 □災害の規模・態様、道路、橋梁の状況等により危険区域を評価する。 
□消防隊の運用等を加味して安全区域を想定する。 
□災害危険箇所に関する調査その他資料を活用する。 

避難指示等発

令の決定 □関係各部、関係機関からの防災情報を集約する。 
□神戸地方気象台とのホットラインの活用による各種防災情報を分析･評価する。 
□避難指示、緊急安全確保いずれによるか地域別に検討する。 
□避難指示、緊急安全確保の発表対象地域を決定する。 

関係地域内住

民等への避難

指示等の伝達 □ＣＡＴＶ緊急放送、拡声器付広報車、サイレン、職員・消防団員による巡回等に

より関係地域内の全ての人に伝わるよう留意し伝達する。 
□避難措置解除の連絡は、避難指示等の伝達に準じて行う。 

関係機関への

通報 □避難場所として利用する学校施設等の管理者に対し連絡し協力を要請する。 
□南但馬警察署、その他の県関係機関に連絡し協力を要請する。 
□地域住民が避難のため隣接市町内の施設をやむを得ず利用する場合が想定

される。また、避難の誘導上経路により協力を求めなければならない場合

もあるので隣接市町に対しても連絡する。 
避難路・避難

場所の安全確

保 □避難指示等の発令時点以降の消火活動は、被災者の移動が完了するまでの間、避

難道路の安全確保に努める。 
□避難場所周辺への延焼防止及び飛び火等による避難場所内部の火災発生の防止を

最優先で行う。 
□南但馬警察署は、避難指示等が発令された旨の通報を受けたときは、必要により

部隊を派遣し、避難路の安全を確保する。 
避難誘導支援

体制の確保 □あらかじめ指定する避難場所及びその都度指示する要所となる地点にそれぞれ複

数の市職員を派遣する。 
□派遣された職員は、本部長からの指示・情報等の収受にあたるとともに、警察

官、消防団員、区長等の協力により市民等の危険地域内から安全な地域への避難

誘導に努める。 
□学校、認定こども園、保育所、福祉施設及び夜間多数人が集まっている場所等に

ついて、災害の規模、態様により必要と認められるときは、相当数の市職員を派

遣し、その施設の責任者、管理者等に積極的に協力して、安全な場所への避難誘

導等の必要な措置を講ずる。 
□交通機関等における避難の誘導は、その交通機関があらかじめ定める防災

計画、避難計画に基づき、各交通機関施設の組織体制により必要な措置を

講ずる。 
避難誘導時の

留意事項 □避難の誘導は、病弱者、高齢者、乳幼児、障がい者その他単独で避難することが

困難な者を優先する。また、できる限り早めに事前避難させる。 
□交差点やトンネル・橋梁・ガード等の混雑又は混乱予想地点においては災害時要

援護者を含む避難グループであることを示す旗その他の目印を掲げるとともに、

その旨を連呼し優先避難誘導を受けやすいよう努める。 
□避難に先立ち、必ず火気、危険物等の始末を完全にすること。特に会社、工場に

あっては油脂類の流出防止、発火しやすい薬品、電気、ガス等の安全措置を講ず

る。 
□携帯品は、円滑な避難行動に支障を興さない最小限度のものとする。 
□自動車による避難、家財の持出し等は危険なので中止させる。 
□感染症禍においては、マスク着用等、感染症対策に配慮する。 

避難の完了報

告 □避難誘導員は、安全な地域・施設への避難を完了させたのち、完了報告を市本部

あてに速やかに行う。 
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項目 手順その他必要な事項 
県への報告そ

の他 □避難の措置及びその解除について、次の事項を明らかにして、速やかに但馬県民

局を通じて、県（災害対策局）に報告する。 
（□発令者 
（□発令の理由 
（□発令日時 
（□避難の対象区域 
（□避難場所、避難所 
□避難の措置及びその解除について、以上の事項を記録する。  

第５ 孤立集落全戸集団避難について 

土砂崩れ、雪崩等の発生による交通途絶により、孤立集落全戸集団避難が必要となった場合は、別

に定める計画に基づき、国・県及び自衛隊等関係機関の協力を得て、以下のとおり行う。 
計画名 計画のあらまし 

孤立集落全戸集団避難受

入計画の実施 □孤立集落全戸集団避難計画の実施 
□計画実施上の主な必要事項のめやす 
（□地域局ごとに策定する孤立集落全戸集団避難計画において、対象と

する孤立集落及び第１次避難施設を想定 
（□県立但馬長寿の郷及び八鹿総合体育館を主な第２次避難受入施設と

して確保 
（□豊岡市及び朝来市との相互施設応援提供協定に基づき第３次避難受

入施設を確保 
（□必要な場合のその他近隣市町への第３次避難受入施設確保要請 
（□交通途絶時のヘリコプター輸送を想定  

第６ 避難所の開設・運営 

 避難所の開設・運営については、第４部第３章「避難所開設・運営計画」参照  
第７ 被災者の他地区への移送等 

 避難所の開設後の被災者の他地区への移送、他市町村からの被災者の受入れについては、第４部第

３章「避難所開設・運営計画」参照 
※ 資料２－３－１ 避難所等の現況   
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第３部 応急復旧及び都市機能早期回復に関する対応計画 

第１章 道路交通対策計画 

第１節 計画の方針 

第１ とりまとめ責任担当部 

まち整備部 
 

第２ 大規模災害時における道路交通対策に関する基本指針 

１ 県指定緊急交通路をはじめ緊急輸送路に関して、最優先で交通支障箇所の有無を把握する。 

２ 所管の如何によらず道路の優先順位により各道路管理者が協力・連携して、被災した道路の啓

開確保（注：車両の通行が可能となるよう障害物の除去、亀裂・段差の解消等措置実施）を行

う。 

３ 各道路管理者は、放置車両対策の強化のため必要と認める路線について、災害対策基本法第 76

条の６に基づき通行禁止道路指定区間の指定を行い、その旨速やかに周知するための広報を実施

する。 

４ その他緊急活動車両の交通確保のために必要な措置を行う。 

 

第３ 対策実施上の時期区分のめやす 

時期区分のめやす 手順その他必要事項 

発災直後の緊急措置 

（～３日目） 

□市中心地域を含む被災地域全域における交通支障箇所の有無を把握 

□国、県が管理する区間の交通支障箇所については、該当する道路管理者に

その旨を連絡し、応急措置の実施等を依頼するなど、連携・調整を図る。 

□必要に応じて、災害対策基本法第 76 条の６に基づく通行禁止道路指定区

間の指定及び周知のための広報の実施 

□必要に応じて、一般車両の通行規制の要請 

□緊急輸送路指定路線のうち主要幹線道路の応急復旧・通行の確保（国道９

号等の重要物流道路等については、必要に応じ、国による道路啓開や災害

復旧の代行制度の活用を検討） 

□必要に応じて、道路法（第 17 条第８項）に基づく市管理道路の啓開・災

害復旧工事の代行を県に要請する。 

□その他緊急自動車の通行確保のために必要な措置（道路上の倒壊障害物の

除去・移動や、放置車両の移動等） 

避難所開設期間 

（４日目～28 日目） 

□引き続き必要な場合における上記の措置項目 

□広域的応援受入れのための搬入・搬出ルート及び迂回ルートの設定 

□案内板等の設置 

□著しい被害を受けた区間を除く緊急輸送路指定路線の応急復旧完了 

避難所閉鎖以降 

（29 日目～） 

□引き続き必要な場合における上記の措置項目 
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第４ 市各部の活動 

名称 役割のあらまし 
まち整備部 □交通支障箇所に関する情報のとりまとめ 

□道路交通対策に関する総合調整 
□県・国等道路管理者、協力団体との連絡調整 

経営企画部  □応急復旧用資機材調達に関する協力 
□消防団部以外の各部の道路交通対策に関する活動協力のとりまとめ 
□交通規制情報の収集等南但馬警察署との連絡調整 
□道路交通対策に関する全市民向け広報活動の実施 

その他各部 □交通支障箇所に関する情報の収集協力 
□その他所管施設、所管事務分掌に基づく道路交通対策活動協力 

 

第５ 警察署の役割 

名称 役割のあらまし 
南但馬警察署  □交通支障箇所発見の場合の各道路管理者への通報 

□必要な場合の災害時交通規制の実施 
□その他市が行う道路交通対策との連携 

 

第２節 交通支障箇所の把握 

まち整備部は、災害発生によりその必要があると認めた場合は、緊急輸送路指定路線を中心として、

交通支障箇所の有無を最優先で把握するため、調査担当チームを編成し出動させる。 
調査担当チームは、調査の結果交通支障箇所を発見した場合は、速やかにその路線名・箇所・拡大

の有無・迂回路線の有無その他被災の状況等を本部長に報告する。 
まち整備部は、豊岡河川国道事務所及び県養父土木事務所に対し同様の情報を通報する。 

 

第３節 道路・橋梁応急対策計画 

第１ 道路の確保順位 

１ 市は、建設業協会者等建設土木関係業者、関係機関と連携・協力し、指定路線のうち第１順位

の路線から順次確保する。 

２ 建設業協会は、市からの依頼がなくとも大規模災害発生により交通支障が予想されるときは、

区間ごとに定めた複数の会員（施工業者）に道路支障箇所の有無の把握、道路の確保のための作

業を開始するよう指示する。ただし、この場合事後速やかに市本部に連絡する。 

３ 第１順位の路線は、原則として災害発生後３日目までの通行確保を目標とする。 

４ 指定路線は、原則として災害発生後 28 日目までに応急復旧完了を目標とする。 

５ 積雪時については、毎年定める「道路除雪要綱」により行う。 
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第２ 緊急輸送路確保作業のめやす 

１ 応急復旧目標 

原則として、２車線の車両用走行帯を確保する。 
 

２ 応急復旧方法のあらまし 

□倒壊した街路樹、落下物等は、人力・重機械等により道路端に移動し堆積する。 
□倒壊した電柱は、関西電力送配電㈱と連携して撤去する。 
□鉄骨性構造物は、切断し道路端等へ移動し堆積する。 
□放置車両や立ち往生車両等が発生した場合は、緊急通行車両の通行を確保するため緊急の必要が

あるときは、運転者等に対し車両の移動等の命令を行い、運転者がいない場合等においては、道

路管理者自らが車両の移動等を行う。放置車両の撤去は、小型車等は人力又はレッカー車等で、

大型車は車両による牽引、クレーンの使用等重装備により行う。 
□路面の陥没及び亀裂は、土砂充填、アスファルトパッチング等を施し自動車走行に支障のない程

度に応急復旧する。 
□橋梁取付部の段差は、土砂・木材等の仮置、アスファルト混合物による応急的な擦り付け工事等

により自動車走行に支障のない程度に応急復旧を施す。 
□がけ崩れにより生じた崩壊土は、重機械（ブルドーザー等）により除去を行う。また、不安定土

砂が斜面・切土法面に残っている場合には、特に不安定な部分を切土するか、ネットで崩落を防

止する。または、路側に崩土防止柵を設置する。 
□落下した橋梁若しくはその危険があると認める橋梁を被害状況により応急復旧できない場合は、

南但馬警察署等関係機関との連絡・調整の上通行止め若しくは交通規制の標示等必要な措置を講

ずる。 
□橋梁の応急復旧は、落橋部分に木角材、Ｈ型鋼をかけ渡し敷板を敷き並べ、土砂をかぶせて行

う。また、状況によっては中間に仮橋脚を設ける。 
 

第３ 警察署の任務 

□緊急輸送路に指定される道路に関し、交通の障害となっている路上駐車車両、倒壊樹木、垂れ下

がっている電線等の障害物の除去について、その状況（重機の必要の有無その他）を各道路管理

者及び関係機関に通報するとともに、必要な交通規制を行う。 
□緊急輸送路に指定される道路に関し、応急復旧工事の円滑な実施を図るため所要の交通規制を行

う。 
□通行禁止区域等（緊急交通路）における緊急通行車両の通行の妨害となる放置車両等がある場

合、兵庫県警察、日本自動車連盟及び兵庫県自動車修理業レッカー事業協同組合との覚書に基づ

き、放置車両等の除去について協力要請を行う。  
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第２章 交通規制計画 

第１節 計画の方針 

第１ とりまとめ責任担当部 

経営企画部・まち整備部 
 

第２ 大規模災害時における交通規制に関する基本指針 

１ 緊急通行車両以外の車両の通行を禁止し、又は制限することができる区域又は道路の区間として

「通行禁止区域等」を指定する。 

２ 各道路管理者は、放置車両対策の強化のため必要と認める路線について、災害対策基本法第 76

条の６に基づき通行禁止道路指定区間の指定を行い、その旨速やかに周知するための広報を実施す

る。 

３ 市民に対しマイカー利用自粛、多人数相乗利用を要請するとともに、臨時バスの運行等を行う。 

４ 必要に応じて、道路交通対策関係機関等連絡協議会を設置し、南但馬警察署と市その他の道路管

理者、関係防災機関並びにバス・タクシー等公共交通事業者等が連携し総合的に道路交通対策を行

う。 

 

第２節 交通規制対策 

第１ 実施責任者 

名称 実施のための要件 根拠法規 

県公安委員会 □災害が発生し、またはまさに発生しようとしている場合におい

て、災害応急対策が的確かつ円滑に行われるようにするため緊

急の必要があると認めるときは、緊急通行車両以外の車両の通

行を禁止、又は制限することができる区域又は道路の区間とし

て「通行禁止区域等」を指定することができる。 

災害対策基本法 

第 76 条 

警察官 □道路の損壊、火災その他の事情により道路において交通の危険

が生ずるおそれがある場合において当該道路における危険を防

止するため緊急の必要があると認めるときは、必要な限度にお

いて当該道路につき一時、歩行者又は車両等の通行を禁止し、

又は制限することができる。 

道路交通法 

第６条第４項 

災害派遣を命

ぜられた自

衛官又は消

防吏員 

□自衛官又は消防吏員は、自衛隊用緊急通行車両又は消防用緊急

通行車両の円滑な通行のため、警察官がその場にいない場合に

限り、やむを得ない限度において、放置された車両等を移動さ

せることを目的として、当該車両等を破損することができる

（この場合、管轄警察署長に直ちにその旨通知しなければなら

ない。）。 

災害対策基本法 

第 76 条の３ 

道路管理者 □災害による道路の破損、欠壊その他の事由により道路交通が危

険であると認められる場合、通行の禁止又は制限することがで

きる（当該地域を管轄する都道府県公安委員会の意見を聞かな

ければならない。）。 

道路法第 46 条 

 

道路法 

第 95 条の２ 

（「放置車両の強制除去」該当要件は以下のとおり） 

□災害対策基本法第 76 条の６の第１項の規定による措置をと

ることを命ぜられた者が当該措置をとらない場合 

□同じく命令の相手方が現場にいないために同項の規定によ

る措置をとることを命ずることができない場合 

□道路の状況その他の事情により車両等の占有者に同項の規

定による措置をとらせることができないと認めて同項の規

定による命令をしないこととした場合 

災害対策基本法 

第 76 条の６第３

項 
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第２ 対策のめやす 

交通規制対策は、県地域防災計画（風水害等対策計画第３編第３章第３節「交通・輸送対策の実

施」）及び「災害時における道路の通行の禁止又は制限の実施要綱」の定めるところにより行うが、

実施協力に当たっては、その他以下の点について、留意する。 
 

１ 交通量の多い場合 

□規制区域内においては、ロープ、パイプ、柵等の資機材を活用する。 
□運転者が車両を離れるときは、ドアをロックせず、キーをつけておくよう広報する。 
□道路の中央に放置された車両については、手段をつくして道路の左側に寄せる。 
□混乱している交差点、主要道路等の近くに公園、空地、その他車両の収容可能な場所があるとき

は、道路上の車両をできるだけそこへ収容して、車道を空けるように努める。 
□交通規制及び交通整理に当たっては、現場の運転者等の協力を求めるなど適切な措置をとる。 
□規制区域内の住民に対しては、絶対に家財道具等を道路に持ち出さないように指導する。 
□被災者と緊急通行車両等が混雑した場合においては、被災者を優先して誘導するよう措置する。 
□避難誘導に際しては、主要交差点、車両と被災者の境界部に特に配慮して避難誘導を確保するとと

もに、被災者の混乱による事故防止に努める。 
 

２ 交通量の少ない場合 

規制の方法は、「交通量の多い場合」に準じて行うが、これ以外に特に以下の事項に留意する。 
□警備要員が少ないときは、主要交差点等に重点的に配置する。 
□できるだけ多くの照明具を用いて、必要な広報を積極的に行う。 
□自動車を用いて避難することが予想されるが、重症者が病院への搬送のため、また、要配慮者が移

動のため、それぞれ乗車している車両の場合を除き、自動車による避難はやめさせる。 
 

第３節 交通情報の収集及び広報 

第１ 交通情報の収集 

交通情報の収集は、緊急輸送道路指定路線を重点にして、以下のとおり、市本部・道路管理者及び

南但馬警察署が協力して行う。 
 

１ 警察署 

□災害警備活動、街頭活動、その他あらゆる警察活動を通じて交通情報の収集を行う。 
□道路管理者、電力・ガス・通信企業等ライフライン機関その他関係行政機関からの交通情報の収集

を行う。 
□適宜、交通情報を県警災害警備本部に報告するとともに、必要により市（本部）に通報する。 
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２ 市本部 

市本部（危機管理室本部情報班、まち整備部復旧対策班）は、南但馬警察署、道路管理者、その

他関係行政機関と密に連絡するとともに、職員を派遣するなどして、以下の事項について、交通情

報の収集を行う。 
□鉄道、駅等の交通機関の被害状況及び復旧の見通し 
□主要道路、橋梁等の被害状況及び復旧の見通し 
□交通規制の実施状況 
□特に危険と認められた道路及び橋梁 
□その他必要な事項 
 

第２ 交通情報の広報 

交通情報の広報は、交通規制の実施状況及び解除の見通し・迂回路・交通渋滞状況等に関し、日本

道路交通情報センター等によるほか、市本部（危機管理室本部情報班）及び南但馬警察署が協力して

行う。 
□市ホームページ災害専用サイトへの掲載 
□ＣＡＴＶによる随時関係情報の市民への提供 
□「広報やぶ被災者支援情報」への掲載 
□避難所等掲示板への掲示 
□区長等へ連絡し、地域住民にその周知徹底を依頼する。 
□記者クラブ所属各新聞社に随時情報を提供し、交通情報を記事とするよう依頼する。 
□市民等からの交通情報の照会に対して、各職員が適切に回答できるよう市各部へ随時関係情報を提

供し、情報の周知漏れのないよう留意する。 
 

第４節 異常気象時通行規制区間及び道路通行規制基準 

 国及び県は、市内の路線に関し、異常気象時（豪雨時等）において、道路通行規制の基準を定めて

いる。 
他の路線においても、状況に応じて必要な規制を行うものとする。  
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第３章 道路、河川等障害物除去計画 

第１節 計画の方針 

第１ とりまとめ責任担当部 

まち整備部 
 

第２ 道路、河川等障害物除去対策に関する基本指針 

１ 県指定緊急輸送道路をはじめ緊急輸送路に関しては、所管の如何によらず道路の優先順位により

各道路管理者が協力・連携して、災害により堆積した土砂、木材等の障害物を除去し、通行の確保

を図る。 

２ 各道路管理者は、放置車両対策の強化のため必要と認める路線について、災害対策基本法第 76

条の６に基づき通行禁止道路指定区間の指定を行い、その旨速やかに周知するための広報を実施す

る。 

３ 河川障害物の除去に関しては、それぞれの管理者が行うが、災害のおそれがあり、緊急を要する

場合は、市が関係団体・業者の協力を得て行う。 

※ 住宅関係障害物除去については、第４部第５章「住宅確保対策計画」参照 

 

第２節 計画の内容 

第１ 道路上の障害物の除去 

名称 手順その他必要事項 
市 □市域内道路の障害物の有無について、まち整備部及び各地域局の地域支援班による調査

活動（道路パトロールを含む。）、国（八鹿国道維持出張所）、県（養父土木事務

所）、南但馬警察署等への照会、参集職員からの情報収集その他により把握に努める。 
□調査の結果障害物による通行支障箇所を発見した場合は、速やかにその路線名・箇所・

拡大の有無・迂回路線の有無その他被災の状況等を本部長及び国（八鹿国道維持出張

所）、県（養父土木事務所）に報告する。発生直後においては、緊急活動用道路の通行

確保を最優先事項として、除去を行う。 
□倒壊した街路樹、落下物等は、人力・重機械等により道路端に移動し堆積する。なお、

電柱等電力設備については、関西電力送配電㈱に連絡し除去を要請する。 
□鉄骨性構造物は、切断し道路端等へ移動し堆積する。 
□路上駐車及び放置自動車の撤去は、小型車等は人力又は軽装備で、大型車は車両による

牽引、クレーンの使用等重装備により行う。 
□がけ崩れにより生じた崩壊土は、重機械（ブルドーザー等）により除去を行う。また、

不安定土砂が斜面・切土法面に残っている場合には、特に不安定な部分を切土するか、

ネットで崩落を防止する。又は、路側に崩土防止柵を設置する。 
□上下水道、電気、電話等の道路占用施設の被害を発見した場合は、当該施設管理者及び

当該道路管理者にその旨通報する。緊急のため、そのいとまがない場合には、必要に応

じて現場付近の立入禁止、避難の誘導、周知措置等市民の安全確保のための措置をとり

事後に連絡する。 
県 □国・県道（国道９号及び国道 483 号を除く。）の障害物の有無について、調査するとと

もに、市・各機関からの報告をまとめ、道路網の障害物の状況に関する全体像の把握に

努める。 
□豊岡河川国道事務所との連絡を密にし、緊急度に応じて、復旧、障害物除去等の総合対

策の樹立と指導・調整・作業の実施を早急に行う。 
□通行が危険な路線、区間については南但馬警察署長に通報するとともに、状況によって

は職員を現場に派遣し、通行止め等の措置を講じ、迂回路の指示を含めた道路標識、保

安施設に万全を期する。 
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名称 手順その他必要事項 
国 □国道９号及び国道 483 号の障害物の有無について、調査するとともに、市・県・各機関

からの報告をまとめ、道路網の障害物の状況に関する全体像の把握に努める。 
□緊急度に応じて、復旧、障害物除去等の総合対策の樹立と指導・調整・作業の実施を早

急に行う。 
□通行が危険な路線、区間については南但馬警察署長に通報するとともに、状況によって

は職員を現場に派遣し、通行止め等の措置を講じ、迂回路の指示を含めた道路標識、保

安施設に万全を期する。 
 

第２ 河川・排水路等の障害物の除去 

名称 手順その他必要事項 
市 □市域内河川、公共下水道・排水路等の障害物の有無について、まち整備部、産業環境部

及び各地域局の地域支援班による巡視、参集職員からの情報収集等により把握に努め

る。 
□巡視等の結果、橋脚、暗渠流入口及び工事箇所の仮設物等につかえる障害物やその他河

川等の機能を確保するための除去しゅんせつを必要とする箇所を発見した場合は、速や

かにその河川等名・箇所の状況等を本部長及び国（豊岡河川国道事務所）、県（養父土

木事務所）に通報、報告する。 
□建設業協会等民間業者の協力を得て、応急的な除去作業を実施するなど当面必要な措置

を講ずる。 
□八鹿地域を除く各地域内建設業者等への連絡は、所管する地域局が行い、必要に応じて

まち整備部、産業環境部が総合的に調整する。 
県 □県管理河川及び所管する排水路等の障害物の有無について、調査するとともに、市・各

機関からの報告をまとめ、河川・排水路の障害物の状況に関する全体像の把握に努め

る。 
□豊岡河川国道事務所との連絡を密にし、緊急度に応じて、復旧、障害物除去等の総合対

策の樹立と指導・調整・作業の実施を早急に行う。 
国 □国管理河川及び所管する排水路等の障害物の有無について、調査するとともに、市・

県・各機関からの報告をまとめ、河川・排水路の障害物の状況に関する全体像の把握に

努める。 
□緊急度に応じて、復旧、障害物除去等の総合対策の樹立と指導・調整・作業の実施を早

急に行う。  
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第４章 災害時防犯対策計画 

第１節 計画の方針 

第１ とりまとめ責任担当部 

市民生活部 

 

第２ 大規模災害時における防犯対策の基本指針 

１ 警察署は、県警察本部と連携を図り、被災地における凶悪犯罪や集団窃盗事件等の犯罪防止、

交通指導取締り及び犯罪検挙等の治安維持活動を実施する。 

２ 市並びに市民・区長・地区防犯協会・各事業所等は、警察署と連携・調整を図り、協同して

「被災地内の安全確保」のための地域防犯対策を実施する。 

 

第３ 対策実施上の時期区分のめやす 

時期区分のめやす 手順その他必要事項 

発災直後の緊急措置 

（～３日目） 

□緊急活動用車両の通行の確保 

□救護隊員による要援護者、行方不明の救出救助活動 

□検視要員等による遺体の検視 

□避難所に危険が迫った場合における避難誘導 

□市民・事業所に対する協力要請、広報及び相談受付業務 

避難所開設期間 

（４日目～28 日目） 

□引き続き必要な場合の上記の措置の継続 

□被災地域における重点警戒 

 ※パトカー等によるパトロール活動の実施 

 ※必要により臨時交番の設置 

□重点地域における防犯・街路灯の新設・復旧 

□ボランティア防犯パトロール活動の要請及び連携 

避難所閉鎖以降 

（29 日目～） 

□被災地域及び仮設住宅団地等における重点警戒 

 ※交番勤務員等による管轄地域内の巡回連絡 

 ※必要により女性警察官を中心にしたこころのケアを兼ねた巡回 

□防犯・街路灯の新設・復旧 

□その他被災地の安全確保のために必要な措置 

 

第２節 計画の内容 

第１ 警察署の役割 

項目 手順その他必要な事項 

治安情勢の把握 □警戒区域、無人化地域及び避難所の治安状況、並びに不安に乗じて発生す

る悪徳商法等の生活経済事犯及び援助物資をねらった犯罪、その他各種犯

罪の発生状況、犯罪を誘発し又は犯罪に移行するおそれのある事象等の治

安情勢について実態把握を行う。 

地域警戒活動の強化 □被災地及び避難場所等の重点地域に対し、必要により臨時交番の設置、集

団警ら等による地域警戒活動を行う。 

ボランティア防犯パ

トロール等の協同活

動 

□市並びに市民・区長・地区防犯協会・各事業所等に対してボランティアに

よる防犯パトロール及び防犯情報による啓発等の実施への協力を要請し、

協同して地域の防犯活動を実施する。 

銃砲刀剣類対策 □銃砲刀剣類の所持者及び販売業者に対して、保管状況の調査を行うととも

に、委託保管等保管管理の徹底による盗難・紛失防止について指導し、また

必要に応じて緊急措置告示時における仮領置等の二次被害の防止を図る。 

危険物対策 □消防等関係機関と連携し施設の被害実態調査、危険物による被害の発生防

止及び被害の拡大防止のための管理者対策等必要な措置を行う。 
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第２ 市並びに市民・事業所等の役割 

１ 市各部の役割分担 

名称 手順その他必要な事項 

経営企画部 □各部、各関係機関、協力団体及び区等の住民団体が行う、避難所及び被災

地における「安全確保」のための活動への協力に関する調整を行う。 

□防犯灯・街路灯の復旧・設置等に関して必要な協力措置のとりまとめ、調

整を行う。 

市民生活部 □被災した街路灯・防犯灯の調査を行う。 

□調査結果に基づき、まち整備部、県（養父土木事務所）・関係機関等と連

携・協力し復旧・設置等の必要な措置を講ずる。 

□その他防犯活動に必要な協力を行う。 

消防団部 □災害の発生初期においては、消防団員が主力となり、区長及び付近住民を

指揮し、道路通行規制、救助・救出活動等を行う。 

□消防署並びに警察署・自衛隊等が到着した以降は、現場指揮者の指示に基

づき、必要な活動に協力従事する。 

□夜間においては、消防署並びに警察署・各協力団体・警備業者等と連携・

協力し、放火・窃盗その他の犯罪防止のための巡回パトロールを行う。 

各部共通 □各部は、その所管する業務に基づき必要な協力を行う。 

 

２ 市民・事業所の果たすべき役割 

□自ら居住する区域における消防署・警察署・自衛隊等の救助・救出部隊への可能な限りの協力

及び救出活動への参加 

□避難所及び被災地における「安全確保」のための防犯活動への協力 

□市・警察署等防災関係機関から要請された場合は、「ボランティア防犯パトロール」の編成によ

る巡回協力（男女ペアによる巡回警備）など被災地における安全確保のために必要な協力 
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第５章 防疫及び保健衛生計画 

第１節 計画の方針 

第１ とりまとめ責任担当部 

健康福祉部 

 

第２ 大規模災害時における防疫・保健衛生対策に関する基本指針 

１ 消毒、ねずみ族・昆虫類の駆除等の感染症予防措置その他、防疫上緊急を要する対策を最優先

で実施する。 

２ 県・国・その他防災関係機関、協力団体等と連携し、当面の対策として、消毒・予防接種の実

施を中心とした防疫活動、食品の衛生監視活動、健康診査・栄養指導・入浴機会の確保その他の

保健衛生活動を行う。 

３ 対策全般を通じて、甚大な被災地及び要配慮者、乳幼児、女性等向けの措置を優先して実施す

る。 

４ 各部の行う復旧対策との連携、他市町・都道府県・関係機関・団体・関連業者・専門家・ボラ

ンティア並びに市民・事業所等に広く協力を求め最大限の体制を確保し、迅速かつ混乱を最小限

にとどめるよう配慮し行う。 

５ 対策の実施に当たっては、十分な事前広報を実施する。 

６ 被害が激甚なため又は市の機能が著しく阻害されたため業務の実施が困難若しくは実施しても

不十分であると認めるときは、県に対し災害対策基本法第73条に基づく代執行を行うよう要請す

る。 

 

第３ 対策実施上の時期区分のめやす 

時期区分のめやす 手順その他必要事項 

発災直後の緊急措置 

（～７日目） 

□各地域局並びに朝来健康福祉事務所等との連携による被災地の良好な衛

生状態を維持するための消毒その他必要な応急措置の実施 

（感染症病原体媒介昆虫・ねずみ族の駆除、死亡動物の適正処理等） 

□同じく避難所の衛生管理状態の把握及び防疫・保健衛生対策上緊急を要

する応急措置の実施 

□避難所における飼養困難な愛玩動物の把握 

□被災放置された愛玩動物の保護収容対策 

□避難所開設期間中における対策実施計画の検討及び体制の確保 

□市民・事業所に対する良好な衛生状態維持の協力要請並びに防疫・保健

衛生対策計画に関する広報 

避難所開設期間 

（８日目～28 日目） 

□避難所等の仮設トイレの衛生管理指導 

□避難所等の食品・飲料水の衛生管理指導 

□避難所等の健康診査・栄養指導の実施 

□避難所における飼養困難な愛玩動物の保護 

□各地域局並びに朝来健康福祉事務所等との連携による感染症防止のため

必要な臨時予防接種実施、その他避難所の感染症対策指導 

□被災地における食品の衛生監視 

□被災者に対する入浴機会の確保 

□被災放置された愛玩動物の保護収容対策 

□避難所閉鎖以降の対策実施計画の検討及び体制の確保 

避難所閉鎖以降 

（29 日目～） 

□仮設住宅等における防疫・保健衛生対策 

□各地域局並びに朝来健康福祉事務所等との連携による仮設住宅等巡回健

康相談 

□仮設住宅等における巡回栄養指導 

□被災放置された愛玩動物の保護収容対策 

□平常時防疫・保健衛生体制への移行 
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第２節 計画の内容 

第１ 対策実施手順のめやす 

１ 防疫活動 

項目 手順その他必要事項 

県が行う健康調査・

健康診断への協力 

□健康調査に関する情報提供、健康診断対象人員把握等への協力 

臨時予防接種の実施 □県の指示に基づく臨時予防接種の実施 

被災者に対する衛生

指導 

□避難所の被災者及びその他の一般被災者に対する、台所、トイレ等の衛生

的管理並びに消毒、手洗の励行 

防疫用薬剤・資機材

及び要員の確保 

□市備蓄分による初期防疫活動の実施 

□不足防疫用薬剤・資機材の調達（県への応援供給要請、薬剤師会等への協

力要請による） 

□防疫・保健衛生対策要員等の確保（応援他市町に対する協力要請） 

避難所の消毒 □必要に応じて適宜トイレその他の消毒の実施 

□消毒方法は、災害防疫実施要綱（昭和 40 年５月 10 日衛発第 302 号厚生省

公衆衛生局長通知）も参考とすること 

被災家屋等の消毒 □被災家屋、下水のあふれ出し箇所その他必要と認める場所の消毒実施 

□消毒薬交付による自主的消毒の協力呼びかけ 

□消毒方法は、災害防疫実施要綱（昭和 40 年５月 10 日衛発第 302 号厚生省

公衆衛生局長通知）も参考とすること 

ねずみ族・昆虫等の

駆除 

□市又は市の一部区域の被害が集中的かつ著しい場合等に被災家屋において

実施 

被災井戸（飲料水）

の消毒 

□被災井戸の通報等により必要と認める場合に実施 

□消毒薬交付による自主的消毒の協力呼びかけ 

□消毒方法は、災害防疫実施要綱（昭和 40 年５月 10 日衛発第 302 号厚生省

公衆衛生局長通知）も参考とすること 

感染症患者の入院等 □状況に応じ感染症対策班編成による１類感染症、２類感染症及び新型イン

フルエンザ等感染症の患者、並びに１類感染症、２類感染症及び新型イン

フルエンザ等の無症状病原体保有者の医療機関への入院の勧告又は措置、

患家消毒等の実施 

□消毒方法は、災害防疫実施要綱（昭和 40 年５月 10 日衛発第 302 号厚生省

公衆衛生局長通知）も参考とすること 

その他県が行う防疫

活動への協力 

□県の指示により適宜実施 

県への報告 □朝来健康福祉事務所を通じ県に対する被害状況、防疫活動状況、災害防疫

所要見込額の報告 

□災害防疫活動終了後「災害防疫完了報告書」の作成・提出 

代執行の要請 □市のみで困難と認める場合は迅速にその旨県（朝来健康福祉事務所）に連

絡し協力若しくは代執行要請 

 

２ 食品の衛生監視 

知事が実施する。大規模災害時には、停電や断水などによる冷凍機器の機能低下や飲料水の汚染

等により食料品が腐敗、汚染されることが考えられる。このため、県（朝来健康福祉事務所）は食

品衛生監視員を食品の流通集積拠点、避難所等に派遣し、概ね以下のような活動を行い、食品の安

全確保を図ることとなっている。 

□救護食品の監視指導及び試験検査 

□飲料水の簡易検査 

□弁当製造業者その他食品関係営業者の監視指導 

□その他食料品に起因する危害発生の防止 
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３ その他の保健衛生対策 

項目 手順その他必要事項 

巡回栄養指導 □市は、災害時における行政栄養士活動ガイドラインに基づき、朝来健康福

祉事務所、その他関係機関、協力団体・ボランティア等と連携・協力し

て、巡回相談や家庭訪問を実施し避難所・被災地及び仮設住宅に暮す市民

に対し、食生活自立に向けてのアドバイスを行う。 

健康診査・健康相談 □市は、朝来健康福祉事務所、医師会、協力団体・ボランティア等と連携・

協力し避難所及び仮設住宅等において、健康診査・健康相談を実施する。 

□健康不安の解消及び疾病の予防と早期発見を図り、医療機関への受診勧奨

を行う。 

入浴機会の確保 □市内温泉施設、ホテル、旅館などのうち、開設可能な施設の提供協力を受

けて行う。自衛隊の野営風呂、仮設シャワーの設置等については、必要に

応じて、タンクローリーによる温泉水の補給等により行う。 

保健衛生活動におけ

る連携体制の整備 

□市と県は、連携して、発災後迅速に保健衛生活動が行えるよう、災害時の

派遣・受入れが可能となる体制の整備、災害時のマニュアルの整備及び保

健師等に対する研修・訓練の実施等の体制整備に努める。 

 

４ 被災放置された愛玩動物の保護収容 

飼養されていた犬等が放浪することによる市民への危害発生を防止するため、これら動物の保護

収容等の対策については、県（朝来健康福祉事務所）、県獣医師会、動物愛護団体・ボランティア

等と連携・協力して行う。具体的な対策については、動物愛護センター但馬支所、獣医師会及び動

物愛護団体により組織・設置される動物救援本部がそのつど関係機関と協議して決めるが、概ね以

下をめやすとして行う。 

なお、市は、動物救援本部に対し、被災者が同行避難した愛玩動物の避難所における飼養管理が

適切に行われるよう必要な措置を講ずるとともに、必要に応じ、その状況等の情報の提供及び救援

支援要請を行う。 

□放浪動物の保護収容 

□負傷している動物の収容・治療 

□飼養困難な動物の一時保管並びに所有者、新たな飼養者探し 

□その他動物に関する相談の受付 

 

第２ 事前広報の実施等 

 防疫・保健衛生対策の実施に当たっては、「広報やぶ被災者支援情報」、市ホームページ災害専用

サイト、ＣＡＴＶ等により事前広報を行い、市民・事業所等の協力を要請する。また、地域局、災害

総合相談窓口等を通じてその趣旨の徹底と被災者の要望の把握に努める。具体的な広報実施に際して

は、以下に掲げる点に留意する。 

□避難所等における仮設トイレの衛生的使用の必要性 

□避難所等における手洗の励行 

□生水の飲用に対する注意 

□食中毒の防止のための注意 

□バランスのとれた食事・睡眠による健康の保持の重要性 
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第３ 家畜伝染病の予防、応急対策 

１ 家畜伝染病の予防及びまん延防止対策の実施 

災害発生に伴う家畜伝染病の予防及びまん延防止については、家畜伝染病予防法の規定に基づき、

朝来家畜保健衛生所を主体として、これに産業環境部が協力し、検査、予防注射及び消毒等を実施

する。また、病性鑑定については、朝来家畜保健衛生所が実施する。 

 

２ 鳥インフルエンザ等、重大家畜伝染病対策の実施 

市長は、市内または近隣市町において、高病原性鳥インフルエンザ等の重大家畜伝染病が発生し

たときには、「養父市重大家畜伝染病対策本部設置要綱」に基づき、重大家畜伝染病対策本部を設

置する。 

各部は、速やかに情報を共有するとともに、「養父市重大家畜伝染病対策マニュアル」等に基づ

き、迅速かつ適切な対応を行う。 

なお、患畜等の処分については、「養父市重大家畜伝染病対策マニュアル」等に基づき、安全か

つ適切な処理を行う。 
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第６章 遺体対策計画 

第１節 計画の方針 

第１ とりまとめ責任担当部 

市民生活部 

 

第２ 大規模災害時における遺体対策に関する基本指針 

１ 災害発生直後（発災後 72 時間をめやすとする。）においては、生存者救出を最優先として、行

方不明者の捜索を行う。 

２ 行方不明者の捜索から遺体の火葬までの措置は、発災後７日間以内完了を目標として行う。 

３ 遺体の検案、検視は、各遺体収容場所設置施設内で行う。 

４ 犠牲者への哀悼の意を表するとともに、市民の生活再建を支援・促進する観点から、市民合同

葬を避難所開設期間中に、また、市民合同慰霊祭は避難所閉鎖後２か月以内を目途として、それ

ぞれ行う。 

５ 各部の行う復旧対策との連携、他市町・都道府県・関係機関・団体・関連業者・専門家・ボラ

ンティア並びに市民・事業所等に広く協力を求め、最大限の体制を確保するとともに混乱を最小

限にとどめるよう配慮し、迅速に行う。 

６ 対策の実施に当たっては、十分な事前広報を実施する。 

 

第３ 対策実施上の時期区分 

時期区分のめやす 手順その他必要事項 

発災直後の緊急措置 

（～７日目） 

□死者・行方不明者の人数の把握 

□要捜索者名簿の作成 

□行方不明者の捜索・遺体の収容・火葬に必要な人員、資機材等並びに処理

のための施設の確保 

□遺体収容場所の開設 

□行方不明者の捜索・遺体収容場所への収容 

□収容された遺体の検案・火葬（期内完了目標） 

□市民・事業所に対する協力要請、広報及び相談受付業務 

避難所開設期間 

（８日目～28 日目） 

□引き続き必要な場合の上記の措置の継続 

□発生後 10 日以内に完了しない場合の延長手続 

□市民合同葬の実施 

□市民・事業所に対する協力要請、広報及び相談受付業務 

□避難所閉鎖以降の対策計画に関する事前広報 

避難所閉鎖以降 

（29 日目～） 

□引き続き必要な場合の上記の措置の継続 

□行方不明者捜索作業の完了時期に関する検討 

□合同慰霊祭の実施に関する計画の検討 

□市民・事業所に対する協力要請、広報及び相談受付業務 
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第２節 計画の内容 

第１ 市各部の役割分担 

名称 手順その他必要な事項 

市民生活部 □要捜索者名簿の作成 

□遺体の検案に関する連絡・調整 

□遺体の収容、埋葬の実施 

□遺体の埋葬手続に必要な事務処理 

□身元不明遺体の警察からの引継ぎと措置 

□行方不明者の捜索及び遺体の収容・埋葬に関する総合調整 

消防団部 □行方不明者及び遺体の捜索 

□遺体の収容並びに搬送に関する協力 

経営企画部 □市民合同葬等の実施 

各部共通 □所管施設及び所管業務に係る協力 

 

第２ 対策実施手順のめやす 

項目 手順その他必要な事項 

捜索依頼・届出の受

付等 

□所在の確認できない市民に関する問合わせや行方不明者の捜索依頼・届出

の受付は、市民生活部が南但馬警察署と連携・協力し行う。 

□届出を受けたときは、行方不明者の住所、氏名、年齢、性別、身長、着衣

その他の特徴について、可能な限り詳細に聴き取り記録する。 

□警察署及び市は「届出」に関する情報の共有に努める。 

□市は「届出」リストのうち避難所記録簿、医療救護班診療記録簿、その他

市で把握する災害規模や被災地の状況に関する情報・安否情報等により生

存が確認されるものを除き「要捜索者リスト」を作成する。 

遺体収容場所の開設 □県立八鹿高校体育館等あらかじめ指定する施設内に遺体収容場所を開設す

る。 

□施設には、検視場所、遺体安置場所、遺族待機所を確保する。 

□予定施設以外に開設する場合は、照明設備、水道設備を有する施設とす

る。 

※ 遺体収容場所設置予定施設（第１部第２章第６節「活動拠点の配置計

画」）参照 

捜索の実施及び遺体

の収容 

□捜索活動は、要捜索者リストに基づき消防団部及び関係各部が消防署、警

察署、自衛隊その他の関係機関及び地元区長、ボランティア等の協力を得

て行う。 

□捜索活動中に遺体を発見したときは市本部及び警察署に連絡する。 

□遺体は、現地最寄りの遺体収容場所に収容し検視・検案を受ける。検案を

待つ間所要の警戒員を配置し監視を行う。 

□遺体収容時に確認・記録すべき事項 

（□発見者 

（□発見日時 

（□発見場所 

（□発見時の状況 

（□身元確認資料の有無等 

（□身元引受者等の連絡先 

遺体の検視・検案 □発見した遺体の検視・検案は、各遺体収容場所設置施設内において、警

察、市及び県医療救護班又はその他の医師の協力を得て実施する。 

□検案は、死亡診断のほか、洗浄、縫合、消毒等の必要な処置を行う。 

□身元不明遺体については、警察署が必要な調査を実施できるように協力す

る。 

□検視・検案を終えた遺体に関し警察署、地元区長等の協力を得て、身元確

認と身元引受人の発見に努める。 
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項目 手順その他必要な事項 

遺体の安置・保存 □県立八鹿高校体育館等あらかじめ指定する遺体収容場所施設内に遺体安置

場所を確保する。ただし、当該施設内に確保できない場合は天幕等を設置

して代用する。また、市内寺院に対して、一時安置協力を要請する。 

□市内葬儀業者等の協力を得て、ドライアイス及び納棺用品、仮葬祭用品等

必要な器材を確保するとともに、納棺作業の指導のための要員を確保す

る。なお、不足する場合は、県に対し確保のあっせんを要請する。 

□死体検案書（写し）を引き継ぎ、死体処理票及び遺留品処理票を作成す

る。 

□棺に氏名及び番号を記載した氏名札を添付する。 

□遺族その他より遺体引き受けの申し出があった時は、死体処理票及び遺留

品処理票により整理の上引き渡す。 

□遺体引受人が見つからない遺体については、本部長（市長）を身元引受人

として、死体火（埋）葬許可証の発行手続をとる。 

埋火葬 □各遺体収容場所内に要員を配置し「火葬相談室」を開設し、遺族との対応

及び埋火葬に関する事務を処理する。 

□引き取り手のない遺体及び遺族等が埋火葬を行うことが困難な場合につい

ては、市で応急措置として埋火葬する。 

□遺体を火葬する場合は、災害死体送付票を作成の上、市火葬場・斎場若し

くは指定された火葬場に送付する。 

□遺体の火葬場への搬送については、民間輸送業者、民間葬祭業者等に依頼

して行う。 

□遺体が多数若しくはその他やむを得ない事情のため、静霊苑で処理できな

いときは、県（朝来健康福祉事務所）に連絡し、近隣府県市町村等の協力

体制の確立を要請する。 

□遺骨、遺留品は包装し、氏名札及び遺留品処理票を添付の上、各庁舎内に

設置する「遺骨遺留品保管所」に一時保管する。 

□家族その他関係者から遺骨、遺留品の引き取り希望のあるときは、遺骨及

び遺留品処理票により整理の上引き渡す。 

□身元不明遺体の遺骨は、遺留品とともに遺骨遺留品保管所に保管する。こ

の場合１年以内に引取人の判明しないものは身元不明者扱いとして、市が

別に定める場所に移管する。 

市民合同葬等の実施 □災害により住宅を失いかつ家族を失った市民の生活再建を支援・促進する

とともに、死者に対する哀悼の意を市・県・国・関係機関並びに市民が共

に表明する場を提供し再建への意志を新たにする観点から、市民合同葬を

避難所開設期間中に行う。 

□市民合同慰霊祭は避難所閉鎖後２か月以内を目途として行う。 

※ 資料５－５ 遺体収容場所の候補施設一覧 
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第７章 廃棄物対策計画 

第１節 し尿処理対策計画 

第１ 計画の方針 

１ とりまとめ責任担当部 

まち整備部 

 

２ 大規模災害時におけるし尿処理対策に関する基本指針 

(1) 下水道整備区域において、通水機能が確保される場合は、流下用の水を確保することによって

水洗トイレ（下水道機能）を有効に活用する。 

(2) 上記の措置が困難な区域については、仮設トイレの設置により収集する。 

(3) し尿の処理対策の実施に当たっては、避難所・公立八鹿病院・要配慮者救援施設その他拠点施

設から排出される「し尿」並びにその他の「仮設トイレ」からの収集を最優先する。 

(4) 仮設トイレ、バキュームカーその他の収集用資機材並びに処理場等の確保については、収集業

務委託業者の全面的な協力を得るとともに県を通じて広域的な応援体制の確立により対処する。 

(5) 対策の実施に当たっては、十分な事前広報を実施する。 

 

３ 対策実施上の時期区分のめやす 

時期区分のめやす 手順その他必要事項 

発災直後の緊急措置 

（～７日目） 

□し尿の要収集施設・場所、量等の把握 

□防疫対策上緊急を要する応急措置 

□仮設トイレの補充確保及び設置 

□バキュームカーの補充確保 

□被災地域及び避難所等拠点施設における重点対策 

（□避難所・医療対策施設・要配慮者救援施設等拠点施設からの収集 

（□その他被害甚大な地域等の仮設トイレからの収集 

□衛生公園及び各浄化センターにおけるし尿処理 

□周辺市町処理施設におけるし尿の応援処理 

□広域的体制によるし尿の応援処理 

□市民・事業所に対する広報 

避難所開設期間 

（８日目～28 日目） 

□引き続き必要な上記措置の継続 

□仮設トイレの消毒（週１回程度をめやすとする。） 

□仮設トイレの使用状況点検、下水道復旧状況等に応じた撤去・縮小 

□汲取地域からのし尿の収集 

□平常時収集・処理体制への移行 

 

第２ 計画の内容 

１ 市各部の役割分担 

名称 手順その他必要な事項 

まち整備部 □し尿の収集・処理対策の実施 

□衛生公園・各浄化センターによる「し尿」処理 

□下水道を利用した「し尿」処理 

□仮設トイレの設置、管理のとりまとめ 

各部共通 □所管施設及び所管業務に係る「し尿」処理対策に関する協力 
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２ 対策実施手順のめやす 

し尿処理対策の実施手順のめやすは、以下のとおりとする。 

なお、避難所等の仮設トイレの必要数及びし尿の収集・処理見込みに関する情報の収集・連絡、

し尿処理施設の被害状況と稼働見込の把握、仮設トイレの管理に要する消毒剤等の準備及び確保、

収集・処理能力が不足する場合の県等への応援要請については、発災後 24 時間以内に実施する。 

(1)仮設トイレの設置 

区分 仮設トイレ設置のめやす 

設置すべき場所 □避難所（避難所内でトイレが不足又は使用不可能な場合） 

□その他被災者を収容する施設 

□公立八鹿病院、物資集配拠点、仮置場等救援対策活動拠点施設 

□中層集合住宅、住宅密集地及びホテル・旅館等観光客滞在施設 

設置期間 □上下水道施設復旧など、その必要がないと認めるときまで 

(2)初期における重点収集・処理の実施 

項目 手順その他必要な事項 

重点収集 □避難所・公立八鹿病院・要配慮者救援施設その他拠点施設を最優先で収集す

る。 

緊急的な処理 □衛生公園及び各浄化センターに搬入して処理する。 

□下水道管路・ポンプ場等排水施設の処理機能が確認された場合は、収集時に

最寄りの汚水マンホール等から直接投入する。 

(3)第二次処理対策の実施 

項目 手順その他必要な事項 

し尿収集の実施 □汲取地域について、収集を開始する。 

□交通渋滞の要因となることのないよう、周辺市町の協力を得て、収集地域区

分ごとに臨時の搬入先処理場を指定し行う。 

□下水道管路・ポンプ場等の排水施設の処理機能が確認された場合は、収集時

に最寄りの汚水マンホール等から直接投入する。 

仮設トイレの撤

去・縮小 

□水洗トイレの復旧状況、仮設トイレの利用状況等に関して、関係各部からの

情報連絡、巡回点検活動により把握し段階的に仮設トイレの撤去・縮小を行

う。 

□関係各部・機関への通報及び市民に対する事前広報を十分に行う。 

平常時収集・処理

体制への移行 

□施設等の復旧状況により、関係各部及び各防災関係機関と協議して、平常時

収集・処理体制への移行手順について、検討する。 

□関係各部・機関への通報及び市民に対する事前広報を十分に行う。 

 

３ 事前広報の実施 

し尿処理対策の実施に当たっては、「広報やぶ被災者支援情報」、市ホームページ災害専用サイ

ト、ＣＡＴＶ等を通じて事前に市民・事業所等の協力を要請する。また、各地域局、災害総合相談

窓口等を通じてその趣旨の徹底と被災者の要望の把握に努める。具体的な広報実施に際しては、以

下に掲げる点に留意する。 

□被害が軽微な汲取地域に対する収集一時中止措置の必要性 

□仮設トイレ利用上の留意事項 

□平常時収集体制への移行に関する見通し 

※ 資料５－４ ごみ・し尿等処理施設の現況 
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第２節 ごみ・災害廃棄物等処理対策計画 

第１ 計画の方針 

１ とりまとめ責任担当部 

産業環境部 

 

２ 大規模水害等時におけるごみ・災害廃棄物等処理に関する基本指針 

(1) 生ごみ、医療廃棄物、緊急輸送道路の安全な交通機能確保のために、必要な限度における道路

上の「堆積ごみ」等緊急に収集・処理すべき「ごみ」を最優先で収集する。処理に当たっては、

一般家庭、事業所からの廃棄物は一般ごみとして最終処分場等で処分し、道路、農地の土砂や漂

着ごみはそれぞれの管理者が処分する。 

(2) 生活ごみ等仮置場を設置する方が効率のよい場合は、公共の広場に設定する。 

(3) 甚大な被災地及び避難所・医療対策拠点施設、要配慮者救援施設等拠点施設を最優先で収集す

る。 

(4) 有害ごみの収集・処理は、排出源における分別と安全管理を徹底するとともに、県・国の協力

を得て行う。 

(5) 建築物の解体によって発生したガレキ（コンクリート、瓦、その他）は、産業廃棄物として解

体事業者が処分する。その際可能な限り分別・減量・再利用を徹底・指導する。 

(6) 収集・搬出・中間処理（分別・減量・再利用）及び最終処分場への搬出の各場面において、

県・国・民間廃棄物関係業者・団体の全面的協力を得る。 

(7) 収集・処理対策実施上、「分別」が重要となるため、市民、事業者に対しては排出方法その他

必要な事項について事前広報を徹底し協力を求める。 

(8) 災害により一時的に大量に発生した生活ごみや粗大ごみについては、遅くとも３～４日以内に

収集を開始し、７～10 日以内に収集を完了することを目標とする。 

(9) 災害廃棄物に関する情報及び災害廃棄物処理支援ネットワーク（Ｄ．Ｗａｓｔｅ－Ｎｅｔ）や

地域ブロック協議会の取組み等に関して、ホームページ等において公開するなど、周知に努め

る。 

(10) ボランティア、ＮＰＯ等の支援を得て災害廃棄物等の処理を進める場合には、社会福祉協議

会、ＮＰＯ等と連携し、作業実施地区や作業内容を調整・分担するなどして、効率的に災害廃棄

物等の搬出を行う。 

(11) 適切な管理のなされていない空き家等に対し、緊急に安全を確保するための必要最小限の措

置として、必要に応じて、外壁等の飛散のおそれのある部分や、応急措置の支障となる空き家等

の全部又は一部の除却等の措置を行う。 

 

３ 対策実施上の時期区分のめやす 

時期区分のめやす 手順その他必要事項 

発災直後の緊急措置 

（～７日目） 

□ごみ等の発生状況（要収集地域・施設・場所、量、質等）の把握 

□災害廃棄物処理の必要性（要収集地域・施設・場所、量、質等）の把握

及び県（農政環境部環境管理局）への連絡 

□防疫対策上緊急を要する応急措置 

□緊急輸送道路上の堆積物のうち、安全な通行を確保するため必要な限度

における収集・搬出措置 

□有害ごみ発生状況の把握及び当面の危険防止措置 

□その他被災地域及び拠点施設における重点対策 

（□避難所・医療施設・要配慮者専用施設その他拠点施設からの収集 

（□被災地放置ごみの収集 

□市クリーンセンターにおける分別・仮置処理 

□南但クリーンセンターにおける中間処理 

□周辺市町処理施設による応援処理 

□仮置場における中間処理 

□広域的支援、産業廃棄物処理許可業者等による中間処理及び最終処分 

□市民・事業所に対するごみ・災害廃棄物分別・排出抑制等の協力要請並

びにその他応急収集計画に関する広報 
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時期区分のめやす 手順その他必要事項 

避難所開設期間 

（８日目～28 日目） 

□引き続き必要な上記措置の継続 

□全市域を対象とする応急的収集・処理対策 

□有害ごみに対する安全対策上必要な措置 

避難所閉鎖以降 

（29 日目～） 

□引き続き必要な上記措置の継続 

□平常時収集体制への移行 

□災害廃棄物処理処分計画の検討及び体制の確立 

 

第２ 計画の内容 

１ 市各部の役割分担 

名称 手順その他必要な事項 

産業環境部 □ごみ・災害廃棄物等収集・処理対策の実施 

□仮置場の確保 

□空家の除却等 

□県（農政環境部環境管理局）との連絡・調整 

（□災害廃棄物処理の必要性のある場合の連絡 

（□ごみ・災害廃棄物等の最終処分までの処理ルートが確保できない場合

の支援要請 

□各部、関係機関・団体等とのごみ・災害廃棄物等収集・処理対策に関す

る連絡・調整 

まち整備部 □仮置場の確保に関する協力 

□空家の除却等に関する協力 

各部共通 □所管施設及び所管業務に係るごみ・災害廃棄物等収集・処理対策に関す

る協力 

 

２ 対策実施手順のめやす 

(1)第１次収集・処理対策の実施 

項目 手順その他必要事項 

産業環境部内にごみ・

災害廃棄物等処理各専

任担当班編成 

□ガレキ処理班：被災建築物、道路上障害物等災害廃棄物の収集・処理 

□清掃班：生活ごみ、粗大ごみの収集・処理 

□有害ごみ班：医療廃棄物、事業所排出有害ゴミ等の収集・処理 

仮置場の設置 □仮置場は、公共の広場等の空地に複数確保する。搬出動線の簡略化、車

両の効率的運用の観点から市域をいくつかの区域に区分し各地域内で発

生した、災害廃棄物等の受入れを行う。 

生ごみ等腐敗しやすい

廃棄物の収集・処理 

□委託業者等の協力を得て、最優先で収集・搬送の体制を確立し南但ク

リーンセンターへ搬送し焼却処理する。 

□施設破損等により市施設のみで処理困難な場合は、周辺市町・処理業者

等に協力を要請の上搬送する。 

□収集できずに空地等に置かれたごみについては、必要に応じて定期的な

消毒を行う。 

その他の「燃えるご

み」及び「燃えないご

み」の収集・処理 

□いったん仮置場に搬送し分別・仮置の上、状況に応じて、漸次南但ク

リーンセンターに搬送し適切に処理する。 

災害廃棄物等の収集・

処理 

□分別の厳守その他基本指針の徹底を図るため、各区域を単位として、解

体・修理等事業者（可能な限り単独企業体）へ作業委託する。 

□原則として、各現場において、「木質系」「コンクリート系」「金属

系」の分別を行うよう指導・監視に努める。 

□仮置場は、火災対策を講ずる。また、定期的な消毒を行う。 

□不燃物処理場において破砕処理し、可能な限りリサイクル利用に努め

る。 
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項目 手順その他必要事項 

医療廃棄物の収集・処

理 

□専門業者等の協力による車両を適宜配車して、収集の上適切に処理す

る。 

路上又は農地放置等廃

棄物の収集・処理 

□道路又は農地等に漂着若しくは放置された廃棄物は、それぞれの管理者

が関係各部・機関、応援市町・委託業者等の協力による車両を適宜配車

して、仮置場まで収集・搬送する。 

(2)第２次収集・処理対策の実施 

項目 手順その他必要事項 

仮置場における減量

化、分別回収処理 

□仮置場において、必要に応じて中間処理のための設備（破砕機・金属磁

選機等）を設置し、可能な限り減量化を図る。 

□仮置場において、可能な限り資源の分別回収に努め、リサイクル業者に

対し買取・搬送の協力を求める。 

処理業者等への協力要

請 

□施設破損等により市のみで処理困難な場合は、「兵庫県災害廃棄物処理

の相互応援に関する協定」等に基づき、周辺市町・処理業者等に協力を

要請の上搬送する。 

□全国産業廃棄物連合会等をはじめ民間廃棄物処理許可業者等の協力を得

て、搬送し適切に処理する。 

□県内市町等による応援が困難な場合は、（公財）ひょうご環境創造協会

の活用または県に処理に関する事務委託を行う。 

最終処分 □焼却灰を含め埋め立て最終処分については、県に協力を要請し適切に処

理する。 

□災害廃棄物等については、災害発生後、概ね２年以内の最終処分を目指

し、最長でも３年以内に最終処分が完了するよう、適宜県・国と協議

し、速やかに処理を行う。 

 

３ 事前広報の実施 

ごみ・災害廃棄物等処理対策の実施に当たっては、「広報やぶ被災者支援情報」、市ホームペー

ジ災害専用サイト、ＣＡＴＶ等を通じて事前に市民・事業所等の協力を要請する。また、各地域局、

災害総合相談窓口等を通じてその趣旨の徹底と被災者の要望の把握に努める。具体的な広報実施に

際しては、以下に掲げる点に留意する。 

□避難所等救援対策施設、被害の甚大な地域を最優先することへの理解の要請 

□被害軽微地域に対する収集一時中止措置の必要性 

□分別排出と排出抑制の協力要請 

□各地域の収集日の区別の徹底 

□有害・危険廃棄物等の分別の徹底及び適正処理の遵守 

（例えば、使用済のカセットボンベの「使いきりの確認」、「分別」の徹底 

 適正処理困難物（タイヤ・廃油・消火器等）の混入禁止など） 

□粗大ごみは、直接最終処分場へ持込むものとし、地域局又は市民生活部を通じた減免申請書の記

入提出方式によること 

□平常時収集体制への移行に関する見通し 

※ 資料５－４ ごみ・し尿等処理施設の現況 
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第８章 環境対策計画 

第１節 計画の方針 

第１ とりまとめ責任担当部 

産業環境部 

 

第２ 大規模災害時における環境保全対策に関する基本指針 

１ 水道取水施設周辺の有害物質（大気汚染防止法及び水質汚濁防止法に規定されているもの）等

取扱事業所及び燃料等貯蔵施設の破損による二次災害防止措置を最優先で実施する。 

２ 対策全般を通じて、甚大な被災地及び主要工場・事業場に関する措置を優先して実施する。 

３ 市民・中小事業者を含めて有害物質発生排出源における危険防止のための応急措置の実施、市

及び関係機関への早期通報、分別その他の安全管理措置等の実施を徹底する。 

４ 県は、市と協力して、被災により損壊した建築物の解体撤去工事において生じる、粉じんや石

綿の飛散を防止するため、建築物の損壊状況実態調査の情報をもとに、当該建築物等の所有者及

び解体工事事業者等に対し、粉じんや石綿の飛散防止等環境保全対策を実施するよう指導する。 

５ 各部の行う復旧対策との連携、他市町・都道府県・関係機関・団体・関連業者・専門家・ボラ

ンティア並びに市民・事業所等に広く協力を求め最大限の体制を確保し、迅速かつ混乱を最小限

にとどめるよう配慮し行う。 

６ 対策の実施に当たっては、十分な事前広報を実施する。 

 

第３ 対策実施上の時期区分のめやす 

時期区分のめやす 手順その他必要事項 

発災直後の緊急措置 

（～７日目） 

□有害物質等取扱事業所における被害状況等の把握 

（□主要工場・事業場に対する緊急ヒアリング調査 

（□必要な場合における応急措置の指示 

 （除去、規制、周辺地域住民への周知等） 

□燃料等貯蔵施設の被害状況の把握 

（□公共用水域及び地下水への影響調査 

（□必要な場合における応急的汚染防止措置 

□建築物の損壊状況実態調査の実施 

□建築物等の解体、ごみ・災害廃棄物等処理状況の把握 

□環境汚染防止措置の指導 

（□アスベスト飛散防止のために必要な措置 

（□その他粉塵の飛散防止のために必要な措置 

（□オゾン対策、ダイオキシン対策、特に野焼禁止の徹底 

（□有害物質の分別・安全管理の徹底 

□市民・事業所に対する環境保全に関する広報及び苦情等相談受付事務 

第１次対策実施期間 

（８日目～14 日目） 

□有害物質等取扱事業所における二次災害防止対策 

（□原因工場・事業場に対する防止対策及び管理指導 

（□公共用水域及び地下水の汚染追跡調査 

□その他上記措置の継続 

第２次対策実施期間 

（15 日目～） 

□有害物質等取扱事業所における二次災害防止対策 

（□汚染状況等詳細調査の実施 

 （汚染範囲の特定、汚染物質除去計画の検討） 

（□汚染地域の拡大防止措置 

 （除去、地下水の飲料禁止、浄化措置等） 

□大気汚染調査、水質汚濁調査の定期的実施 

□その他上記措置の継続 

  



第１編 第３部 第８章 環境対策計画 

応復－131 

第２節 計画の内容 

第１ 市各部の役割分担 

名称 手順その他必要な事項 

産業環境部 □環境保全対策の実施 

□環境保全対策に関する連絡・調整 

まち整備部 □水道取水施設の安全管理 

□道路上の障害物除去に伴う適正処理に関する協力 

□建築物解体に伴う適正処理に関する協力 

□公共用水域及び地下水の環境保全に関する協力 

各部共通 □所管施設及び所管業務に係る環境保全対策に関する協力 

 

第２ 対策実施手順のめやす 

１ 有害物質に係る二次災害防止対策 

項目 手順その他必要事項 

緊急汚染源調査 □被災により有害物質が漏洩した場合、大きな環境汚染のおそれがある主要

工場については、地震発生後できる限り速やかに電話、現地調査その他の

方法により緊急ヒアリングを行う。 

□必要に応じて適切な措置を講ずるよう指導する。 

被災状況調査及び緊

急現地調査 

□被災地域を中心として、有害物質を取り扱う工場、事業場をリストアップ

し、被災状況を把握するためアンケート調査を実施する。 

□主要な工場に対しては、緊急現地調査を行い、被害状況を把握するととも

に、環境汚染に対する二次災害防止について技術指導を行う。 

公共用水域及び地下

水の監視 

□水道施設、温泉施設と密接な関係があることから、上水道取水施設周辺水

域及び温泉水源井戸の確保を最重要として監視する。 

□簡易専用井戸の被害状況把握及び水質検査を行い、その結果から汚濁井戸

を把握し必要な対策を講ずる。 

 

２ 建築物の被災若しくは解体に伴う対策 

項目 手順その他必要事項 

粉塵飛散防止対策 □工事現場においては、シートでカバーする。 

□水を確保し解体作業時に散水を必ず行う。 

アスベスト飛散防止

対策 

□解体・撤去工事を行う元請事業者は、当該建築物が吹付けアスベストを使

用している可能性のある建築物であるか否かをあらかじめ確認する。 

□吹付けアスベストを使用している可能性のある建築物については、工事着

手前に吹付けアスベストの使用の有無等について、現地調査を実施する。 

□調査の結果、使用していることが判明したもの及び使用していないことが

確認できない場合は、市に報告する。 

□吹付けアスベスト使用建築物、又は吹付けアスベストの使用の有無が確認

できない建築物については、次の対策を講ずる。 

（□事前に除去できる場合については、事前に除去する等飛散防止対策の実

施 

（□事前に除去できない場合及び使用の有無が確認できない場合について

は、薬剤の散布による固化又は散水の実施 

（□全壊建物で飛散のおそれがある場合は、直ちにシートによる囲い込みの

実施 

（□吹付けアスベスト使用建築物、又は吹付けアスベストの使用の有無が確

認できない建築物について、解体・撤去工事が完了したときは、市に報

告 



第１編 第３部 第８章 環境対策計画 

 応復－132 

項目 手順その他必要事項 

災害廃棄物等の搬出

時の飛散防止対策 

□災害廃棄物等の搬出を行う元請け事業者は、必要に応じて運搬時に荷台

シートカバーをかぶせる。 

□その他必要な措置を講ずる。 

 

３ 大気・水の監視 

大規模災害が発生した場合における環境調査については、そのつど国・県・関係機関等と協議し

て決める。 

 

第３ 事前広報等の実施 

 環境保全対策の実施に当たっては、「広報やぶ被災者支援情報」、市ホームページ災害専用サイト、

ＣＡＴＶ等を通じて事前に市民・事業所等の協力を要請する。また、各地域局、災害総合相談窓口等

を通じてその趣旨の徹底と被災者の要望の把握に努める。具体的な広報実施に際しては、以下に掲げ

る点に留意する。 

□環境汚染のおそれがある箇所に関する情報の市本部への提供 

□できるだけ解体工事現場等の粉じんの発生する場所には近付かないこと 

□手洗・うがいの励行 

□防じんマスク着用の呼びかけ 

□その他環境汚染のおそれがある箇所に関する留意事項 
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第９章 上下水道施設応急対策計画 

第１節 計画の方針 

第１ とりまとめ責任担当部 

まち整備部 
 

第２ 上下水道施設の応急対策に関する基本指針 

１ 被害甚大地域に関する情報収集は、所管の如何によらず、各部が協力・連携し「被災概要」の早

期把握に努める。なお、県は、情報収集で得た航空写真・画像等については、ライフライン施設の

被害状況の早期把握のため、ライフライン事業者等の要望に応じて、情報提供に努めることとなっ

ている。 
２ 復旧は、学校、病院、避難所などの施設から優先的に行うとともに、被害の少ない地域から順次

行い早期復旧に努める。 
３ まち整備部は、市ホームページ、ＣＡＴＶ、並びに報道機関等を通じて、施設の被災状況、復旧

見込み及び応急給水・仮設トイレの設置等代替サービスの実施等必要な情報提供を行うとともに、

各部、他市町・県・関係機関の行う応急対策との連携、市民・事業所等への協力要請により、混乱

を最小限にとどめるよう努める。 
４ 農業集落排水処理施設及び浄化センターは、まち整備部が下水道施設に準じて応急対策の実施に

あたる。 
 

第２節 上水道施設応急対策計画 

第１ 応急活動体制 

１ 応急活動体制 

災害発生時及び災害発生のおそれがある場合には、まち整備部内に応急活動体制を指令し、本部

と密接な連絡を保ちながら応急活動に対処する。 
 

２ 被害状況の収集及び伝達 

取水、導水、浄水、送水、配水の各施設についての被害状況を早急に調査し、被害の全体像の迅

速な把握に努める。有線による通信連絡が不可能な場合は、携帯電話、防災行政無線、伝令派遣そ

の他による。とりまとめた被害状況は、本部長に報告するとともに、関係各部、南但消防本部、但

馬県民局、警察署等関係機関に迅速に伝達する。 
 

３ 動員体制 

発災時における応急給水及び応急復旧に従事する必要人員の確保を図るため、以下のとおり動員

体制を確立する。 
(1) 全職員は、周囲の状況から判断し水道施設に多大の被害が発生し、若しくは発生するおそれの

ある場合は、自主的に参集する。 

(2) 交通機関が途絶した場合、職員は、徒歩、自転車、バイク等により可能な限り現所属又は最寄

りのまち整備部の施設に参集する。 

(3) 最寄りのまち整備部の施設に参集した職員は、当該施設長の指揮命令を受ける。災害初期にお

いて、施設長が不在の場合の指揮命令は、参集した職員のうち管理職又は上席の職員がこれに当

たる。施設の参集職員に不均衡が生じたときは、まち整備部長の指示に基づき職員を移動させ

る。 
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４ 応援体制 

まち整備部職員及び保有資機材等で対応が困難な場合は、県、隣接市町（水道事業者）及び関係

会社等に協力を要請し、発災時の応援確保に努める。  
５ 災害広報 

まち整備部は、市各部及び県と連携し、上水道にかかわる各施設の被災状況及び復旧見込みにつ

いて、地域住民に広報し、社会混乱を未然に防止するようにする。  
第２ 応急復旧体制 

１ 基本方針 

(1) 応急復旧は、原則としてまち整備部職員の監督のもとで施工業者によって行う。 

(2) 水源施設・浄水場施設等の基幹施設の復旧を最優先で行い、逐次末端施設の復旧を行う。 

(3) 配水管路及び給水装置の復旧順位は、送水管と配水管を最優先し、次に配水小管へと適切な情

報把握と実情に即した判断のもとに配水調整を行い、断水区域を限定した上で応急復旧を実施す

る。 

(4) 本復旧が困難なときは、応急復旧を実施し、飲料水の早期供給に努める。 

(5) 応急復旧作業は昼夜兼行で行い、災害発生の日から７日以内若しくは避難所開設期間内に完了

させる。 

 

２ 復旧活動のあらまし 

(1) 把握した被害状況を基に、所要資機材、復旧工程等を策定した復旧計画を確立する。 

(2) 復旧計画に基づいて、復旧資材の手配等の出動準備を行う。 

(3) 施工業者に出動要請を行う。ただし、宅地内給水装置の応急復旧は、原則として給水装置の所

有者等から修繕依頼があったものについて、指定工事店等の協力により行う。 

(4) 応急復旧は、次により行うほか、別に定める復旧要領に基づいて行う。 

ア 応急復旧は本復旧（原形復旧）を原則とし、これが困難なときは、施工容易な資材等をもっ

て仮配管等による仮復旧とする。 

イ 施工に当たっては、作業の難易、能力及び復旧資材の有無等を勘案し、最も早期に復旧可能

な方法を選定する。 

ウ 施設の機能に重大な影響を及ぼす被害の復旧を優先して行い、通水に支障のない漏水等の軽

微な被害は二次的に扱う。 

エ 応急復旧完了後ただちに充水又は試運転を行い、洗浄及び消毒を行って速やかに通水する。 

(5) 仮復旧による応急復旧完了後は、施工可能な区域から原形復旧を実施する。 
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第３節 下水道施設応急対策計画 

第１ 応急活動体制 

１ 応急活動体制 

第２節「上水道施設応急対策計画」を準用し行う。 
 

２ 被害状況の収集及び伝達 

災害発生時に、管渠・ポンプ場・処理場の各施設についての被害状況を早急に調査し、被害の全

体像の迅速な把握に努める。有線による通信連絡が不可能な場合は、携帯電話、防災行政無線、伝

令派遣その他による。とりまとめた被害状況は、本部長に報告するとともに、関係各部、南但消防

本部、但馬県民局、警察署等関係機関に迅速に伝達する。  
３ 災害広報 

まち整備部は、市各部及び県と連携し、下水道にかかわる各施設の被災状況及び復旧見込みにつ

いて、地域住民に広報し、利用者の生活排水に関する不安解消に努めるとともに、応急復旧工事が

完了するまで、水洗トイレ等の使用を停止するように周知する。 
 

第２ 管渠の応急措置 

１ 下水管渠の被害に対しては、とりあえず汚水の疎通に支障のないように移動式ポンプを配置して

排水に努めるとともに、迅速に管渠の応急復旧措置を講じる。 
２ 幹線の被害は、相当広範囲にわたる排水機能の停止を招くおそれがあるので原則として応急復旧

を行い、本復旧の方針を立てる。 
３ 枝線の被害については直接本復旧を行う。 
４ 多量の塵芥等により管渠の閉塞又は流下が阻害されないようマンホール、雨水桝等で流入防止等

の応急措置を行い、排水の円滑を図る。 
５ 工事施工中の箇所においては、工事請負人に対して、被害を最小限にとどめるよう指揮監督する

とともに、状況に応じて、現場要員、資機材の補給を行わせるものとする。 
 

第３ 下水処理場・ポンプ場等の応急措置 

１ 下水処理場・ポンプ場等が停電した場合は、直ちに自家発電装置に切り替え、下水処理・下水排

除に万全を期する。 
２ 下水道施設に浸水をきたした場合には、土のう等により浸水を阻止し、破損箇所の応急修理を行

い、下水処理・下水排除に万全を期する。 
 

第４ 農業集落排水処理施設及び浄化センター 

下水道施設に準じて行う。 
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第 10 章 通信・電力施設応急対策計画 

第１節 計画の方針 

第１ とりまとめ責任担当部 

経営企画部（通信・電力施設応急対策に関する市各部調整業務等のとりまとめ） 
 

第２ 大規模災害時における通信・電力、放送施設の応急対策に関する基本指針 

１ 電力については、浸水、建物倒壊により、事故を誘発するおそれがある場合又は警察機関・消防

等から送電停止の要請があった場合は、送電停止等適切な危機予防措置を講ずる。送電停止要請が

解除された場合、市及び関係機関との連携協力により早期復旧を図る。 
２ 電話については、災害の状況により即電話輻輳が想定されにくい場合は、直後１～２時間は発信

規制を行わず、防災機関への通報を確保する。 
３ 電話・電力の被害甚大地域に関する情報収集は、所管の如何によらず、各施設管理者が協力・連

携し「被災概要」の早期把握に努める。なお、県は、情報収集で得た航空写真・画像等について

は、ライフライン施設の被害状況の早期把握のため、ライフライン事業者等の要望に応じて、情報

提供に努めることとなっている。 
４ 電力の復旧は、災害状況、各設備の被害状況、各設備の被害復旧の難易度を勘案し、供給上復旧

効果の最も大きいものから復旧することを基本とする。なお、必要に応じ市と連携し、病院、交

通、通信、報道機関、水道、ガス、官公庁等の公共機関、避難所、その他重要施設の復旧を優先す

る。 
５ 通電再開に当たっては、二次災害防止に努める。その他復旧によるサービス再開に伴う連携に配

慮するとともに可能な限りトータルなサービスの復旧を実現するよう各ライフライン機関が相互の

連携・協力体制を確立する。 
６ 市は、市ホームページ、ＣＡＴＶ等を通じて通信・電力施設の被災状況、復旧状況等必要な情報

提供を行うとともに、各部、他市町・県・関係機関の行う応急対策との連携、市民・事業所等への

協力要請により、混乱を最小限にとどめるよう努める。 
 

第２節 通信施設応急対策計画 

第１ 西日本電信電話㈱、㈱ＮＴＴドコモ関西支社、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ㈱の

計画 

 

１ 災害発生直後の対応 

区分 役割のあらまし 
被害状況の把握 □設備の被害状況の把握 

□復旧に必要な資材、要員の確保 
防護措置 □設備被害の拡大を防止するため、必要な防護措置の実施 
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２ 復旧作業にいたるまでの対応 

区分 役割のあらまし 

通信の途絶の解

消と通信の確保 

□災害により設備に大きな被害を被った場合、一次応急措置として衛星通信・

無線機を主体とした復旧を行う。 

□一次応急措置完了後は、線路設備を主体とした二次応急措置として、通信の

途絶の解消と重要通信を確保するため、次の措置を講ずることとする。 

（□自家発電装置、移動電源車等による通信用電源の確保 

（□衛星通信・各種無線機による伝送路及び回線の作成 

（□電話回線網に対する切替措置、伝送路切換装置等の実施 

（□応急復旧ケーブル等による臨時伝送路、臨時回線の作成 

（□非常用可搬形デジタル交換装置の運用 

（□臨時・特設公衆電話の設置 

（□停電時における公衆電話の無料化 

通信の混乱防止 □災害の発生に伴い、全国各地から一時的に集中する問合せや見舞いの電話の

殺到により交換機が異常輻輳に陥り、重要通信の疎通ができなくなるのを防

止するため、一般からの通信を下記により規制し、110 番、119 番、災害救助

活動に関係する国又は地方公共団体等の重要通信及び街頭公衆電話の疎通を

確保することとする。 

（□通信の利用状況を監視し、利用制限、通話時分の制限の実施 

（□非常、緊急電話及び非常、緊急電報の疎通ルートを確保し、他の通話に優

先した取扱いの実施 

（□「災害用伝言ダイヤル（１７１）」及び「災害用伝言板（ｗｅｂ１７

１）」での輻輳緩和の実施 

 

第２ ＫＤＤＩ㈱の計画 

区分 役割のあらまし 

情報収集及び被

害状況の把握 

□災害状況の情報収集と、通信設備の被害状況を把握するとともに、社内関係部

門及び社外防災関係機関（総務省、内閣府等）との連絡調整を行い、必要な措

置を実施することとする。 

準備警戒 □災害予報が発せられた場合等において、通信の疎通に重大な支障を及ぼす事態

が予想される場合は、その状況に応じ緊急連絡用設備等の運用に必要な措置、

異常事態の発生に備えた監視要員の配置、防災上必要な要員の待機、災害対策

用機器の点検と出動準備、電源設備に対する必要な措置、伝送路の代替設定の

準備、他の中央局における代替運用の準備等の準備警戒措置をとる。 

防災に関する組

織 

□災害・被害の規模により、応急復旧措置を組織的、統一的かつ緊急に実施する

ため、本社に災害対策本部、神戸支店に災害対策現地対策部を設置することと

する。同本部及び現地対策部は、あらかじめ定められた災害対策要員を招集

し、被害状況、通信の疎通状況等の情報連絡、通信の疎通確保、設備の復旧、

広報活動その他の災害対策に関する業務策を行うこととする。 

通信の非常疎通

措置 

□災害に際し、通信の疎通に重大な支障を及ぼす事態が生じたときは、臨時回線

の設定、災害対策用設備等の運用等により臨機の措置をとるとともに関係電気

通信事業者に必要な協力を要請し、重要な通信の確保を図る。 

□通信の疎通が著しく困難となり、重要な通信を確保するため必要があるとき

は、電気通信事業法第８条第２項及び電気通信事業法施行規則第 56 条の定め

るところにより、利用制限等の措置をとる。 

設備の応急復旧 □被災した通信設備等の応急復旧工事は、他の一般の諸工事に優先して、速やか

に実施する。 

 

第３ ソフトバンク㈱の計画 

ＫＤＤＩ㈱の計画に準じて行う。 
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第３節 電力施設応急対策計画 

第１ 計画の方針 

関西電力㈱及び関西電力送配電㈱は、電気施設を災害から防護するため、各種施策を行うとともに、

災害が発生した場合には速やかに応急復旧作業により電力の供給確保に努める。 
 

第２ 計画の内容 

１ 予・警報の伝達等 

□非常災害対策組織による的確な情報の収集体制の確立と迅速な伝達 
□気象通報、予報の早期確認、聴取 
□社内一斉連絡装置の活用 
 

２ 災害情報の収集等 

□非常災害対策組織による情報の収集、検討と指令の早期伝達 
 

３ 広報宣伝等 

□非常災害対策組織における適切な情報発表文の決定 
□関係官公庁に対する迅速な状況報告 
□ＣＡＴＶ、報道機関、ホームページ、停電情報アプリ、ＳＮＳ及びＬアラート等の媒体を活用した

供給停止エリア、復旧状況等の広報 
□二次災害事故防止のため、電気施設、電気機器使用上の注意、復旧状況等の広報宣伝活動 
 

４ 応急対策要員の確保 

□災害発生予想時における待機及び非常要員体制の確立 
□他電力会社、他一般送配電事業者、電源開発㈱、電源開発送変電ネットワーク㈱及び広域機関等を

含めた非常災害復旧要員の確保 
□災害規模による隣接電力事業所との相互協力 
 

５ 応急対策用資材等 

□手持資材確認及び在庫量の把握 
□各種施設、設備の被害状況の把握 
□復旧資材の手配及び輸送 
 

６ 災害時における自衛隊との連携 

被害が極めて大きく管内の工事力に余力のない場合、又は工事力を動員してもなお応援を必要と

すると判断される場合には、対策組織の長は、被害地域の府県知事に対して、関西電力㈱及び関西

電力送配電㈱が自衛隊による支援を受けられるよう依頼する。 
 

７ 災害時における電力の融通 

災害の発生により、電力需給に著しい不均衡が生じ、需給状況を速やかに改善する必要がある場

合には、本店非常災害対策総本部の流通チーム長は、広域機関の指示等に基づく電力の緊急融通に

より需給状況の改善を図る。 
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８ 応急復旧工事等 

恒久的復旧工事との関連及び情勢の緊急度を勘案して、二次災害の防止に配慮しつつ、次のとお

り実施する。なお、重要施設やその他特に必要があると認める施設については、市の要請に基づき、

非常用電源の稼働状況等を確認の上、優先的に復旧する。 
□発・変電設備 
（□共通機器、流用可能機器、材料及び貯蔵品を活用した応急復旧措置 
（□機器損壊事故に対して系統の一部変更又は移動用発電所（車）、移動用変圧器の活用による応急

復旧措置 
□送、配電設備 
（□仮復旧標準工法《標準作業要綱準則》による迅速、確実な復旧、車両等機動力の活用 
□通信設備 
（□応急対策資材の整備による効率的応急復旧 
（□移動無線の活用による通信連絡の確保  
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第 11 章 ＬＰガス設備応急対策計画 

第１節 計画の方針 

第１ とりまとめ責任担当部 

経営企画部 
 

第２ ガス施設の応急対策に関する基本指針 

１ ＬＰガス供給事業者は、ＬＰガス設備に被害が発生した場合、ガス漏洩による二次災害の防止等
安全の確保を最重点とし、施設周辺住民に対し必要な場合の避難の指示、危険区域の設定等応急対
策に万全を尽くす。あわせて、南但消防本部、警察署及び市にその旨を速やかに通報する。 

２ 火災爆発等のおそれがなくなったとき、ガス施設の応急復旧を迅速に行いガスの供給を確保す
る。 

３ 市は、市ホームページ、ＣＡＴＶ等を通じてガス施設の被災状況、復旧見込み等必要な情報提供
を行うとともに、各部、他市町・県・関係機関の行う応急対策との連携、市民・事業所等への協力
要請により、混乱を最小限にとどめるよう努める。 

 

第２節 県ＬＰガス協会の応急対策計画 

第１ 計画の方針 

県ＬＰガス協会は、ＬＰガス設備を災害から防護するため各種施策を行うとともに、災害発生時に

は、災害対策本部を設置し、地域防災機関と緊密な連携をとりながら応急対策を実施して、被害の最

小化とＬＰガスの安定供給に努める。 
 

第２ 計画の内容 

１ 情報の収集伝達及び報告 

□気象予報の収集、伝達 
（□本部では、収集した気象予警報は所定の伝達経路により各ＬＰガス販売事業者に伝達する。 
□被害状況の連絡、報告 
（□各ＬＰガス販売事業者等は、製造設備、貯蔵設備及び人的被害等並びに自ら供給する顧客設備の

受けた被害状況を所定の経路により本部へ報告する。また、本部は防災関係機関へ緊急連絡を行
う。 

□支援可能状況の連絡、報告 
（□保安員の確保 
（□入出荷及び周辺の道路状況 
（□在庫量等 
 

２ 応急対策要員の確保 

□災害発生予想時におけるＬＰガス販売事業者の待機並びに非常出動要員体制の確立を行う。 
 

３ 災害対策の実施 

□災害広報 
（□災害時において混乱を防止し、被害を最小限にくいとめるため、必要に応じ顧客及び地域住民に

対し、広報車による災害に関する各種の情報を広報する。 
□応急対策 
（□災害状況、現場状況に基づき、災害対策本部からの指令で、ＬＰガス供給設備の点検・防護、ガ

ス配管等の損傷の危険が予想される箇所にあっては、供給遮断並びに撤去を実施する。 
（□災害による事故が発生した場合は、直ちに防災活動を実施するとともに、不測の事態を考慮して

付近住民に避難の要請を行うなど危険防止のための応急対策を行う。 
（□風水害により容器が流出し、河川を漂流した場合は、漁業協同組合等と連携し回収に努める。 
□災害復旧対策 
（□ＬＰガスの安定供給を確保するため、消防機関と連携をとり、供給上可能な範囲で応急復旧作業

にあたる。 
（□あらかじめ保安台帳等により、高齢者・身体障がい者等の家庭をチェックし、最優先で点検調

査、安全対策等を実施する。 
（□不要となった容器は、市の担当者と連携し、迅速に回収する。また、災害時に使用する容器に

は、不要になった時の返却・連絡先を明記した荷札を取り付けるなど、返却を周知する。 
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第 12 章 鉄道施設応急対策計画 

第１節 計画の方針 

第１ とりまとめ責任担当部 

経営企画部 
 

第２ 大規模災害時における鉄道施設応急対策に関する基本指針 

１ 降雨、強風、降雪等災害発生のおそれがある場合は、線路災害等保安準則に基づき運転規制又は

運転中止の措置をとり、旅客・乗客の安全を確保する。この場合、西日本旅客鉄道は、駅等でアナ

ウンス、掲示等を行うほか、市にその旨を速やかに通報する。 
２ 災害により列車や構造物等の鉄道施設が被災した場合、西日本旅客鉄道は、旅客・乗客の生命・

身体・財産を保護するため、安全避難、救護その他必要な措置を講ずるとともに、市及び関係機関

に通報し、連携協力により輸送業務の早期復旧を図る。 
３ 市は、市ホームページ、ＣＡＴＶ等を通じて鉄道施設の被災状況、復旧見込み等必要な情報提供

を行うとともに、各部、他市町・県・関係機関の行う応急対策との連携、市民・事業所等への協力

要請により、混乱を最小限にとどめるよう努める。 
 

第２節 西日本旅客鉄道㈱の計画 

第１ 対策本部の設置 

災害が発生した場合には、統括本部内等に統括本部対策本部を設置するとともに、現地等に現地対

策本部を設置することとする。 
 

第２ 発災時の初動態勢 

区分 役割のあらまし 
警備の体制等 支社長は、風雪雨などにより、線路等災害の発生が予想される場合及

び被害が広範囲又は甚大になることが予想される場合は、線路災害等保

安準則に基づき、状況に応じた警備体制をとり、運転規制を実施する。 
警備の方法 巡回警備 担当区域の全般又はその一部を見回り警備する。 

固定警備 局地的に著しい災害の発生が予想される箇所を重点警備する。 
乗務員等の対応 乗務員は、運転中地震を感知したとき直ちに列車を停止させ、列車及

び線路に異常がないと認めたときは、前途見通しの範囲に停止できる速

度で次の駅まで注意しながら運転する。 
保守責任者等は、毎事業年度、警備計画を定め社員に周知徹底する。 

乗客の避難・

救護対策 駅構内 災害状況を的確に把握し、避難を必要と判断した場合、適切な案内放

送と安全な避難場所へ誘導する。 
（各駅は、大規模事故又は災害に備えて、乗客の避難場所を指定） 

列車内 二次災害を警戒し、輸送指令及び最寄りの駅長と協議の上、乗客を安

全な場所へ誘導する。 
冬期対策 「福知山支社冬期対策要領」に基づき、毎年度雪害対策計画を決定

し、これに基づき除雪及び凍結防止を実施する。 
その他の措置 各駅の異常時マニュアルに基づき、負傷者救護を行うとともに、消防

本部・警察署・医療機関等へ救護要請する。  
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第 13 章 市の施設、社会福祉施設及び観光施設等応急対策計画 

第１節 計画の方針 

第１ とりまとめ責任担当部 

経営企画部 
 

第２ 市の施設、社会福祉施設及び観光施設等応急対策に関する基本指針 

１ 各施設等管理者は、気象情報、河川情報、土砂崩れ、浸水、雪崩等災害危険に関する情報の把

握、周知徹底に努める。また、自ら危険であることを察知した場合は、自らの判断で利用者、職

員の安全避難、施設・設備の浸水防止対策、臨時休業等必要な措置を実施する。 
２ 市各部は所管施設等管理者が自ら適切に避難その他防災のための措置の要否を判断できるよう

市が把握する災害危険に関する情報については、漏れなく連絡する。また、警戒を要する時期に

おいては、「警戒情報」、「高齢者等避難」、「避難指示」、「緊急安全確保」など多段階的

に、各施設等管理者向け情報発信を行い、情報の不足・連絡不十分による逃げ遅れ等のないよう

努める。 
３ 施設・設備の被災状況は、活動拠点としての役割、施設の有するサービス供給能力を発揮する

ことが可能かどうかを中心として概要調査し把握後速やかに市本部に報告する。 
４ 市は、各施設を避難所として開設する必要がある場合は、当該施設管理者等に対して、その旨

を通報し、社会福祉施設は「要配慮者の二次的避難の受入れ先」としての業務、その他の施設に

ついては被災者の初期受入れ等の業務に関する協力を要請する。 
５ 応急復旧対策の実施は、浸水・冠水状況調査その他に基づき把握された被害の程度、当該施設

の当該状況における活動拠点としての必要度を踏まえ、優先順位をつけて行う。 
 

第２節 計画の内容 

第１ 各施設等管理者の発災直後にとるべき措置 

項目 手順その他必要な事項 
施設利用者・入所者

の安全確保 □施設利用者・入所者の人命救助を第一として、避難計画に基づき、災害発

生時に万全を期する。 
□館内放送、職員・従業員の案内等により、発災時における混乱の防止措置

を講ずる。特にＣＡＴＶ、ラジオ、テレビ、インターネット等による情報

の収集及び施設滞留者への情報の提供により不安の解消に努める。 
□負傷者等の発生時には、応急措置をとる。 
□講じた応急措置のあらましについて、市所管部又は消防本部・署等の関係

機関を通じて市本部長へ速やかに報告する。 
□市文化施設、観光施設その他公共公益施設等において、災害が発生した場

合の各種事業の続行若しくは中止の決定については、施設の管理者又は各

事業統括責任者が利用者の安全確保を第一に行う。 
出火及び浸水防止措

置 □万一火災が発生したときは、直ちに消防本部・署に通報するとともに、消

火設備、消火器等を用いて初期消火を行い、火災の拡大防止に万全を期す

る。 
□浸水のある場合は、土のう積み等により応急的な措置を講じるとともに、

市本部又は消防本部・署に通報し消防団、消防隊等の出動を要請する。 
被災状況の把握、報

告及び必要な措置の

実施要請 □利用者・入所者等の状況、拠点施設としての機能を果たせるかどうかを中

心にした施設・設備の被害状況、周辺の被害状況等について、順次所管部

に報告し、必要な措置の実施を要請する。 
□電話の輻輳その他により連絡が困難な場合は、伝令の派遣など速やかな通

報を最優先する。 
避難者受け入れの報

告 □避難者を受け入れる必要があるとき、又は受け入れたときは、直ちに市本

部に報告する。 
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第２ 施設の点検基準のめやす 

□建築物の構造躯体の傾斜、損傷の有無 
□建築物・設備の浸水・冠水の有無 
□建築設備（機械設備・電気設備・放送設備）の機能点検 
□使用停止する設備（エレベーター、冷暖房、その他必要以外の電気・機械の運転） 
□受水槽等の貯水確認（受水槽等の貯水確認を行うとともに、上水を確保） 
□消防用設備等の点検・確認（防火戸、火災報知設備、屋内消火設備、消火器、避難設備等） 
□自家発電設備、可搬式発動発電機の点検 
 

第３ 応急措置のめやす 

１ 応急措置が可能な程度の被害の場合 

□危険箇所があれば緊急保安措置を実施する。 
□機能確保のための必要限度内の復旧措置を実施する。 
 

２ 応急措置が不可能な被害の場合 

□危険防止のための必要な保全措置を講ずる。 
□防災活動の拠点として重要な建物で業務活動及び機能確保のため必要がある場合は、市所管部へ

連絡し仮設建築物の建設等の手配を行う。 
□電気、水道、ＬＰガス、通信施設等の設備関係の応急措置及び補修が単独で対応困難な場合は、

直接市所管部、協力会社等へ、あるいは消防署・警察署交番等を通じて、連絡をとり、応援を得

て実施する。 
 

３ 浸水時の清掃等の実施 

□浸水した施設は、なるべく建具、床板等を取り外し、日光の射入、空気の流通を図る。 
□床下の汚物、泥土を除去し、床下には湿潤の程度に応じて所要の石灰などを撒布する。 
□泥土などで汚染された建具、床板等は、よく清浄した後クレゾール水等の消毒薬を用いて拭浄す

る。 
□浸水したトイレは、よく清浄した後石炭酸水、クレゾール水若しくはフォルマリンをもって拭浄

する。また、クレゾール水若しくはフォルマリンを撒布する。便池には苛性石灰末、石灰乳又は

クロール石灰水を注ぐ。 
 

４ その他の留意事項 

□ガラス類等の危険物の処理 
□危険箇所への立入り禁止の表示 
□特に社会福祉施設については、高齢者、障がい者その他の「要配慮者」のための福祉避難所とし

て、「二次的避難の受入れ先」となることを想定し、必要な体制を準備する。    
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第 14 章 農林業関係応急対策計画 

第１節 計画の方針 

第１ とりまとめ責任担当部 

産業環境部 
 

第２ 農林業関係応急対策に関する基本指針 

１ 被害状況の早期・的確な把握に努め、農林畜産物等被害の拡大防止のための栽培・管理技術指

導の徹底を図る。 
２ 農林産物・森林の病害虫や家畜等の伝染性疾病の発生・まん延防止のための防除、倒壊した立

木等による二次災害防止のための除去を行う。 
３ 被災した農林畜産物の生産、流通、加工施設等について、速やかな復旧に努める。 
４ 被災した林道の速やかな復旧に努める。 
 

第２節 計画の内容 

第１ 農産物災害応急対策計画 

１ 市 

□朝来農業改良普及センター、農協等関係機関と連携し、被害状況の早期・的確な把握を行う。 
□農産物等被害の拡大防止、病害虫の発生防止に対する技術対策を農協等関係機関と連携をとり、

速やかに農業者に周知徹底する。 
 

２ 農業協同組合 

□市、朝来農業改良普及センターと連携し、被害状況の把握を行うとともに、農産物等被害の拡大

防止、病害虫の発生防止について、農業者に対する管理指導の周知徹底に努める。 
□被災した生産施設、集出荷貯蔵施設等の速やかな復旧を進める。 
 

３ 農業者 

□市等が行う被害状況調査や応急復旧対策に協力するとともに、農協、朝来農業改良普及センター

等の指導に基づき、農産物等被害の拡大防止、病害虫の発生防止対策を実施する。 
□被災した生産施設、集出荷貯蔵施設等の速やかな復旧を進める。 
 

第２ 畜産物災害応急対策計画 

１ 市 

□朝来農業改良普及センター、朝来家畜保健衛生所、農協・畜産関係団体等関係機関と連携をと

り、被害状況の早期・的確な把握を行う。 
□県、畜産関係団体の協力を得て、畜産物等被害の拡大防止のため、家畜の管理について地域の実

情に応じた管理指導を速やかに畜産業者に周知徹底する。 
□各種家畜伝染病発生のおそれのある場合は、朝来家畜保健衛生所等関係機関と連携し、救命治療

の体制の整備と獣医師及び動物用医薬品の確保、死亡獣畜の処分施設・場所の調整・確保、家畜

の逸走防止、家畜排せつ物の流出阻止及び畜舎等の消毒の指導、発生のおそれのある疾病につい

てのワクチン接種、緊急予防注射の実施、家畜伝染病発生時における家畜等の移動制限、他都道

府県への家畜防疫員の派遣要請その他の措置をとる。   
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□県は、市町及び関係団体等と協力し以下の流通対策を講ずる。 
（□食肉センター、食鳥処理場、乳業工場、集出荷施設等における被害状況の把握と生産管理団体

への情報提供 
（□輸送経路の迂回等出荷経路の確保 
（□出荷先変更、又は貯蔵施設等への一時保管及び出荷待機等の指導  
２ 農業協同組合、畜産関係団体 

□市、県等と連携し、被害状況の把握を行うとともに、畜産物等被害の拡大防止、伝染性疾病の発

生防止に努める。 
□被災した畜舎等生産施設、集出荷貯蔵施設等の速やかな復旧を進める。 
 

３ 畜産業者 

□市等が行う被害状況調査や応急復旧対策に協力するとともに、農協・畜産関係団体等の指導に基

づき、畜産物等被害の拡大防止、伝染性疾病の発生防止対策を実施する。 
□災害により死亡した家畜については、法令に基づく所定のへい獣処理場で、死体の焼却、埋却を

行う。 
□浸水等の発生が予想されるとき、又は発生したときは、あらかじめ定める避難方法により家畜を

あらかじめ定める安全な避難場所に避難させる。 
□被災した畜舎等生産施設、集出荷貯蔵施設等の速やかな復旧を進める。 
 

第３ 林産物施設 

１ 市 

□被災状況を調査し、その結果を朝来農林振興事務所に速やかに報告する。 
□県、森林組合と連携し、森林所有者に対する風倒木の処理指導、森林病害虫の防除等、凍霜害防

除等に関する必要な技術指導を行う。 
□その他応急復旧のため、技術指導など必要な措置をとる。 
 

２ 近畿中国森林管理局兵庫森林管理署 

□国有林野内の被災状況を調査し、必要な応急措置を講ずるとともに、二次災害等の防止に努め

る。 
□市と連携をとって被災状況を調査し、その結果を速やかに市、県に連絡するとともに、応急復旧

措置をとる。 
 

３ 森林組合、森林所有者 

□市等が行う被災状況調査や応急復旧に協力する。  
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第 15 章 文教関係施設等応急対策計画 

第 1節 学校応急対策計画 

第１ 計画の方針 

１ とりまとめ責任担当部 

教育部 
 

２ 大規模災害時における学校応急対策実施に関する基本指針 

(1) 避難所開設直後１週間については、児童・生徒等の安全確保と、地域における救援活動上の拠

点施設として必要な協力を最優先で実施する。 

(2) 児童・生徒等の安全確認後、確実に保護者等への引き渡しができる場合には、児童・生徒等を

帰宅させるが、保護者の迎えがないときは、施設の安全確認の上、学校内にて保護する。 

(3) 市は、学校教職員及び学校施設がその本来の役割である児童・生徒等のケア対策に専念し活用

される状態に一刻も早く復するよう努める。 

(4) 市は、学校長と協議の上、発災後29日目開始を目標として、学校の再開及び応急教育体制を確

保する。この場合、｢児童・生徒のこころのケア｣を適切に行えるよう医師会、県（但馬教育事務

所、豊岡こども家庭センター）その他関係機関・専門家の指導・助言を得る。 

(5) 対策全般を通じて、甚大な被災地及び災害時要援護者等向けの措置を優先して実施する。 

(6) 各部の行う復旧対策との連携、県・国・防災関係機関との連携を強化するとともに、他市町・

都道府県・団体・関連業者・専門家・ボランティア・市民・事業所等並びに区・ＰＴＡに広く協

力を求め最大限の体制を確保し、迅速かつ混乱を最小限にとどめるよう配慮し行う。 

(7) 対策の実施に当たっては、十分な事前広報を実施する。 

 

３ 大規模災害発生後における対策実施上の時期区分のめやす 

時期区分のめやす 手順その他必要事項 

災害発生初期の緊急措

置 

（～７日目） 

□体育館を中心に被災者収容のための避難所開設準備等被災者の応急的受

入措置に関する協力 

□その他救援対策活動拠点としての施設の提供に関する協力 

□校内被災箇所・危険箇所の点検・調査並びに当面必要な安全措置の実施

（立入禁止措置等） 

□所属教職員の安否確認並びに動員の指示 

□安否不明の教職員リストの作成 

□児童・生徒の安否確認・所在の把握 

□安否不明の児童・生徒リストの作成 

□疎開児童・生徒リストの作成 

避難所開設期間 

（８日目～28 日目） 

□避難所及び校区内在宅児童・生徒のこころのケア対策 

□安否不明の児童・生徒に関する再調査 

□疎開児童・生徒リストの作成 

□被災校舎の応急補修並びに仮設校舎の建設 

□学校再開及び応急教育計画の検討並びに実施体制の確立 

※教材類・要員等の確保 

□学校再開及び応急教育計画に関する広報活動並びに相談業務 

避難所閉鎖以降 

（29 日目～） 

□引き続き必要な場合の上記の措置の継続 

□応急教育対策の実施 

※児童・生徒のこころのケア対策、平常時教育体制への移行中心に行

う。 

□疎開児童・生徒のアフターケア 

※学校再開の連絡、その他必要な措置 

□被災校舎の建替若しくは改築・修理計画の検討並びに実施 

□応急教育体制に関する広報活動並びに相談業務 
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４ 市・関係機関・ＰＴＡその他協力団体等の役割分担 

名称 役割のあらまし 

市教育委員会 □応急教育実施のための市内学校間応援要員の確保並びに応急教育対策実施

計画の作成 

□被災校舎の安全点検・被災状況調査の実施 

□調査結果に基づく必要な補修、補強その他必要な措置の実施 

□代替校舎確保、仮設校舎建設等応急教育実施のために必要な施設提供 

□教科書・学用品の被災児童・生徒への配布 

□就学奨励費（給食費等）の給付等の援助措置 

□その他応急教育実施のために必要な措置 

□応急教育に関する広報活動並びに相談業務その他市民との対応 

県 

（但馬教育事務所） 

□応急教育実施のための他市町間応援要員並びに応急教育対策実施計画の作

成に関する支援 

□教科書・学用品の調達・輸送 

□被災校舎の安全点検・被災状況調査に関する支援 

□学校施設の応急的な復旧確保のために必要な支援 

□県立学校授業料の納付期間延長又は免除 

□その他市が行う対策に関して必要な支援協力 

国・防災関係機関・

協力団体 

□応急教育実施のための応援要員、教材類の確保に関する支援 

□その他応急教育実施のために必要な支援 

□学校施設の応急的な復旧確保のために必要な支援 

□その他市が行う対策への協力 

学校教職員 □児童・生徒の安否確認並びに安全確保 

□発災直後の学校施設被災状況に関する報告 

□初期における避難所運営に関する協力 

□避難所及び校区における児童・生徒のこころのケア・教育的ケア対策 

□疎開先の児童・生徒への教育的ケア 

□登・下校路の危険箇所把握並びに必要な措置 

□応急教育計画案の検討並びに実施 

□その他災害時における学校の役割に伴う必要な措置 

ＰＴＡ、学校医その

他学校関係団体等 

□児童・生徒の安否確認並びに安全確保に関する協力 

□避難所における応急教育実施への協力 

□避難所・校区における児童・生徒の健康維持、こころのケア対策に関する

協力 

□登・下校の安全確保のために必要な協力 

□市が行う児童・生徒向け相談業務に関する協力 

□その他市・県が行う対策への協力 

区長等 □地域における児童・生徒の安否確認並びに避難所の運営に関する協力 

□避難所における応急教育対策実施への協力 

□その他市の行う対策に必要な協力  
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第２ 災害警戒期にとるべき措置 

１ 災害のおそれがあるときの留意事項 

□学校行事、会議、出張を中止する。 

□児童・生徒の避難方法、災害時の事前指導及び事後処置、保護者との連絡方法を検討する。 

□市の教育委員会、警察署、消防本部（署）及び保護者への連絡網の確認を行う。 

□勤務時間外においては、学校長は所属職員の所在を確認し、非常招集の方法を定め、職員に周知

しておく。 
 

２ 災害のおそれがあるときの役割 

名称 役割のあらまし 
教育委員会 □大規模な災害時に備え、危険物等の保安その他必要な危険防止措置（浸水

危険のある地域においては、浸水防御措置を含む。）の実施、常設消火

器・階段・出入口・非常口等の定期的な点検・整備、災害時の応急教育、

指導の方法などにつき明確な計画を立てるよう、学校長に対して指導助言

する。 

□災害が発生し又は発生するおそれがある場合、学校長に対し、気象及び災

害に関する情報を迅速・的確に伝達する。また、児童・生徒の集団下校・

休校等の必要な措置を指示する。 
学校長 □学校の立地条件などを考慮し、危険物等の保安その他大規模な災害時に危

険と思われる箇所を点検し、常設消火器、階段、出入口、非常口等を定期

的に点検・整備する。また、災害時の応急教育、指導の方法などにつき明

確な計画を立てておく。 

□市等関係機関から気象及び災害に関する情報を受けた場合は、あらかじめ

定めるところにより速やかに教職員に伝達する。 

□浸水危険のある地域においては、あらかじめ定める計画に基づき浸水防御

措置をとる。 

□自らラジオ、テレビ、インターネット等により気象情報、地域の被害状況

等災害情報の収集に努める。 

□児童・生徒への伝達に当たっては、混乱を防止するよう配慮する。 

□状況に応じて児童・生徒の集団下校、休校等の適切な措置をとる。 
教職員 □常に気象状況その他の災害に関する情報に注意し、災害発生のおそれがあ

る場合は、学校長と協力して災害防御のために必要な措置を行うととも

に、応急教育体制に備える。 
 

第３ 災害発生初期の緊急措置 

１ 避難所設置に伴う学校としての協力のめやす 

項目 手順その他必要な事項 
避難所開設に関する

協力 □被災した地域等からの避難者があった場合は、速やかに体育館等大きなス

ペースのとれる場所に誘導し被災後の精神的打撃が緩和されるよう努め

る。 
□その後直ちに教室等の安全点検を行い被災者が一時滞在するための避難室

を確保する。 
□小・中・義務教育学校及び高校においては、市本部にその旨連絡し、避難

所運営担当職員の派遣を求める。 
避難所運営に関する

協力 □市の避難所運営担当職員若しくはその他の市職員が到着するまでの間、学

校教職員を避難所運営に従事協力させる。 
□従事協力期間は、災害発生後１週間をめやすとする。 
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項目 手順その他必要な事項 
その他留意すべき事

項 □被災者に対する応対に際しては、被災直後の精神的打撃や混乱状態にある

ことを念頭に置き接するよう努める。 
□高齢者、障がい者、病弱者、乳幼児その他不自由な避難所生活に不適当な

市民の所在を最優先で把握し、速やかに「スペース」の確保、専用避難所

への移送その他必要な措置を講ずることができるよう努める。 
□避難所運営は、学校教職員・市職員だけでは困難であることを念頭に置

き、あらゆる局面で区長、ＰＴＡその他被災した市民の協力を得ることと

し、「被災者はお世話されるだけの人」、「市職員、学校教職員及びボラ

ンティアはお世話する人」といった関係を作らないよう努める。 
□避難所毎に、自主的な自治会組織の構築を可能にするように努める。 

 

２ 学校施設の被災状況の把握等 

項目 手順その他必要な事項 
学校教職員による校

内被災箇所・危険箇

所の点検等 □災害発生によりその必要があると認めた場合は、直ちに学校施設の被災状

況を調査し、校内被災箇所・危険箇所を把握する。 
□可能な範囲における応急修理、立入禁止措置その他必要な措置を講ずる。 
□設備の被害状況とあわせて、市本部に報告し修理・代替設備の供給その他

必要な措置を講ずるよう要請する。 
市による安全点検等

の実施 □市は、災害発生によりその必要があると認めた場合市内学校施設の安全点

検、応急的な補強措置等を実施する。 
□必要に応じて、県・国等関係機関、建設業協会・建設業者・建築士会その

他協力団体等と連携・協力して実施する。 
 

３ 児童・生徒・教職員の安全確保若しくは安否の確認等 

(1) 在校時間中に災害が発生した場合 

項目 手順その他必要な事項 
発災直後の措置 □在籍の児童・生徒・教職員の安否を最優先で確認・把握する。 

□発災後１時間以内にその時点で把握した限りの情報として、市本部（教育

部）に対し被害の有無等について連絡する。 
状況確認後の措置 □ＰＴＡ等保護者連絡網を通じて極力保護者への連絡に努める。 

□災害の状況により児童・生徒を下校させることが危険であると認める場合

は校内にいったん保護する措置をとる。 
□市本部（教育部）に対し上記の措置をはじめその時点で講じた措置を報告

する。 
□登下校路の安全と被災状況が軽微であると確認された場合は、市本部（教

育部）と連絡の上、保護者への引き取りの連絡、教職員の引率による集団

下校その他の臨時下校等適切な措置をとる。 
(2) 夜間・休日等に災害が発生した場合 

項目 手順その他必要な事項 
発災直後の措置 □原則として、直近登校予定日の休業措置をとる。 

□各教職員は、自ら甚大な被害を受けておらず、かつ学校所在地域において

大規模災害発生を知ったときは、自主的かつ速やかに所属の学校に参集す

る。 
□避難所の初期における運営協力並びに児童・生徒の教育的ケア、応急教育

対策の実施に従事する。 
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項目 手順その他必要な事項 
安否及び所在の確認 □学校（教職員）の調査に基づく報告による。 

□教育部特別調査班の現認に基づく報告による。 
□ＰＴＡ・区長その他による調査に基づく報告による。 
□その他防災関係機関による調査に基づく報告による。 

安否不明リストの 
作成 □学校単位で作成する。 

□保護者の存否、親類・知人その他保護者に準ずる者の存否、障害の有無等

必要となる対策の種別・規模を把握するために必要な状況項目別に作成す

る。 
 

第４ 避難所開設期間中にとるべき措置 

１ 避難所設置に伴う児童・生徒の応急的ケアのめやす 

項目 手順その他必要な事項 
避難所及び校区内在

宅児童・生徒等の教

育的ケア・こころの

ケア 
□校庭若しくは未使用の教室その他避難所内の適当なスペースを確保し「避

難所内教室」として行う。 
□教材の有無や屋外内にこだわることなく行う。 
□時間枠は、午前中若しくは午後の数時間とする。 
□その他全体として、災害遭遇後の混乱した「児童・生徒及び教職員自身の

こころのケア」と避難所として使用されるために混乱を余儀なくされた

「学校における生活秩序」を徐々に回復し、学校再開後の応急教育体制に

スムーズに移行させることにポイントをおく。 
避難所入所者との 
｢よい関係｣づくり □「広報やぶ」紙面や各避難所作成の掲示・ビラ等による事前・事後の広報

活動に加え「教室」実施予定スペース付近周辺の入所者や被災者との「よ

い相互関係を保つための活動」全般を行うよう努める。 
□こころのケア対策に関する専門家のアドバイスを得ながら行うよう努め

る。 
疎開児童・生徒リス

トの作成 □保護者からの届出、学校教職員による地域訪問等により把握した限りにお

ける疎開児童・生徒リストを作成する。 
□これにより疎開先に対する照会や児童・生徒への連絡を行う。 
□市は、必要に応じて学校長に対し疎開児童・生徒リストの作成並びに提出

を求める。 
 

２ 学校再開及び応急教育計画の検討並びに準備 

項目 手順その他必要な事項 

施設の確保 □市は、学校施設の被害状況並びに避難所の現状等に関する調査を踏まえ学

校長と連絡の上概ね以下のとおり応急教育実施のための場所を確保する。 

（□学校の校舎の一部が被害を受けた場合は、軽被害の教室、特別教室、和

室、屋内体育館を使用する。 

（□学校の校舎の全部が被害を受けた場合は、近隣の集会施設等の公共施設

一時利用、軽被害の近隣学校の校舎への併設、応急仮設校舎の設置によ

る。 

□施設の状況により短縮授業、二部授業、分散授業、複式授業による。 

応急教育対策実施 

要員の確保 

□出勤可能な職員の人数に基づき、被災した教職員の補充若しくは交代要員

の科目別必要数を算定し、市に必要な措置を講ずるよう要請する。 

□市は、災害状況に対応して学校間における教職員の応援、県への協力要

請、教職員の臨時採用、事務局勤務の教職員による協力、民間教育機関の

協力支援、臨時の学級編成等の措置を講ずる。 

□児童・生徒の安全登下校を確保するため必要に応じ臨時通学路を指定す

る。また、ＰＴＡ等の協力による安全指導要員を配置する。 
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項目 手順その他必要な事項 

教科書・学用品の 

調達 

□市は、県地域防災計画の規定に基づき、応急教育実施のために必要と認め

る児童・生徒に対して、教科書・学用品を調達し支給する。 

□支給する学用品は、次に掲げる品目をめやすとして、現物をもって行う。 

（□教科書、学習用具（１セット）、鉛筆（１ダース）、ボールペン（２

本）、消しゴム（１個）、ノート（10 冊）、下敷（１枚） 

学校再開の連絡 □学校再開時期が確定した場合は、速やかに児童・生徒及び保護者に連絡す

る。あわせて応急教育が適切に行われるよう必要な協力を要請する。 

□疎開児童・生徒及び保護者への連絡については、学校長が行う。 

給食の措置 □給食は、県等と協議し可能な限り学校再開と同時に実施する。 

□ただし、次のいずれかに該当する場合、児童・生徒に対する給食は一時中

止する。 

（□給食センター等給食施設が被災し、給食実施が不可能な場合 

（□感染症まん延その他危険の発生が予想される場合 

（□その他給食の実施が適当でないと認められる場合 

その他の事項 □救助法が適用された場合県立学校の生徒・学生の被災の程度に応じて、授

業料の納付期間の延長又は免除措置が講ぜられる。小・中・義務教育学校

等に関しては、給食費等相当額を就学奨励金として支給するよう措置す

る。 

□児童・生徒の健康管理については、各学校長が学校医、医師会その他の派

遣医師等の協力を得て、行う。 

 

３ 避難所運営に関する協力 

学校長は、避難所開設期間中において、市の要請があった場合は、学校運営に支障のない限りに

おいて、避難所の運営に協力する。その他、第３「災害発生初期の緊急措置」を準用する。  
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第２節 認定こども園等応急対策計画 

第１ とりまとめ責任担当部 

教育部 
 

第２ 計画の方針・内容 

第 1節「学校応急対策計画」を準用する。ただし、以下の章を踏まえ行うものとする。  
※ 第３部第 13 章「市の施設、社会福祉施設及び観光施設等応急対策計画」参照 
※ 第４部第２章「要配慮者等支援計画」参照 
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第 16 章 文化財等の応急対策計画 

第１節 計画の方針 

第１ とりまとめ責任担当部 

教育部 
 

第２ 文化財等応急対策に関する基本指針 

１ 災害によって文化財が被害を受け、これにより被災者が生じた場合はその救助を優先して行

う。 
２ 文化財は、地域の経てきた長い歴史の中で過酷な自然的条件と、戦乱その他厳しい社会的条件

の中で現在まで伝えられたものであり、末永く保存し伝えるべき貴重な宝ものと位置付け、必要

な保全措置を講じる。 
 

第２節 計画の内容 

第１ 文化財保護のための初動措置 

１ 大規模な災害が発生した場合、教育部内に文化財被害調査担当職員を配置する。 
２ 市内文化財の被害の有無・程度に関する情報の収集・とりまとめ、県教育委員会、文化庁等関

係機関・団体との連絡・調整業務、文化財救出・保護のための他自治体派遣応援職員、史料レス

キュー等専門ボランティアの受入れ等にあたる。 
 

第２ 対策実施手順のめやす 

項目 手順その他必要な事項 
文化財施設の保護 □文化財施設に火災が発生した場合、その所有者又は管理者は直

ちに南但消防本部へ通報する。また、被災の防止、拡大防止に

努める。 
□南但消防本部、関係機関及び当該地域消防団、区長は、被災文

化財の被害拡大を防止するため協力して応急措置を講ずる。 
□収納する建築物に被害が発生した場合で、所有者又は管理者が

収納スペースを用意できないとき、仮保管、寄贈先あっせん等

の措置を講ずる。 
□文化財に被害が発生した場合、県指定の文化財にあっては県教

育委員会に、国指定の文化財にあっては、県教育委員会を通じ

て文化庁へ報告する。 
□被害調査、応急修理、修復のための専門家の派遣協力を要請す

る。 
埋蔵文化財に関する応急措置 □県、国等に要請し、他都道府県等の発掘調査担当技師による調

査支援体制を確立する。 
□発掘に関する費用は、原則として、地権者の負担とする。 
□その他文化財保護法に基づく周知遺跡に関するガイドラインに

準ずる取扱を行う。 
□災害復旧事業として認定された事業など、そのつど定める要件

を備える案件については、公費負担により行うこととするよう

県・国等に要請する。  
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第４部 被災者救援に関する対応計画 

第１章 医療救護計画 

第１節 計画の方針 

第１ とりまとめ責任担当部 

健康福祉部 
 

第２ 災害時医療救護対策に関する基本指針 

１ 大規模災害発生直後においては、医療救護要員・医療資機材・医薬品及び後方医療機関の最大

限確保・供給体制の迅速な確立を最優先とする。 
２ 公立八鹿病院は、市における高度医療機関として、緊急に救命処置を施すべき重症患者の受入

れを最優先とし、一般外来診療の制限その他必要な措置をとる。 
なお、公立八鹿病院は、災害拠点病院に指定されており、災害が自らの災害医療圏域で発生した

場合、院内災害対策本部体制を中心として県から委嘱されている災害医療コーディネーター等が調

整を行い、他の医療機関への転送が適当と判断された患者の搬送について消防本部へ要請する。ま

た、災害が他の災害医療圏域で発生した場合、災害医療センター等の要請に基づき、被災圏域で対

処できない患者の受入れ、救護班の派遣等を行う。 
３ 同時多発的な被害発生に対応するため必要と認める場合は、医師会等と連携・協力し、市内全

小学校及び義務教育学校（八鹿地区４校、養父地区３校、大屋地区１校、関宮地区１校、合計９

施設）に救護所を設置し、重症患者の選別、公立八鹿病院等高度医療機関への搬送依頼、救護所

における医療救護サービスを行う地域医療拠点とする。 
４ 災害時医療救護体制から平常時医療救護体制への移行をスムーズに行う。 
５ こころのケア対策を適切に行う。 
６ 対策の実施に当たっては、十分な事前広報を実施する。 
 

第３ 対策実施上の時期区分のめやす 

時期区分のめやす 手順その他必要事項 

発災直後の緊急措置 

（～７日目） 

□公立八鹿病院等市内外高度医療機関の確保 

□重症者の公立八鹿病院等高度医療機関への搬送 

□救護所における地域医療救護活動の展開 

□こころのケア対策の着手 

※重症患者の救命医療、後方医療機関への救急搬送最優先 

救護所開設期間 

（８日目～14 日目） 

□引き続き必要な場合における上記の措置の継続 

□避難所における感染症対策及び被災者の健康管理 

□その他市内における医療サービス供給機能低下を補完するための地域医

療救護活動の展開 

□こころのケア対策の展開 

※避難所及び周辺被災地域における被災者の健康管理に重点移行 

救護所閉鎖以降 

（15 日目～） 

□引き続き必要な場合における上記の措置の継続 

□救護所閉鎖後の医療対策班の避難所巡回 

□仮設住宅等被災者の健康管理（対策班の巡回等） 

□市内医療機関の再開支援措置等による復旧促進 

□長期的こころのケア対策の着手 

※平常時医療救護体制へのスムーズな移行と「こころのケア」対策に重点

移行 
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第２節 災害時医療救護対策のめやす 

第１ 市その他各部の役割分担 

名称 手順その他必要な事項 
消防団部 □消防団車両、担架等による搬送 
危機管理室  □他自治体等消防機関への救急車両の応援出動要請（→南但消防本部） 

□兵庫県消防防災航空隊ヘリコプターの緊急運航要請 
□その他ヘリコプターの出動要請 
□その他重症者搬送及び緊急輸送に関する県・国等との連絡・調整 

まち整備部 □公立八鹿病院への水の供給 
各部共通 □所管施設及び所管業務に係る医療救護対策に関する協力 
 

第２ 健康福祉部が発災直後にとるべき主な措置 

項目 手順その他必要な事項 
医師会、歯科医師会

への連絡 □災害時医療救護体制確立の要請 
□救護所への医師、歯科医師派遣の要請 
□市内被害状況及び市本部体制の現況に関する情報の提供 

県薬剤師会等薬局へ

の連絡 □災害時医療救護体制確立の要請 
□救護所への薬剤師派遣の要請 
□医薬品・医療用資機材の供給協力の要請 

救護所の設置 □各設置予定施設における設置場所の確保指示（→部内、教育部） 
□救護所設営要員の派遣指示（→部内） 
□搬送・移動用のための車椅子、簡易ベッド類、ポータブルトイレ、衛生洋

品等の搬入 
関係各部、県等への

協力要請 □災害時医療救護体制に関する市ホームページ災害専用サイトへの記載等広

報活動の要請（→危機管理室） 
□資機材・設備・水道水等の提供協力の要請（→まち整備部） 
□県により編成される医療救護班（兵庫ＤＭＡＴを含む。）、日本医師会に

より組織される救護隊（ＪＭＡＴを含む。）の派遣要請（→朝来健康福祉

事務所） 
□県医師会等医療関係各団体に対する医療救援専門ボランティアの派遣要請

（→朝来健康福祉事務所） 
□兵庫県こころのケアチーム（ひょうごＤＰＡＴ）、兵庫県災害時健康危機

管理支援チーム（ＤＨＥＡＴ）、兵庫県災害派遣福祉チーム（ＤＷＡＴ）

の派遣要請（→朝来健康福祉事務所）   
□血液、医薬品、医療機器の確保の要請（→朝来健康福祉事務所） 
□被災医療機関に関する電力、通信の優先的な復旧及びＬＰガスの優先供給

の要請（→関西電力送配電㈱、ＮＴＴ等通信事業者、県ＬＰガス協会加盟

事業者等） 
□その他の協力要請（→その他各部・関係機関） 

公立八鹿病院等高度

医療機関の確保 □災害時地域中核病院としての公立八鹿病院への救急医療体制確保 
□基幹災害医療センター、但馬圏地域災害医療センターとの連絡確保 
□広域的な救急搬送受入先としての後方支援病院の確保 
□担当救護所への救護班派遣 
□公立八鹿病院の現況把握及び重症者受入要請（→公立八鹿病院） 
□市外高度医療機関の確保（受入要請） （→朝来健康福祉事務所等） 

搬送体制の確立 
※危機管理室を通じ

て □搬送拠点の確保（ヘリポートの確保） 
□救急車両他搬送用車両の確保 （→南但消防本部等） 
□兵庫県消防防災航空隊ヘリコプターの緊急運航要請（→南但消防本

部） 
□ヘリコプターの確保（官・民） （→県災害対策局・自衛隊等） 

報道機関等広報対応 
※危機管理室を通じ

て □各種報道機関への医療救護体制に関する放送枠、紙面提供協力要請 
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項目 手順その他必要な事項 
医療救援担当チーム

の編成 □医師会等関係団体との連絡調整 
□市各部、防災関係機関との連絡調整 
□救護所への医薬品・医療資機材・水等の供給のとりまとめ 
□公立八鹿病院等の要請に基づく医薬品・医療資機材・水並びに車椅子、

ベッド等の供給のとりまとめ 
□市民等による電話問合せ等への対応 

 

第３ 救護所における医療救護対策実施のめやす 

項目 手順その他必要事項 

設置場所 □市内全小学校及び義務教育学校（八鹿地区４校、養父地区３校、大屋地区

１校、関宮地区１校、合計９施設） 

□必要に応じて災害現場その他本部長（市長）が必要と認めた場所 

活動体制 □救護所１か所に対して、少なくとも医師２名以上が出動する。 

□市立診療所の要員は、最寄りの設置場所に出動する。 

□開設中は、24 時間体制で行う。 

□医療救護・助産活動を実施する期間は、災害の状況に応じてそのつど定め

るが、概ね災害発生の日から 14 日以内とする。 

医療救護のめやす □傷病者の蘇生 

□傷病者の傷害等区分の判別（トリアージ） 

□公立八鹿病院・後方医療機関への転送の要否及び転送順位の決定 

□傷病者に対する応急処置、転送困難な患者、軽症患者等に対する医療 

□死亡の確認及び遺体の検案 

助産救護のめやす □対象者は、災害のため助産の途を失い、災害発生の日又は以後７日以内に

分べんした人とする。被災の有無及び経済力の如何を問わない。 

□救護の範囲は分べんの介助、分べん前、分べん後の処理、脱脂綿、ガーゼ

その他の衛生材料の支給とする。 

こころのケア対策に

ついて 

□県（朝来健康福祉事務所・精神保健福祉センター・こころのケアセン

ター）並びに関係機関・団体等と連携し、こころのケアチーム（ひょうご

ＤＰＡＴ）活動拠点本部を設置（朝来健康福祉事務所内）するとともに、

巡回精神医療救護班を編成し、救護所や避難所等に在住する被災者や自宅

周辺に滞在する市民へのこころのケア対策に努める。 

□本庁舎内に設置される災害総合相談窓口を通じて行う。 

経費の負担について □救助法の適用を受けた場合は県負担（限度額以内）とする。 

□その他の場合は市負担とする。 

 

第４ 公立八鹿病院等高度医療機関確保手順のめやす 

項目 手順その他必要事項 
公立八鹿病院の災害

時救急医療体制確保

要請 □被災状況の把握 
□患者緊急受入れのためのベッド、要員確保要請 
□災害時救急医療機能を果たすために供給が必要な物資等の把握（医薬品、

医療用資機材、医療用ガス、水、燃料、通信手段等） 
□上記事項に関する市本部への通報要請 
□一般外来診療の制限要請 
□その他災害時救急医療機能を果たすために必要な措置 
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項目 手順その他必要事項 
後方医療機関の確保 
※朝来健康福祉事務

所を通じて □基幹災害医療センター（兵庫県災害医療センター）、県内他災害拠点病院

（公立豊岡病院、県立病院等）等への受入要請 
□指定外で受け入れ可能な総合病院・専門病院への受入要請 
□近接府県（大阪府、京都府、岡山県、鳥取県、奈良県、滋賀県、福井県）

への受入要請 
□その他都道県への受入要請 
□県に対する連絡が困難な場合は、国又は該当都道府県若しくは各病院に直

接要請する。この場合、事後速やかに県に報告する。 
 

第５ 重症者等搬送手順のめやす 

項目 手順その他必要事項 
被災現場から拠点救

護所までの搬送 □消防団部が、南但消防本部、南但馬警察署、区、ボランティア等との連

携・協力により車両若しくは担架搬送を実施する。 
救護所から公立八鹿

病院及び後方医療機

関（収容医療機関）

への搬送 
□南但消防本部救急車の配車・搬送 
□救急車類似車両を各救護所及び公立八鹿病院に集結させ搬送 
□市有車又は各救護所担当職員が使用している自動車により搬送 
□県、民間航空事業者に要請しヘリコプターを可能な限り多数確保して搬送 

その他の留意事項 □南但消防本部及び消防団部は、関係各部の協力を得るとともに、各救急隊

員等からもたらされる情報を整理し、日々刻々変化する市内の道路状況に

関し「当日道路状況図」を作成し搬送要員に配布するよう努める。 
□搬送に使用した車両については、搬送終了後の「帰り」を空車とすること

のないよう、医薬品、手術用具、看護衣・ズボン・予防衣（着替用）等必

要な物資の補給活動に活用するよう運用に留意する。 
 

第６ 医薬品・資機材等の確保 

１ 確保すべき医薬品のめやす 

区分 期間 主な医薬品 
緊急処置用 発災後３日間 輸液、包帯、消炎鎮痛剤、殺菌消毒剤等 
急性疾患用 ３日目以降 風邪薬、うがい薬、整腸剤、抗不安剤等 
慢性疾患用 避難所開設が長期化

する頃（８日目以降

をめやすとする。） 糖尿病、高血圧等への対応 
 

２ 対策実施手順のめやす 

項目 手順その他必要事項 
医薬品・医療用資機

材等の確保・供給 □各医療救護班が医療・助産救護のために使用する医療器具及び医療品、医

療用ガス等が不足したときは、朝来健康福祉事務所等と連携し補給を行

う。 
□輸血用血液が必要な場合については、朝来健康福祉事務所を通じて、日赤

県支部（県赤十字血液センター）などに確保されている各種の血液製剤等

の供給を依頼する。また、市民への献血協力の呼びかけを避難所その他に

おける広報活動にて行う。 
水の確保・供給 □水は、災害時における医療救護活動を実施する上で必要不可欠なものの一

つである。そのため公立八鹿病院については、災害発生後直ちに水の確保

状況を照会し、水の供給に万全を期する。 
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項目 手順その他必要事項 
搬送、移動その他必

要機材、物資等の確

保・供給 □救護所において、必要となる搬送・移動用車椅子、簡易ベッド類、ポータ

ブルトイレ、衛生用品等は、レンタル業者等を通じて、確保、補給を行

う。 
□不足する場合は朝来健康福祉事務所等関係機関・団体等に協力を要請す

る。 
電気の確保・供給 □電気は、災害時における医療救護活動を実施する上で必要不可欠なものの

一つである。そのため、電気の供給が停止した場合、関西電力送配電㈱が

最優先で通電再開を行うよう、あらかじめ救護所の設置状況、公立八鹿病

院について、その旨要請しておく。 
□公立八鹿病院については、災害発生後直ちに市が電気確保状況・配電設備

の被害状況その他を照会し、必要と認める場合は関西電力送配電㈱に対

し、移動電源車（発電機車）の出動を要請する。 
□公立八鹿病院から要請があった場合は自家発電機用の燃料の供給を行う。 

電話その他の通信手

段の確保・供給 □電話その他の通信手段は、災害時における医療救護活動を実施する上で必

要不可欠なものの一つである。そのため、特に公立八鹿病院に関して、電

話の使用が困難になった場合は、ＮＴＴ西日本に対し、通信手段を確保す

るために必要な措置を講ずるよう要請する。 
 

第７ こころのケア対策実施上の基本的考え方、基本指針 

１ 基本的考え方 

 ●1995 年１月阪神・淡路大震災の経験は、地震という自然災害そのものによって身体的な外傷を

受けなかった住民も含め、被災地のすべての住民がなんらかの心的外傷を負うということを改

めて明らかにした。このことは、その後に発生した地震災害はもちろん風水害や大規模な事故

等によっても、また、災害の規模が小であった場合も同様であることが指摘されるようになっ

た。 

 ●精神科治療中の患者や治療歴のある患者の症状を急激に悪化させること、さらに復旧活動に従

事した職員や被災地外からかけつけたボランティアの「抑うつ状態」や「燃え尽き症候群」な

どの発生することを明らかにした。 

 ●こころのケア対策については、初期段階における適切な措置と、その後の長期的なケアサービ

スの実施により、かなりの割合で「心的外傷体験」が「心的外傷後ストレス障害」（Ｐｏｓｔ 

Ｔｒａｕｍａｔｉｃ Ｓｔｒｅｓｓ Ｄｉｓｏｒｄｅｒ）といわれる精神障害にまで悪化するこ

とを防止できることがわかっている。 

 ●被災地においては、一般市民だけでなく「こころのケア対策」に関する専門家自身も被災者と

なる。医療救護対策と同様災害発生直後から急激に高まり、発生する圧倒的な救援サービス

ニーズと市域の有する専門的救護サービス供給能力低下というアンバランスな条件下で「立ち

上げ」を行わざるを得ないという困難な問題を抱える。 

↓ 

２ 基本指針 

 ●こころのケア対策を必要とする対象者は、被災した市民及びボランティアを含む救援活動従事

者すべてとする。 

 ●可能な限り迅速かつ全域的なサービス供給体制をもって、災害時における精神障がい者に対する保

健・医療サービスの確保とＰＴＳＤ等の精神的不安に対する精神科救急医療救護活動を実施する。 

 ●「心的外傷」に関する啓発活動を行い、全体としての「精神障害発症例」の最小化を図る。 

 ●広域的な医療機関及びスタッフの活用を図るべく応援受入体制と医療連携ネットワークを確立

する。 

 ●長期的なこころのケア対策実施体制を確立する。 

※ 資料５－３ 災害拠点病院等 



第１編 第４部 第２章 要配慮者等支援計画 

応復－159 

第２章 要配慮者等支援計画 

第１節 計画の方針 

第１ とりまとめ責任担当部 

健康福祉部（担当：乳幼児等を除く）・教育部（担当：乳幼児等） 
 

第２ 要配慮者等救援対策に関する基本指針 

１ 要配慮者の救援対策は、一般健常者に対する救援対策に優先して実施する。 
２ 日本語を解しない外国人向けの救援対策が周知徹底されるよう、通訳・翻訳ボランティアを確

保し、広報・広聴活動に万全を期する。また、食生活文化上の相違による二次的災害が発生しな

いよう配慮するよう努める。 
３ 市は、対策の実施に当たって、各部の行う復旧対策との連携、県・国・防災関係機関との連携

を強化するとともに、民生委員・児童委員、市内社会福祉施設等福祉関係者に加え、他市町・都

道府県、要配慮者相互扶助団体・関連業者・団体・専門家（医師、歯科医師、薬剤師、看護師、

歯科衛生士、栄養士、介護福祉士、保健師、臨床心理士、理学療法士、訪問介護員等）等にも広

く協力を求め、中長期的に支援する体制を構築する。 
４ 避難行動要支援者が円滑に避難のための立ち退きを行うことができるよう「避難行動要支援者

名簿」及び「個別避難計画」に基づき、本人の同意のない者についても、「避難支援関係者等」

への連絡は漏れなく行う。 
５ 市民・事業所・ボランティア団体等に対して、市・県等行政機関の行う、要配慮者等救援対策

の優先的な実施について、迅速かつ適切な広報活動を展開し理解を求めるとともに、介助ボラン

ティアその他の参加協力を要請する。 
６ 県と協力し、災害障がい者（災害で障がいを負った方）及び災害遺児（災害で親や保護者を亡

くした子ども）の把握に努め、必要に応じてこころのケア等の支援を行うとともに、民間支援団

体等との連携により医療や各種支援に関する情報の提供、総合的な相談を実施する。 
 

第３ 対策実施上の時期区分のめやす 

時期区分 手順その他必要事項 

発災直前・直後

の緊急措置 

（～７日目） 

□「避難行動要支援者名簿」及び「個別避難計画」に基づく「避難支援関係者

等」への連絡、協力要請 

□要配慮者（特に避難行動要支援者）の安否確認・所在把握 

（□「避難支援プラン」作成・提出者 

（□その他の本人同意のない者 

□避難所その他所在地における応急的な介助支援 

□福祉避難所の確保並びに必要な移送措置 

□要配慮者専用施設の確保並びに必要な移送措置 

□避難所における災害障がい者（災害で障がいを負った方）及び災害遺児の把握

及び支援 

□避難所その他所在地における設備の補修・新設 

□要配慮者向け住宅供給ニーズの把握 

□要配慮者向け住宅供給の推進 

□要配慮者向け広報活動並びに相談業務 

□必要な場合の関係機関等連絡協議会の設置・運営及び協議内容の関係部・班及

び機関・団体等への周知 
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時期区分 手順その他必要事項 

避難所開設 

期間 

（８日目～ 

28 日目） 

□避難所における災害障がい者（災害で障がいを負った方）及び災害遺児の把握

及び支援 

□避難所その他所在地における設備の補修・新設 

□避難所その他所在地における巡回ケアサービス 

□福祉避難所の確保並びに必要な移送措置 

□要配慮者専用施設の確保並びに必要な移送措置 

□要配慮者向け住宅供給計画の作成並びに建設等 

□要配慮者向け広報活動並びに相談業務 

□設置した場合の関係機関等連絡協議会の運営及び協議内容の関係部・班及び機

関・団体等への周知 

避難所閉鎖 

以降 

（29 日目～） 

□仮設住宅その他所在地における巡回ケアサービス 

□長期ケアサービス体制確立に関して必要な措置並びに平常時地域福祉システム

への移行計画の検討 

□災害障がい者（災害で障がいを負った方）及び災害遺児の所在把握、情報提

供、各種支援及び相談業務の実施 

□その他要配慮者に関する広報活動並びに相談業務 

□設置した場合の関係機関等連絡協議会の運営及び協議内容の関係部・班及び機

関・団体等への周知 

 

第４ 要配慮者等救援対策実施体制 

１ 市・関係機関・協力団体等の役割分担 

名称 役割のあらまし 
市 □要配慮者（特に避難行動要支援者）の安否確認並びに安全確保 

□災害障がい者（災害で障がいを負った方）及び災害遺児の所在把握、情報提供、

各種支援及び相談業務の実施 
□避難所その他所在地における介助支援の実施 
□福祉避難所（優先避難所、専用避難所）の確保並びに移送その他必要な措置の実

施 
□避難所その他所在地の設備の補修・新設 
□避難所その他所在地における巡回ケアサービスの実施 
□災害総合相談窓口の設置・運営 
□要配慮者向け住宅供給ニーズの把握 
□災害救助法に基づく要配慮者向け住宅供給計画の作成並びに建設 
□その他市民との対応 
□関係機関等連絡協議会の設置・運営 

県 □要配慮者等救援対策実施のための応援要員の確保並びに作業基準・マニュアルの

作成支援 
□福祉避難所（優先避難所、専用避難所）確保のための支援 
□精神障がい者の安否確認、安全確保並びに介助支援に関して必要な措置 
□人工透析対象者その他難病患者の安否確認、安全確保並びに介助支援に関して必

要な措置 
□手話通訳、外国語通訳、翻訳ボランティア確保のための各団体との連絡等支援 
□要配慮者向け住宅供給計画の作成、建設の支援 
□災害障がい者（災害で障がいを負った方）及び災害遺児の所在把握、情報提供、

各種支援及び相談業務の実施 
□市が行う要配慮者向け広報活動並びに相談業務に関する協力 
□その他市が行う対策に関する全面的協力 
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名称 役割のあらまし 
国・防災関係

機関等 □要配慮者等救援対策実施のための応援要員の確保並びに作業基準・マニュアルの

作成支援 
□福祉避難所（優先避難所、専用避難所）確保のための支援 
□その他県・市が行う対策に関する全面的協力 

市社会福祉協

議会その他要

配慮者等支援

関係団体・施

設・事業所等 
□ボランティアセンターの開設・運営 
□要配慮者（特に避難行動要支援者）の安否確認並びに安全確保に関する協力 
□避難所その他所在地の介助支援への協力 
□福祉避難所（優先避難所、専用避難所）の運営、移送等必要な措置実施への協力 
□被災者からの介助支援依頼への最大限対応 
□市が行う要配慮者向け相談業務に関する協力 
□その他国・県・市が行う対策に関する全面的協力 

区長等 □地域における要配慮者（特に避難行動要支援者）の安否確認並びに避難の支援 
□避難所その他地域における介助支援 
□福祉避難所（優先避難所、専用避難所）の運営、移送等必要な措置実施への協力 
□ケア制度その他行政等支援メニューの説明 
□行政サービス各種申込書の配布 
□その他要配慮者等救援対策に必要な措置 
□市・各防災機関・関係団体等との連絡・協議 

 

２ 関係機関等連絡協議会 

市は、要配慮者等救援対策を統一的かつ適切に行うため、必要に応じて関係機関等連絡協議会を

設置する。あわせて、各救援対象区分別に関係各部・機関等からなる合同部会を設置する。関係機

関等連絡協議会の事務局業務は、健康福祉部が行う。 
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第２節 高齢者救援対策実施のめやす 

第１ 高齢者救援対策に関する基本的考え方 

１ 1995 年（平成７年）阪神・淡路大震災では、震災による死亡６千人以上の、過半数は 60 歳以上

の高齢者であった。また、避難所では、寒さや低栄養、脱水、過密な集団生活といった劣悪な生

活環境条件下におかれ高齢者や病弱者の方々が肺炎・気管支炎・喘息・胃潰瘍・心筋梗塞等に罹

り、適切な治療を受けられず死亡した事例が見られた。 

市が行う高齢者救援対策の最大の眼目は、災害関連疾患等による死亡（災害関連死）をいかに

減らすかということに尽きる。 

２ 大規模災害による高齢者の死亡を抜本的に減らすためには、建物自体の耐震性能や防災性能を

強化し建物の倒壊や土砂流入等による死者を少なくすることであり、避難所開設施設の改良整備

により劣悪な生活環境条件を解消することが必要である。これらは、予防計画の大きな課題とな

る。 

３ 応急対策においては、現有の限られた施設・要員の有効活用と、国・県・他自治体並びにボラ

ンティアの支援・協力により発災後の避難所及び在宅の高齢者に対するケアを適切に行うことが

重要となる。 

 

第２ 対策実施上の時期区分のめやす 

時期区分 手順その他必要事項 

発災直前・直

後の緊急措置 

（～７日目） 

□「避難行動要支援者名簿」及び「個別避難計画」に基づく要援護高齢者の安否確

認・所在把握 

（□「避難支援プラン」作成・提出者 

（□その他の本人同意のない者 

□要援護高齢者安否不明者リストの作成 

□避難所等における要援護高齢者リストの作成 

□要援護高齢者安否不明者の再度安否確認 

□避難所等における応急的な介助支援措置の実施 

（□生活環境条件チェック、必要なケア要員派遣等 

（□医療救護班による健康チェックの実施 

（□歯科医師会による「入れ歯等」治療の実施 

（□簡易洋式トイレ、段差の応急的な解消その他設備の補修、設置 

□福祉避難所（優先避難所、専用避難所）の確保並びに必要な移送措置 

□高齢者向け住宅供給ニーズの把握 

□高齢者向け広報活動並びに相談業務 

□関係各部・機関職員からなる高齢者向け応急ケアサービスチーム編成 

避難所開設期

間 

（８日目 

～28 日目） 

□設備の補修、設置等市民及び各避難所担当者からの要望への対応 

□避難所及び在宅の高齢者向け巡回ケアサービス 

（□ケアマネジャー等による相談業務 

（□訪問介護員・ボランティア等の派遣 

（□医療救護班による健康チェックの実施 

（□歯科医師会による「入れ歯等」治療の実施 

□必要な場合の福祉避難所（優先避難所、専用避難所）への移送措置 

□高齢者向け特別仕様仮設住宅供給計画案の作成、並びに建設 

□避難所閉鎖以降の応急ケア対策計画の検討並びに体制の確立 

□高齢者向け広報活動並びに相談業務 

□高齢者向け応急ケアサービスチームの運営 

避難所閉鎖以

降仮設住宅設

置期間中 

（29 日目～） 

□仮設住宅入居高齢者向け巡回ケアサービス 

□入居待機者用施設その他の高齢者向け応急ケアサービス 

□福祉避難所（優先避難所、専用避難所）の高齢者に関する救援計画の検討及び実

施 

□関係各部・各機関職員からなる高齢者向け長期ケアサービスチームの編成 

□避難所閉鎖以降の応急ケア対策計画に関する広報並びに相談受付業務 
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第３ 発災直後にとるべき措置のめやす 

項目 手順その他必要事項 
安否及び所在

地の確認並び

に移送の要否

等の把握 □民生委員・児童委員の調査に基づく報告 
□各種福祉団体等による調査に基づく報告 
□健康福祉部特別調査チームの現認に基づく報告 
□福祉避難所（優先避難所、専用避難所）の入所名簿に基づく報告 
□その他防災関係機関による調査に基づく報告 

応急ケアサー

ビス実施のた

めのリスト作

成 □避難所開設地区単位に作成 
（□避難所避難高齢者 
（□在宅避難高齢者者 
□必要となる介護・介助要員の種別・規模把握（必要な状況項目別） 
□車椅子・つえ等介助用具の要否、手話通訳要員の要否、点字広報紙の要否等必要

となる留意事項（必要な状況項目別） 
福祉避難所の

確保 □市デイサービスセンターへの特別入所措置 
□公立八鹿病院老人保健施設への特別受入要請 
□市内老人ホームへの特別受入要請 
□県を通じて他市町内老人保健施設等への特別受入支援要請 
□県に対し市外老人ホームへの特別受入れのあっせん要請 
□市施設のうちこども園等を福祉避難所として確保（ベッドが置ける施設） 

避難所におけ

る要配慮者専

用スペースの

確保 □暑さ・寒さ対策が十分とられること 
□可能な限り少人数部屋であること 
□トイレになるべく近い場所であること 
□避難所事務所若しくは救護所になるべく近い場所であること 
□異常のある場合は速やかに察知できるよう周囲の被災者に依頼しておくこと 
□できる限り速やかに福祉避難所（優先避難所、専用避難所）への移送措置をとる

こと 
避難所等にお

ける応急的な

設備の補修、

設置 □洋式トイレのない場合は簡易洋式トイレ設置 
□踏み板の設置等段差の解消のための応急的措置 
□簡易ベッドの確保、提供 
□パーティション（間仕切）、カーテン等の確保、設置 

福祉避難所へ

の移送 □市職員により実施 
□ボランティアセンターに依頼し実施 
□避難所入所者の協力支援を得て実施 
□全但バス㈱等、市内バス会社、タクシー会社等に業務委託し実施 
□福祉有償運送運営（移送サービス）により実施 
□その他可能な手段により実施 

 

第４ 避難所開設期間中にとるべき措置のめやす 

項目 手順その他必要事項 
避難所等におけ

る設備等の補

修・設置 □各避難所担当者又は市民からの要望により高齢者対策上必要と認める場合実施 
□前項「発災直後にとるべき措置のめやす」準用 

避難所及び在宅

の高齢者向け巡

回ケアサービス

の実施 □避難所開設地区単位に巡回スケジュールの作成 
□巡回ケアサービスの実施 
（□ケアマネジャー等やカウンセラー等による全般的な生活相談業務 
（□医師会、市、県派遣保健師班等との連携・協力による健康チェック 
（□訪問介護員、ボランティアの派遣による生活介助 
（□歯科医師会等の協力による「入れ歯」チェックサービス 

福祉避難所の要

請に基づく水・

物資等の供給 □指定施設への水・物資等の確保状況の照会 
□要請に基づくまち整備部への応急給水の実施指示 
□要請に基づく該当地域局への応急給水、食品・生活必需品等の供給指示 
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項目 手順その他必要事項 
高齢者向け住宅

の供給計画案の

作成等 □特別仕様対象者の把握 
（□民生委員・児童委員の調査に基づく報告 
（□各種福祉団体等による調査に基づく報告 
（□健康福祉部特別調査チームの現認に基づく報告 
□特別仕様仮設住宅供給計画案の作成 
□県等関係機関・団体との連絡調整 

高齢者向け広報

活動並びに相談

業務 □避難所や街頭における情報連絡が放送・拡声器等の音声情報に偏りがちになるこ

とを踏まえ、聴覚障がい者向の伝達手段を併用する。 
□サービスを受けることを遠慮するあまり、事態を悪化させてから結果的にサービ

スの必要量を増やし、質的にもより困難なサービスが必要とされる事態を招きが

ちであることを踏まえ、周囲の市民に理解・協力を得られるような配慮を行う。 
□年金・各種手当等受給のために必要な証書類を紛失した場合の再発行手続の簡略

化等を実施する。 
 

第５ 避難所閉鎖以降の応急ケア対策計画のめやす 

項目 手順その他必要事項 

仮設住宅入居

高齢者向け応

急ケアサービ

ス 

□仮設住宅団地内集会施設等への「24 時間スタッフ詰所」の設置・運営 

※健康福祉部職員のほか、関係各部職員、仮設住宅団地住民組織、ボランティア等

の協力を得て運営。高齢者だけでなく入居者全体の生活環境向上のための活動

拠点とする。 

□仮設住宅団地居住環境の向上 

※段差・ぬかるみの解消、周辺地域における「車両の徐行呼びかけ」標識の設置、

入居者名入案内板の設置、花壇づくりなどを行う。また、バザーその他のイベ

ント等の実施により入居者と高齢者の交流を深めるよう企画する。 

□医師会及び県派遣保健師班等との連携・協力による健康チェック・こころのケア

対策 

□ケアマネジャー・カウンセラー等による全般的な生活相談業務、各種行政支援

サービスの利用相談業務、給食弁当の給付、訪問介護員の派遣その他要援護高

齢者向けサービスの実施 

入居待機者用

施設その他の

高齢者向け応

急ケアサービ

ス 

□仮設住宅早期入居のために必要な促進措置 

□「仮設住宅入居高齢者向け応急ケアサービス」に準ずる。 

要配慮者専用

施設等の高齢

者に関する措

置 計 画 の 検

討・実施 

□デイサービスセンター及びデイケアセンター、老人保健施設に関しては、平常時

体制への移行時期等について確定する。入所者については、その状況に応じ

て、必要な措置を講ずる。 

 

避難所閉鎖以

降の応急ケア

対策計画に関

する広報活動

並びに相談受

付業務 

□災害総合相談窓口への担当係員、専門家等配置 

（□災害総合相談窓口設置期間中については、災害総合相談窓口により行う。 

□災害総合相談窓口閉鎖後は、健康福祉部内におく高齢者向け長期応急ケアサービ

スチーム事務局が窓口となり関係各部、関係機関・団体等の協力を得て行う。  
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第３節 障がい者救援対策実施のめやす 

第１ 障がい者救援対策に関する基本的考え方 

１ 障がい者の救援対策の実施をきわめて困難なものにしているのは、それら対象者の心身の制限

のあり方が、例えば肢体不自由、視覚障害、聴覚障害、平衡機能障害、音声機能障害、言語機能

障害、心臓機能障害・呼吸器機能障害等の固定的臓器機能障害、知的障害等一様でない点にあ

る。 
２ 障がい者の救援ニーズは、きわめて多様であり個別的である。しかし、他方で多数の被災者に

対する単純だがきわめて大量の救援ニーズ（例えば雨露がしのげる場所、飲料水・食料）は、短

時間に満たされる必要がある。この両者のギャップを埋めることは、行政単独では、到底不可能

である。 
３ 市が行うべき障がい者救援対策のポイントは、第１に多様かつ個別的な障がい者の安否・所在

地を確認することであり、第２に現在障がい者やその家族・知人等を核として形成されていると

ころの、心身の制限の有り様にほぼ相当する多種多様な地域支援組織や全国的支援ネットワーク

との連絡を迅速にとることである。 
４ 身体障がい者療護施設その他の施設入所者については、各施設の災害時対応計画による。 
 

第２ 対策実施上の時期区分のめやす 

時期区分 手順その他必要事項 

発災直後の緊急

措置 

（～７日目） 

□「避難行動要支援者名簿」及び「個別避難計画」に基づく「要援護障がい者」

の安否確認・所在把握 

（□「避難支援プラン」作成・提出者 

（□その他の本人同意のない者 

□「要援護障がい者安否不明者リスト」の作成 

□避難所及び在宅の「障がい者リスト」の作成 

※ケアサービス実施のための基礎データとして 

□「要援護障がい者安否不明者」の再度安否確認 

□避難所等における応急的な介助支援措置の実施 

（□生活環境条件チェック、必要なケア要員派遣等 

（□医療救護班による健康チェックの実施 

（□簡易洋式トイレ、段差の応急的な解消その他設備の補修、設置 

□福祉避難所の確保並びに必要な移送措置 

□障がい者向け住宅供給ニーズの把握 

□障がい者向け広報活動並びに相談業務 

□関係各部・機関職員からなる障がい者向け応急ケアサービスチーム編成 

避難所開設期間 

（８日目 

～28 日目） 

□設備の補修、設置等市民及び各避難所担当者からの要望への対応 

□避難所及び在宅の障がい者向け巡回ケアサービス 

（□ケアマネジャー等による相談業務 

（□訪問介護員・ボランティア等の派遣 

（□医療救護班による健康チェックの実施 

□必要な場合の福祉避難所への移送措置 

□障がい者向け特別仕様仮設住宅供給計画案の作成等 

※グループホーム形式のものを含む。 

□避難所閉鎖以降の応急ケア対策計画の検討並びに体制の確立 

□障がい者向け広報活動並びに相談業務 

□障がい者向け応急ケアサービスチームの運営 

避難所閉鎖以降 

仮設住宅設置期

間中 

（29 日目～） 

□仮設住宅入居障がい者向け巡回ケアサービス 

□入居待機者用施設その他の障がい者向け応急ケアサービス 

□福祉避難所等の障がい者に関する措置計画の検討及び実施 

□関係各部・各機関職員からなる障がい者向け長期ケアサービスチームの編成 

□避難所閉鎖以降の応急ケア対策計画に関する広報並びに相談受付業務 
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第３ 発災直後にとるべき措置のめやす 

項目 手順その他必要事項 

安否及び所在地

の確認並びに移

送の要否等の把

握 

□民生委員・児童委員の調査に基づく報告による。 

□各種福祉団体等による調査に基づく報告による。 

□健康福祉部特別調査チームの現認に基づく報告による。 

□避難所及び福祉避難所の入所名簿に基づく報告による。 

□各障がい者支援組織による調査に基づく報告による。 

□その他防災関係機関による調査に基づく報告による。 

応急ケアサービ

ス実施のための

リスト作成 

□避難所開設地区単位に作成する。 

（□避難所避難障がい者 

（□在宅避難障がい者 

□必要となる介護・介助要員の種別・規模を把握するために必要な状況項目別と

する。 

□車椅子・つえ等介助用具の要否、手話通訳要員の要否、点字広報紙の要否等特

別な留意事項を把握するために必要な状況項目別とする。 

各障がい者支援

組織への連絡及

び支援対策本部

の設置要請 

□各障がい者に関わる市内、県内及び全国的障がい者支援組織に対し、市内被災

者への救援活動を開始するよう応援・協力を要請する。 

□本庁舎内に各障がい者支援組織支援本部のためのスペース、事務用資機材、電

話機等を確保し提供する。この場合、可能な限りボランティアセンター本部に

隣接したスペースを確保する。 

□避難所別「障がい者リスト」を提供する。 

□各部・避難所等拠点施設に対し支援対策本部を開設した障がい者支援組織リス

トを配布し最大限の協力に努めるよう要請する。 

□その他障がい者向け応急ケアサービスチームを通じて、必要なバックアップ措

置を講ずる。 

福祉避難所の確

保 

□社会福祉施設等の福祉避難所確保による。 

□県を通じて他市町障がい者通園・通所施設への特別入所支援を要請する。 

□県に対し市外身体障がい者療護施設その他入所施設への特別受け入れのあっせ

んを要請する。 

□市施設のうち福祉避難所として指定・確保（ベッドが置ける施設） 

避難所における

要配慮者専用ス

ペースの確保 

□暑さ・寒さ対策が十分とられること 

□可能な限り少人数部屋であること 

□トイレになるべく近い場所であること 

□避難所事務所若しくは救護所になるべく近い場所であること 

□異常のある場合は速やかに察知できるよう周囲の被災者に依頼しておくこと 

□できる限り速やかに福祉避難所への移送措置をとること 

避難所等におけ

る応急的な設備

の補修、設置 

□洋式トイレのない場合は、簡易洋式トイレを設置する。 

□踏み板の設置等段差の解消のための応急的な措置をとる。 

□簡易ベッドを確保し提供する。 

□パーティション（間仕切）、カーテン等を設置する。 

□聴覚障がい者向け広報伝達手段としての掲示板等を確保する。 

福祉避難所への

移送 

□ボランティアセンターに依頼し行う。 

□避難所入所者の協力支援を得て行う。 

□全但バス㈱等、市内バス会社、タクシー会社等に業務委託し行う。 

□市職員により行う。 

□福祉有償運送運営（移送サービス）に依頼し行う。 
□その他可能な手段により行う。 
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第４ 避難所開設期間中にとるべき措置のめやす 

項目 手順その他必要事項 
避難所等におけ

る 設 備 等 の 補

修・設置 □各避難所担当者、市民からの要望、若しくは障がい者向け応急ケアサービス

チームによる障がい者の救援上必要と認める場合に行う。 
□第３「発災直後にとるべき措置のめやす」に準じて行う。 

避難所その他所

在地における巡

回ケアサービス

の実施 
□避難所開設地区単位に巡回スケジュール作成 
□巡回ケアサービスの実施 
（□各支援組織による全般的なケアサービス 
（□訪問介護員、ボランティアの派遣による生活介助 
（□ケアマネジャー等やカウンセラー等による生活相談業務 
（□医師会、市、県派遣保健師班等との連携・協力による健康チェック 
（□障がい者施設職員等の協力による「生活環境」チェックサービス 

福祉避難所の要

請に基づく水・

物資等の供給 □指定施設への水・物資等の確保状況の照会 
□要請に基づくまち整備部への応急給水の実施指示 
□要請に基づく該当地域局への応急給水、食品・生活必需品等の供給指示 

障がい者向け住

宅の供給計画案

の作成等 □特別仕様対象者の把握 
（□民生委員・児童委員の調査に基づく報告 
（□各種福祉団体等による調査に基づく報告 
（□健康福祉部特別調査チームの現認に基づく報告 
□特別仕様仮設住宅供給計画案の作成 
□県等関係機関・団体との連絡調整 

障がい者向け広

報活動並びに相

談業務 □避難所や街頭における情報連絡が放送・拡声器等の音声情報に偏りがちになる

ことを踏まえ、聴覚障がい者向けの伝達手段を併用する。 
□障がい者は多くの場合自らの意思の伝達上それぞれに固有の特徴や困難さのあ

ることを、あらかじめ市全職員に周知徹底しておく。 
□サービスを受けることを遠慮するあまり事態を悪化させてから結果的にサービ

スの必要量をふやし、質的にもより困難なサービスが必要とされる事態を招き

がちであることを踏まえ、周囲の市民に理解・協力を得られるような配慮を行

う。 
□年金・各種手当等受給のために必要な証書類を紛失した場合の再発行手続の簡

略化等を実施する。 
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第５ 避難所閉鎖以降の応急ケア対策計画のめやす 

項目 手順その他必要事項 

仮設住宅入居障

がい者向け応急

ケアサービス 

□仮設住宅団地内集会施設等への「24 時間スタッフ詰所」の設置・運営 

※健康福祉部職員のほか、関係各部職員、仮設住宅団地住民組織、ボランティア

等の協力を得て運営する。障がい者だけでなく入居者全体の生活環境向上のた

めの活動拠点とする。 

□仮設住宅団地居住環境の向上 

※段差・ぬかるみの解消、周辺地域における「車両の徐行呼びかけ」標識の設

置、入居者名入案内板の設置、花壇づくりなどを行う。また、バザーその他の

イベント等の実施により入居者と障がい者の交流を深めるよう企画する。 

□市医師会及び県派遣保健師班等との連携・協力による健康チェック・こころの

ケア対策 

□ケアマネジャー等・カウンセラー等による全般的な生活相談業務、各種行政支

援サービスの利用相談業務、給食弁当の給付、訪問介護員の派遣その他要援護

障がい者向けサービスの実施 

□グループホーム入居者への支援措置 

※上記に準ずる。 

入居待機者用施

設その他の障が

い者向け応急ケ

アサービス 
□仮設住宅早期入居のために必要な促進措置 
□「仮設住宅入居障がい者向け応急ケアサービス」に準ずる。 

要配慮者専用施

設等の障がい者

に関する措置計

画の検討・実施 
□通園・通所施設に関しては、平常時体制への移行時期等について確定する。入

所者については、その状況に応じて、必要な措置を講ずる。 
□入所施設に関しては引き続き入所が必要なものは、必要な手続をとり、また退

所・院が可能になったものについては、仮設住宅の提供その他退所・院後のケ

アサービスについて必要な引き継ぎを行う。 
避難所閉鎖以降

の応急ケア対策

計画に関する広

報活動並びに相

談受付業務 
□第４「避難所開設期間中にとるべき措置のめやす」の場合を準用する。 
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第４節 乳幼児救援対策実施のめやす 

第１ 乳幼児救援対策に関する基本的考え方 

１ 乳幼児が大規模災害により受ける被害の表れは、第１に、住宅の倒壊、流失その他の被害によ

る本人の死傷、保護者の死傷がある。 
２ 第２に、「育児面における影響」がある。主な事例をあげると「消化のよい乳幼児向食料の入

手困難」、「飲料水の不足」、「おむつ・下着類等の入手困難」、「けがやカゼ・発熱等の身体

的影響」、「医師並びに薬・体温計・水枕の不足等医療面の不足」、そして強烈なショックとし

ての地震体験と引き続く余震の発生による「何らかの精神的影響」などである。 
３ 避難所等の集団生活の中では、「精神的ストレス」が強くなり、また、「乳幼児の泣き声」は

他の被災者からの苦情の的になりやすく、保護者の心労もいっそう増す。 
４ 乳幼児の救援対策のポイントは、第１に保護者を失った「乳幼児の養育・養護」であり、第２

に乳幼児が受ける「生活上の制約に関し可能な限り解消に努める」ことの２点である。 
５ 認定こども園等以外の施設通園・通所者については、各施設の災害時対応計画による。 
 

第２ 対策実施上の時期区分のめやす 

時期区分 手順その他必要事項 

発災直後の緊急

措置 

（～７日目） 

□「避難行動要支援者名簿」及び「個別避難計画」に基づく乳幼児の安否確認・

所在把握 

（□「避難支援プラン」作成・提出者 

（□その他の本人同意のない者 

□「要保護乳幼児リスト」の作成 

□避難所等における「乳幼児リスト」の作成 

※ケアサービス実施のための基礎データとして 

□避難所等における応急的な支援措置の実施 

（□生活環境条件チェック 

（□ミルク・ほ乳瓶・簡易乳児用ベッドの供給 

（□「こどもの精神的ケアについて」リーフレットの配布等 

（□医療救護班による健康チェックの実施 

□乳児院・児童養護施設等の確保並びに必要な移送措置 

□乳幼児救援対策に関する広報活動並びに相談業務窓口等の設置 

□関係各部・機関職員からなる乳幼児向け応急ケアサービスチーム編成 

避難所開設期間 

（８日目 

～28 日目） 

□市民及び各避難所担当者からの要望に基づく応急的な支援措置の実施 

□認定こども園等職員・ボランティア等による応急保育 

□保健師等による巡回保健指導 

□医療救護班による健康チェックの実施 

□精神科医・カウンセラー等からなる「こころのケア」チームによる巡回相談業

務 

□要保護乳幼児の乳児院・児童養護施設等への移送措置 

□避難所閉鎖以降の応急ケア対策計画の検討並びに体制の確立 

□乳幼児救援対策に関する広報活動並びに相談業務窓口等の運営 

□乳幼児向け応急ケアサービスチームの運営 

避難所閉鎖以降 

仮設住宅設置期

間中 

（29 日目～） 

□仮設住宅入居者・入居待機者用施設入所者向け応急ケアサービス 

（巡回保健指導、巡回相談業務等） 

□健康診査の実施（１歳６か月児、３歳児） 

□認定こども園等の運営に関する特別サービス計画の検討及び実施 

□関係各部・各機関職員からなる乳幼児向け長期ケアサービスチームの編成 

□避難所閉鎖以降の応急ケア対策計画に関する広報並びに相談の受付業務 
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第３ 発災直後にとるべき措置のめやす 

項目 手順その他必要事項 
安否及び所在地

の確認並びに移

送の要否等の把

握 
□民生委員・児童委員の調査に基づく報告による。 
□各種乳幼児関係団体等による調査に基づく報告による。 
□教育部特別調査チームの現認に基づく報告による。 
□認定こども園等関係者による調査に基づく報告による。 
□その他防災関係機関による調査に基づく報告による。 

応急ケアサービ

ス実施のための

リスト作成 □避難所開設地区単位に作成する。 
（□避難所避難乳幼児 
（□在宅避難乳幼児 
□必要となる支援要員の種別・規模を把握するために必要な状況項目別とする。 
□保護者の存否、親類・知人その他保護者に準ずる者の存否、障害の有無等特別

な留意事項を把握するために必要な状況項目別とする。 
乳児院・児童養

護施設等の確保 □県に対し乳幼児通園・通所施設への特別入所措置支援を要請する。 
□市施設のうち専用避難所として指定・確保により一時対応する。 

避難所における

専用スペースの

確保 □暑さ・寒さ対策が十分とられること 
□可能な限り少人数部屋であること 
□トイレになるべく近い場所であること 
□避難所事務所若しくは救護所になるべく近い場所であること 

避難所等におけ

る応急的な支援

の実施 □乳幼児向救援セットの配布 
※内容の一例…粉ミルク、ほ乳ビン、離乳食、缶入飲料水、紙おむつ、ウエット

ティッシュ、タオル、おぶいひも、下着、おもちゃ、こころのケ

アに関するリーフレット等 
□ポータブルトイレの確保並びに設置 
□パーティション（間仕切）、カーテン等の設置、専用の個室等の準備 
□簡易乳児用ベッドの確保並びに供給、授乳室の確保 

乳児院・児童養

護施設等への移

送 □教育部職員により行う。 
□ボランティアセンターに依頼し行う。 
□避難所入所者の協力支援により行う。 
□全但バス㈱等、市内バス会社、タクシー会社等に業務委託し行う。 
□その他可能な手段により行う。 

 

第４ 避難所開設期間中にとるべき措置のめやす 

項目 手順その他必要事項 
避難所等におけ

る応急的な支援

措置の実施 □各避難所担当者、市民からの要望、若しくは乳幼児向け応急ケアサービスチー

ムによる乳幼児の救援上必要と認める場合に行う。 
□第３「発災直後にとるべき措置のめやす」に準じて行う。 

避難所その他所

在地における巡

回ケアサービス

の実施 
□避難所開設地区単位に巡回スケジュール作成 
□巡回ケアサービスの実施 
（□各支援組織による全般的なケアサービス 
（□訪問介護員、ボランティアの派遣による生活介助 
（□カウンセラー等による生活相談業務 
（□医師会、市、県派遣保健師班等との連携・協力による健康チェック 
（□認定こども園・子育て支援団体等の職員の協力による「生活環境」チェック

サービス 
応急保育の実施 □認定こども園等職員・ボランティア保育士等により各避難所内若しくは認定こ

ども園等において、避難所開設期間中限りの応急保育を実施する。 
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項目 手順その他必要事項 
保健師等による

巡回保健指導の

実施 □医師会等並びに県派遣保健師班等との連携・協力による健康チェック 
□訪問介護員、ボランティアの派遣による育児支援 
□カウンセラー等による全般的な生活相談業務 

乳幼児救援対策

に関する広報活

動 □乳幼児救援対策に関する広報活動については、第１部第７章「災害時広報活動

計画」による。 
 

第５ 避難所閉鎖以降の応急ケア対策計画のめやす 

項目 手順その他必要事項 
仮 設 住 宅 入 居

者・入居待機者

用施設入所者向

け応急ケアサー

ビス 
□第４「避難所開設期間中にとるべき措置のめやす」に準じて行う。 

健康診査の実施 □朝来健康福祉事務所、医師会等の協力を得て、１歳６か月児、３歳児の健康診

査を実施する。 
□この場合、相当の連絡・周知期間をもち実施するよう努める。また、親類・知

人等へ疎開している場合についても、もれなく伝わるよう、報道機関・県・他

市町村等の協力を要請する。 
認定こども園等

の運営に関する

特別保育サービ

ス計画の検討・

実施 
□被災者の生活復興促進のため入所児及び非入所児の特別保育を関係各部、議会

並びに関係機関・団体等の協力を得て、検討・実施する。 
□認定こども園等定員の特別拡大措置 
□保育時間の特別延長 
□保育者の特別増員措置若しくは過重負担にならないための応援体制の確立 

避難所閉鎖以降

の応急ケア対策

計画に関する広

報活動並びに相

談受付業務 
□本部設置期間中については、第１部第７章「災害時広報活動計画」により行

う。 
□相談業務は、災害総合相談窓口への専任係員、専門家等配置により行う。 
□本部閉鎖以降は、教育部内におく乳幼児向け長期ケアサービスチーム事務局が

窓口となり関係各部、関係機関・団体等の協力を得て行う。  
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第５節 その他要支援者救援対策実施のめやす 

第１ 市各部の役割分担 

名称 手順その他必要事項 
健康福祉部 □「その他要支援者」救援対策に関する連絡・調整 

□外国人を除く「その他要支援者」救援対策の実施 
市民生活部 □外国人救援対策の実施 
 

第２ その他要支援者救援対策に関する基本的考え方 

１ 大規模災害では、高齢者・乳幼児・障がい者以外にも「何らかの支援」を必要とする多種多様

な人々があることを踏まえる必要がある。 
２ 言葉や習慣が異なるため不自由を強いられる「外国人」、定期的に人工透析治療を受ける必要

のある者、人工呼吸器使用者その他通院治療者や在宅の難病患者、食事内容に制約のある「食物

アレルギー」者等も含む。それらの人々は決して多数ではないが、救援ニーズがきわめて多様で

個別的であり、必要な支援がなされない場合は最悪生命にかかわる。これは「障がい者」の置か

れた立場に共通する。 
３ その他要介助者の救援対策のポイントは、第１に多様かつ個別的な「その他要支援者」の安否

の把握及び現在地を確認することである。第２に、外国人については、その保護の任にあたるべ

き外務省・各国大使館に、また、その他の「要支援者」については、国・県等関係機関に加え自

身や 家族・知人等を核として形成される、相互扶助、支援のための地域的・全国的組織と迅速に

連絡をとり救援活動のための拠点を提供することである。 
 

第３ 対策実施上の時期区分のめやす 

時期区分 手順その他必要事項 

発災直後の緊急

措置 

（～７日目） 

□「避難行動要支援者名簿」及び「個別避難計画」に基づく「要支援者」の安否

確認・所在把握（保健所との連携） 

（□「避難支援プラン」作成・提出者 

（□その他の本人の同意のない者 

□「要支援者安否不明者リスト」の作成 

□避難所等における「要支援者リスト」の作成 

※ケアサービス実施のための基礎データとして 

□関係各機関並びに各支援・相互扶助組織との連絡・支援本部設置要請 

□「要支援者安否不明者」の再度安否確認 

□避難所及び在宅のその他要支援者向け応急的な支援措置の実施 

（□ボランティア等の協力による必要なケア要員の派遣 

（□避難所担当者及び「要支援者」に対するリーフレットの配布 

（□医療救護班による健康チェックの実施 

□人工透析施設その他必要な支援サービス施設の確保等並びに必要な移送措置 

（□日本透析医会災害時情報ネットワークの活用 

（□透析医療機関への協力要請 

（□在宅難病患者関係医療機関への協力要請 

（□人工呼吸器等医療機器メーカーへの協力要請 

（□必要な場合の搬送手段の確保 

□「その他要支援者」向け仮設住宅のニーズの把握 

□「その他要支援者」向け広報活動、相談業務受付窓口の設置 

□関係各部・機関・各支援・相互扶助組織からなる応急ケアサービスチームの編

成 
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時期区分 手順その他必要事項 

避難所開設期間 

（８日目～28 日

目） 

□各機関並びに各支援・相互扶助組織によるケアサービス 

□カウンセラー等による相談業務 

□訪問介護員の派遣 

□医療救護班による健康チェックの実施 

□必要な場合の支援サービス施設への移送措置 

□「その他要支援者」向け仮設住宅供給計画案の作成 

□避難所閉鎖以降の応急ケア対策計画の検討並びに体制の確立 

□「その他要支援者」救援対策に関する広報活動（外国人に配慮した多言語対応

による情報提供等）並びに相談業務窓口等の運営 

□関係各部・機関並びに各支援・相互扶助組織からなる応急ケアサービスチーム

の運営 

避難所閉鎖以降 

仮設住宅設置期

間中 

（29 日目～） 

□仮設住宅入居者・入居待機者用施設入所者向け応急ケアサービス 

（巡回保健指導、巡回相談業務等） 

□関係各部・機関並びに各支援・相互扶助組織からなる長期ケアサービスチーム

の編成 

□避難所閉鎖以降の応急ケア対策計画に関する広報並びに相談受付業務 

 

第４ 発災直後にとるべき措置のめやす 

項目 手順その他必要事項 
安否及び所在地

の確認並びに移

送の要否等の把

握 
□民生委員・児童委員の調査に基づく報告による。 
□各担当部特別調査班の現認に基づく報告による。 
□朝来健康福祉事務所特別調査班の現認に基づく報告（難病指定患者）による。 
□救護所・医療機関受診名簿若しくは入院患者名簿に基づく報告による。 
□各支援・相互扶助組織による調査に基づく報告による。 
□市国際交流協会その他団体並びに防災関係機関による調査に基づく報告によ

る。 
応急ケアサービ

ス実施のための

リスト作成 □避難所開設地区単位に作成する。 
（□避難所避難その他要支援者 
（□在宅避難その他要支援者 
□支援要員の種別・規模を把握するために必要な状況項目別とする。 
□飲料水支給上の特別配慮の要否、介助用具の要否等特別な留意事項を把握する

ために必要な状況項目別とする。 
関係機関並びに

各支援・相互扶

助組織への連絡

及び支援対策本

部の設置要請そ

の他の事項 
□「障がい者対策」に準じて行う。 

 

第５ 避難所開設期間中にとるべき措置のめやす 

第３節「障がい者救援対策実施のめやす」に準じて行う。 
 

第６ 避難所閉鎖以降の応急ケア対策計画のめやす 

第３節「障がい者救援対策実施のめやす」に準じて行う。 
※ 資料２－４－１～２－４－２  
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第３章 避難所開設・運営計画 

第１節 計画の方針 

第１ とりまとめ責任担当部 

健康福祉部 

 

第２ 避難所の開設・運営に関する基本指針 

１ 救助法による避難所の開設期間は発災後１週間（７日間）とする。総合的な復旧対策、救援対

策の実施により逐次退所できるよう促進し期間内に完了するよう努める。 

ただし、大規模災害発生時においては、発災後４週間（28 日間）以内を目標とする。４週間を

超え長期化する見込みの場合若しくはその後に必要となる住宅に関する救援措置は、仮設住宅の

建設等応急的な住宅供給により行う。 

２ 開設及び運営の実務は、健康福祉部（市職員）が行う。ただし、災害の状況により避難所となった

施設の学校教職員は、避難所開設当初１週間をめやすとして、市職員に協力し、避難所の運営要員と

なる。 

避難生活が中長期化する見込みの場合は、避難所の運営は、避難者・地域の自治会等が自主的

に運営にあたることとし（避難所運営委員会を組織）、市担当職員や学校教職員は、運営の後方

支援を行う。また、避難所運営に当たっては、ＮＰＯ等外部支援者の活用も検討する。 

３ 発災直後避難した市民の受入れに当たっては、高齢者、障がい者、乳幼児、傷病者等の要配慮

者を優先し、特に受入れスペースの環境に配慮する。 

２日目以降の高齢者、障がい者、傷病者の収容については、可能な限り福祉避難所若しくは旅

館やホテル等の借上げによる専用施設等へ移送する。やむを得ず入所を継続する場合は、簡易

ベッド等を用意するなどの代替措置をとるよう努める。 

４ 避難生活の長期化による精神的・身体的疲労等に伴う健康状態の悪化や生活環境の激変に伴う

心身の変化に対しては、迅速に対応し避難者の健康保持を図る。また、必要に応じて希望者に公

的宿泊施設等の二次的避難所、ホームステイ等の紹介、あっせんを行う。 

５ 避難所の運営に当たっては、避難所生活における男女のニーズの違い等男女双方の視点等の確

保できるよう男女共同参画を促す。 

６ 指定避難所のライフラインの回復に時間を要すると見込まれる場合や、道路の途絶による孤立

が続くと見込まれる場合は、指定避難所の設置・維持の適否を検討する。なお、市内に避難所を

確保できない場合には、県並びに関係機関・団体・事業所等の協力を得て、市外も含めて移送先

となる避難所の確保、一時避難のための施設の確保、野外受入れ施設（テント等）の確保・調達

等により対応する。 

７ 感染症禍において、避難所での３密（密閉・密集・密接）を回避するために、指定避難所等だ

けでは想定収容人員の不足が生じる等の場合には、ホテルや旅館等の避難所としての活用等を検

討する。また、避難者の健康管理や避難所の衛生管理、十分な避難スペースの確保、適切な避難

所レイアウト等の必要な措置を講じるよう努めるとともに、特定の避難所に避難者が集中し、収

容人数を超えることを防ぐため、ホームページやアプリケーション等の多様な手段を活用して避

難所の混雑状況を周知するなど、避難の円滑化に努める。 

８ 避難所の開設・運営の詳細については、別途定める「養父市避難所運営マニュアル」によるも

のとする。 
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第３ 市・関係機関・協力団体等の役割分担 

名称 役割のあらまし 

市 □避難所開設・運営要員の派遣、各種記録の整備 

□避難所の管理、入所者の保護、入所者向け救援サービスの実施 

□避難所内における各種情報の提供、広報活動の実施 

□必要な場合の発災後５日以内の避難所開設期間延長の県への要請 

□避難所開設・運営のための資機材、生活救援物資等の確保・供給 

□必要な場合の避難所施設利用に関する強制命令の県への要請 

□必要な場合の旅館やホテル等の借上げによる福祉避難所の確保 

□必要な場合の公的宿泊施設等の二次的避難所、ホームステイ等の紹介、

あっせん 

□必要な場合の避難所被災者の他地区への移送 

□県内他市町への広域避難・広域一時滞在受入れの要請及び県への報告 

□県外市町村への広域避難・広域一時滞在受入れに関する県との協議 

□受入れ先市町村との情報共有体制及び被災住民向け生活再建等支援情報提

供体制の確保 

県 □市の要請に基づく避難所開設期間の延長承認（救助法による。） 

□市の要請に基づく避難所開設・運営のための資機材、生活救援物資等の確

保・供給 

□市の要請に基づく避難所施設利用に関する強制命令の執行 

□必要な場合の旅館やホテル等の借上げによる福祉避難所の確保協力 

□必要な場合の公的宿泊施設等の二次的避難所、ホームステイ等の紹介、

あっせんに関する広域的な確保協力 

□広域避難・広域一時滞在受入れに関する助言・支援及び必要な場合の代行 

□スムーズな避難所縮小・閉鎖のために必要な業務に関する支援 

□市がその機能を発揮できない場合の権限代行 

□その他市が行う対策に関する協力 

福祉避難所管理者 □市の要請に基づく福祉避難所開設・運営 

□福祉避難所開設・運営のための要員、資機材、生活救援物資等の確保・供

給に関する協力 

□必要な場合の福祉避難所等への一時入所に関する協力 

□その他市が行う対策に関する協力 

帰宅困難者用避難所

管理者 

□市の要請に基づく避難所開設・運営 

□避難所開設・運営のための資機材、生活救援物資等の確保・供給 

□スムーズな避難所縮小・閉鎖のために必要な業務に関する支援 

□その他市が行う対策に関する協力 

南但馬警察署 □避難所における安全安心活動 

□その他市が行う対策に関する協力 

国 □救助法による避難所開設・.運営のために必要な手続の実施 

□県の避難所開設・運営のための資機材、生活救援物資等の確保・供給に関

する支援 

□広域避難・広域一時滞在受入れに関する助言・支援及び必要な場合の代行 

□スムーズな避難所縮小・閉鎖のために必要な業務に関する支援 

□その他県・市が行う対策に関する全面的協力 

ライフライン事業者

等防災関係機関 

□避難所における通信手段の確保に関する協力（公衆電話の設置含む。） 

□避難所における電気、水道、下水道の優先的応急復旧の実施 

□スムーズな避難所縮小・閉鎖のために必要な業務に関する支援 

□その他県・市が行う対策に関する協力 
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名称 役割のあらまし 

学校教職員、ＰＴ

Ａ、保護者会、学校

医 

□避難所開設初期及び閉鎖期における必要な業務の実施協力 

□避難所における「応急教育」「こころのケア」「健康管理」等児童・生徒

向け救援対策の実施に関する協力 

□その他避難所の開設・運営に関する協力 

市社会福祉協議会そ

の他被災者支援団体 

□各種ボランティアの確保 

□その他避難所の開設・運営に関する支援 

□スムーズな避難所縮小・閉鎖のために必要な業務に関する支援 

区長等 □避難所開設初期及び閉鎖期における必要な業務の実施協力 

□避難所運営委員会の結成等避難所の管理・運営に関する協力 

□入所者の要望、意見のとりまとめ 

□その他入所者と市本部、関係機関・団体等との連絡・調整 
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第２節 避難所の開設・運営及び閉鎖 

第１ 開設・運営手順のめやす 

項目 手順その他必要な事項 

避難所の開門等 □避難所の開設は、原則として、本部長の指示により行う。 
□突発的な災害の発生により必要な場合は、市職員又は居あわせた当該施設所

属職員（学校教職員を含む。）が施設入口（門）の開錠をし、建物・施設の
安全確認及び避難所開設の準備を行う。 

□既に避難者が集まっているときは、上記の準備作業が終了するまで屋外（グ

ラウンド等）で待機させ、避難者の不安の緩和を期するとともに、無用の混
乱防止に努める。 

□避難所に避難したホームレスについて、住民票の有無等に関わらず適切に受

け入れる。 

要 配 慮 者 優 先 ス

ペース及びその他
居住区域の割り振
り 

□避難した市民の受入れスペース（教室）の指定に当たっては、高齢者、障が

い者、乳幼児、傷病者等の要配慮者を優先し、暖かいところ、トイレに近い
ところを確保する。 

□事情の許す限り区長等の協力を得て地域ごとに教室（スペース）を割り当

て、避難した市民による自主的な統制に基づく運営となるよう配慮する。 
□各居住区域は、適当な人員（20 人程度をめやすとする。）で編成し居住区域

ごとに代表者（班長）の選出及び庶務当番（順位）の決定を行うよう要請す

る。 

避難所利用マナー

の徹底 

□避難所滞在者に対しては、特に要配慮者最優先ルールの徹底を図る。 

□夜間の安眠環境を維持するため、館内放送は、緊急の場合を除き夜間（10 時
以降）は行わない、室内照明は、夜間（10 時以降）は最小限にとどめるなど
のルールづくりを要請し徹底する。 

避難所開設第１報
の本部への報告、

避難所内事務室の
開設 

□庁内ＬＡＮ、電話（ＦＡＸ又は口頭）若しくは伝令により避難所開設の旨を
市本部に報告する。 

□避難所内に事務室を速やかに開設し「事務室」の看板等を掲げて、避難した
市民に対して、避難所運営の責任者の所在を明らかにする。 

□避難所の運営に必要な用品（ノートパソコン、避難所指定地区住民名簿、避

難者カード、避難所用物品受払簿等の様式、事務用品等）を確保する。 
□市本部は、県但馬県民局、南但馬警察署等関係機関に対して、下記の事項を

めやすとして、開設の状況を連絡する。 

（□避難所開設の日時 
（□場所、施設名 
（□収容状況及び人員 

（□通信連絡手段等 
（□開設期間の見込み 
□市内に収容余力がない場合は、県知事に対し非被害地若しくは小被害地であ

る他市町又は隣接県地区への移送を要請する。 

避難者名簿の作成 □避難者カードを配り、避難した市民等（在宅避難者、車中・テント泊等、避

難所外避難者も含む。）に対して、各世帯単位に記入するよう指示する。 
□避難者カードを基に、できる限り早い時期に避難者名簿を作成し、避難所運

営のための基礎資料として事務室内に保管する。また、本部へ報告する。 

避難所運営委員会
の結成要請 

□避難所開設期間中に必要となる業務は、可能な限り被災者自身により行う体
制を確保する。 

□男女共同参画の視点に配慮した代表者により構成する避難所運営委員会の結
成を要請する。 

□避難所運営委員会に対し避難所の閉鎖に向けて市が行う各救援対策・復旧対

策の計画立案のための基礎資料の収集、進捗状況等に関する情報の周知徹底
等について、市民の取りまとめ役となるよう要請する。 

子育て家庭や女性
のニーズへの配慮 

□避難所において確保すべきスペース（ニーズの例） 
（□女性専用の物干し場 
（□女性専用更衣室 

（□授乳場所 
□その他配慮すべき事項（ニーズの例） 
（□男女ペアによる巡回警備や防災ブザーの配布 

（□トイレや居住スペース確保の際の安全・安心確保への配慮 
（□女性が相談できる場づくり 
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項目 手順その他必要な事項 

被災者が同行した
愛 玩 動 物 （ ペ ッ

ト）の対策 

□ペット同伴者のため、敷地内にペット専用のスペースを確保する。 
□ペットの飼育は、飼い主が全責任を持って行うよう周知徹底する。 

□居室へのペットの持ち込みは、身体障がい者補助犬を除き原則禁止する。 

食品、生活必需品

の請求、受取り、
配布 

□責任者となる職員は、避難所全体で集約された食品、生活必需品、その他物

資の必要数のうち不足分については、市本部に報告し調達・供給を要請す
る。 

□食品の調達に当たっては、乳児、高齢者、食物アレルギー保持者等に配慮し

た食品の要否を確認の上、必要に応じて調達する。 
□到着した食品や物資を受取った時は、そのつど避難所物品受払簿に記入の上

居住区域ごとに配布を行う。 

□配布に当たっては、要配慮者を優先し、確実に配布されるようにする。 
□生理用品や下着等女性向け物資の配布については、女性が担当するよう配慮

する。 

避難所外避難者へ
の配慮 

□在宅避難者、車中・テント泊等、避難所外避難者に対しても、食料等、必要
な物資の配布、保健師等による巡回健康相談の実施等保健医療サービスの提

供、正確な情報の伝達等により、生活環境の確保が図られるよう努める。 

要配慮者・病人等

への配慮 

□２日目以降の高齢者、障がい者、傷病者の収容については、可能な限り福祉

避難所若しくは病院等へ移送する。 
□やむを得ず入所を継続する場合は、簡易ベッド等を用意するなどの代替措置

をとるよう努める。 

□必要に応じ、避難所の高齢者、障がい者等の生活機能の低下の防止等のた
め、災害派遣福祉チーム（ＤＷＡＴ）の派遣制度を活用する。 

避難所における感
染症対策 

□避難所開設にあたり、事前に運営スタッフの健康チェック・検温の実施、十
分な避難スペース等の確保、衛生物資等の設置を行う。 

□避難者の受入れに当たっては、避難者受付前に健康チェック・検温等を行う

ほか、身体的距離の確保、換気の励行、体調不良者等の分離など感染症対策
に留意した避難所運営を行う。 

□感染症の発生・拡大がみられる場合は、関連部局が連携して、感染症対策と

して必要な措置を講じるよう努める。 

避難所の運営状況

及び運営記録の作
成 

□責任者となる職員は、避難所の運営状況について、１日に１回午前 10時まで

に市本部に報告する。 
□避難所の運営記録として、避難所日誌を記入する。 
□本部長に対する報告は、健康福祉部が正午までに取りまとめて行い、傷病人

の発生等、特別の事情のあるときそのつど必要に応じて報告する。 
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項目 手順その他必要な事項 

その他 □避難所開設期間中は、事務室に市職員を常時配置する。 
□避難所は、市各部及び関係機関等の行う応急対策・復旧活動の拠点ともなる

が、避難所内での各活動場所の指定等の調整業務は各避難所責任者が行う。 
□災害の状況により避難所となった施設の学校教職員は、避難所開設当初１週

間をめやすとして、市職員に協力し避難所の運営要員となる。ただし、８日

目以降当該学校施設の児童・生徒の保護並びに応急教育その他の対策実施に
支障がない範囲で協力を要請することができる。 

□小・中・義務教育学校、高校を避難所として使用する場合については、避難

所の円滑な運営並びに学校再開等の観点から以下の施設を使用しないよう徹
底する。 

（□校長室、職員室、事務室、放送室、機器・化学薬品等がある特別教室等

《学校の教育機能及び避難所の安全管理機能確保の観点から》 
（□保健室、和室等《病弱者、負傷者等保護及び医療活動の確保の観点から》 
（□校庭《各部等の救援対策受入れのためのスペース確保の観点から》 

□市は、避難所を開設した場合に関係機関等による支援が円滑に講じられるよ
う、避難所の開設状況等を適切に県に報告し、情報の共有に努める。また、
県知事より他市町村からの被災者受入れのための避難所開設の指示を受けた

場合は、県の計画の定めるところにより積極的に行う。 
（→ 「第２ 被災者の他地区への移送等」参照） 
□特に避難生活が長期化する場合は、指定避難所の良好な生活環境の継続的な

確保に努めることとし、そのため、必要に応じて、専門家との定期的な情報
交換を行う。 

□指定避難所等における女性や子供等に対する性暴力・ＤＶの発生を防止する

ため、女性用と男性用のトイレを離れた場所に設置する、トイレ・更衣室・
入浴施設等は昼夜問わず安心して使用できる場所に設置する、照明を増設す
る、性暴力・ＤＶについての注意喚起のためのポスターを掲載するなど、女

性や子供等の安全に配慮するよう努める。また、警察、病院、女性支援団体
との連携の下、被害者への相談窓口情報の提供を行うよう努める。 

 

第２ 被災者の他地区への移送等 

項目 手順その他必要な事項 

他地区への移送の
要否の決定 

□避難所設置施設への危険の有無の確認 
（□大雨等による土砂災害危険 
（□洪水等による浸水危険 

（□危険物等施設における火災・有毒ガス漏洩危険 
（□地域局又は避難所運営担当者から二次的な危険がある旨の通報 
□避難所設置施設の維持困難の有無の確認 

（□ライフラインの回復に時間を要すると見込まれる場合 
（□道路の途絶による孤立が続くと見込まれる場合 

移送先の確保の可
否の確認及び移送 

□市内他地区への移送先の確保「可」の確認 
（□当該避難所設置担当地域局内 
（□その他市内 

□移送手段の確保及び移送実施 
□市内での移送先確保「不可」の確認 → 「市外への広域避難・広域一時滞

在要請」 

市 外 へ の 広 域 避
難・広域一時滞在

要請 

□県内他市町への要請 
（□近隣の非被災市町若しくは小被災市町への協力申し入れ 

（□県への事前報告若しくは困難な場合の協議開始後の迅速な報告 
□受入れ決定の旨及び内容に関する公示 
（□避難所管理者 

（□関係指定地方行政機関、指定公共機関、地方公共機関の長 
（□関係公共的団体 
（□その他市長が必要と認める者 

□移送手段の確保及び移送実施 
□県内での移送先確保「不可」の確認 → 「県外への広域避難・広域一時滞

在要請」 
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項目 手順その他必要な事項 

県 外 へ の 広 域 避
難・広域一時滞在

等要請 

□知事への協議・助言申し入れ 
（□受入れ先の候補となる市町村に関する助言 

（□当該市町村の被災住民受入れ能力（施設数、施設概要等）に関する助言 
□協議申し入れ時に明らかにすべき事項 
（□避難希望地域 

（□避難人数 
（□避難期間 
（□輸送手段 

（□その他必要事項 

移送手段の確保 □移送手段の確保 

（□市の保有車両 
（□市内事業所・団体等の民間車両 
□関係機関への移送協力要請 

（□ＪＲ西日本 
（□県バス協会等輸送機関 

県外への移送の実
施 

□移送引率職員等の指名 
（□移送引率担当 
（□受け入れ先避難所避難管理担当 

□受入れ先市町村との情報共有体制及び被災住民向け生活再建等支援情報提供
体制の確保 

知事の指示に基づ
く他市町村からの
被災者受け入れ 

□避難所又は広域一時滞在施設の選定・開設 
（□開設・運営協力担当職員の指名 
（□広域避難・広域一時滞在市町との情報共有その他受入れに伴い必要となる

体制の確保 
□知事への上記に関する報告 

 

第３ 縮小・閉鎖の手順のめやす 

項目 手順その他必要な事項 

縮小・閉鎖方針の検

討、作成 

□ライフラインの復旧状況、営業店の再開の状況、応急仮設住宅の建設状況

等を総合的に勘案し、入所者が自立した生活を再建することができると判
断できる場合は、避難所の漸次縮小、閉鎖時期、閉鎖手順等の避難所縮
小・閉鎖方針を検討し作成する。 

□避難所の閉鎖時期については、応急仮設住宅、公営住宅の空き家等入所者
の居住先が概ね確保できる時期をめやすとして決定する。 

縮小・閉鎖方針の決
定 

□縮小・閉鎖方針の決定は本部長が行う。 

□決定に当たっては、避難所管理者及び避難所運営委員会等入所者との事前
協議を十分に行う。 

避難所管理者及び避
難所運営委員会等入

所者との閉鎖に向け
た手順の協議、実施 

□閉鎖に向けた問題点を協議し残務整理全般について調整する。 

（□生活困難者への配慮事項、市本部への要請事項等の集約 

（□自立支援サービスに関する情報の提供 

（□夜間の巡回等防犯・防火その他秩序維持業務の実施手順の作成 

（□避難所として使用した施設が本来の機能を再開できるよう後始末し引き

渡すために必要な業務の実施手順の作成 

□避難所撤収後の生活再建がスムーズに行われるよう入所者への個別面談、
情報・資料提供を十分に行う。 

運営業務全般の残務
整理及び閉鎖 

□残った救援物資の整理を行い、市本部へ返却する。 

□避難者名簿等避難所の運営に係る記録類を整理し市本部へ返却する。 

□使用した施設・設備を元に戻し、清掃した上で避難所を閉鎖する。 

※ 資料２－３－１ 避難所等の現況 

※ 資料６－４ 避難所運営のための様式 
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第３節 避難者健康対策 

第１ 実施体制 

避難者の健康対策は、市が、県及び関係機関の協力を得て、それぞれの役割に応じ連携し実施する。 

１ 市は、朝来健康福祉事務所と連携して、県各機関、医師会等関係機関などとの連携・協力体制

を確保する。 

２ 被害の程度に応じて、隣接する健康福祉事務所、他府県の自治体に支援を求める。 

 

第２ 保健活動の実施 

１ 活動体制 

□市は、被災者の状況等被害の状況を速やかに、朝来健康福祉事務所長に報告するとともに、避難

者の健康保持を図るため老人保健事業等、必要な保健サービスの復旧を図る体制づくりに努め、

朝来健康福祉事務所に協力要請を行う。 

□朝来健康福祉事務所は、活動計画の作成、巡回健康相談チームの編成及びスタッフへの日々の活

動内容の指示を行う。 

□県は、他府県の自治体等に対して巡回健康相談チームの支援スタッフの派遣依頼を行う。 

 

２ 事業内容 

□避難生活の長期化に伴う健康障害の予防、高齢者、妊産婦、障がい者、難病患者、人工透析患者

やその他疾病を持った人の健康状況悪化防止のため、巡回健康相談・栄養相談を実施するととも

に、救護所等と連携し、適切な治療に繋げる。 

□被災地の一般家庭・仮設住宅入居者への訪問指導を通じて被災者のニーズを把握し、関係者、関

係機関に情報提供を行うとともに、福祉との相互調整を図り、被災者に対して必要な保健・医

療・福祉のサービスが受けられるように調整、支援を行う。 

□被災者の健康調査（栄養調査、歯科検診等）を、医師会等関係機関の協力を得て行い、潜在的な

健康障害を早期に発見し、必要な措置を行う。 

□特に2004年新潟中越地震において顕在化した車両避難者へのエコノミー症候群対策に留意する。 

□被災者が相互交流できる場を設定し、必要な健康情報を提供しながら、被災者のニーズに合わせ

た健康教育、健康相談を行う。 

 

第３ 県による精神保健対策の実施 

１ 医療を必要とする避難者への対策 

□医療中断した被災患者に対し診療の機会を提供するとともに、避難所等での精神疾患の急発・急

変への救急対応を図るため、朝来健康福祉事務所にこころのケアチーム（ひょうごＤＰＡＴ）活

動拠点本部を設置する。また医師等専門家で構成する巡回診療チ－ムを編成し各避難所等におい

て巡回相談等を行う（医療機関や団体への依頼、医薬品の調達を含む。）。 

□県内の精神病院の協力の下、夜間の入院患者受入れも含め、精神科夜間診療体制を確保する。 

□精神保健福祉センターは、こころのケアチーム（ひょうごＤＰＡＴ）活動拠点本部を中心とした

精神保健活動の調整と技術支援を行う。 

□県は、必要に応じて、厚生労働省及び他の都道府県に対して、災害時のこころのケアの専門職か

らなるこころのケアチーム（ＤＰＡＴ）の編成及び協力を求める。 

 

２ 被災体験、避難所生活などのストレスによって生じる心の健康対策 

□精神保健福祉センターを中心に、医療、保健、福祉、教育等の関係者で構成する支援組織を編成

し、被災者のニーズに応じた心の健康保持のため、知識の普及・啓発、巡回相談の実施、相談電

話の設置、アルコール問題等への対応について、検討・実施する。 

□専門的なケアを必要とする者を早期に発見し、適切な医療に繋げるため、医療、保健、福祉、教

育等の専門機関の行う支援活動と連携を図り相談体制を確保する。 
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第４章 生活救援対策計画 

第１節 計画の方針 

第１ とりまとめ責任担当部 

市民生活部 

 

第２ 生活救援対策に関する基本指針 

１ 生活救済に当たっては、「災害ケースマネジメント」の考え方に則り、災害によって被害を受け

た被災者一人ひとりに寄り添い、生活状況やニーズ等を把握するとともに、それぞれの課題に応じ

た情報提供や人的支援等の様々な支援策を組み合わせた個別の計画を作成し、関係機関等が連携し

て支援策を実施することとする。 

２ 要配慮者等向けの生活救援対策は、一般健常者に優先して実施する。 

３ 水、食品、日用品その他物資の供給は、ライフライン機能や市内の商業サービス機能が復旧し、

被災者が自ら確保することが可能となるまでの当面の緊急措置として実施する。また、供給活動の

実施が各機能の復旧上の支障とならないよう、実施主体・方法、サービスの内容・種類・規模等に

ついて、十分留意する。 

４ 広域にわたる大災害が発生し、市による食料及び物資の確保・供給が困難な場合は、県に対し食

料及び物資の供給及び供給あっせんを要請する。なお、県は、市町からの要請を待ついとまがない

と認めるときは、要請を待たずに市町への食料及び物資の供給を行うこととなっている。 

５ 生活救援対策の実施に当たっては、罹災証明書添付の要否、所得制限その他受給上の資格条件の

有無、申し込み受付開始日（予定）、サービス支給開始日（予定）、罹災証明書発行業務スケ

ジュールを明らかにする。 

６ 各部の行う復旧対策との連携、県・国・防災関係機関との連携を強化するとともに、他市町・都

道府県・関係機関・関連業者・団体・専門家等に広く協力を求める。 

７ 対策の実施に当たっては、災害発生後２日目をめやすとして発行される「広報やぶ被災者支援情

報」を通じて、十分な事前広報を実施する。また災害総合相談窓口において、その趣旨の徹底と被

災者の要望の把握に努め、適切な生活救援対策の立案・実施に反映させる。 

 

第３ 対策実施上の時期区分のめやす 

時期区分のめやす 手順その他必要事項 

発災直後の緊急措置 

（～７日目） 

□備蓄物資等現在量の点検・確保 

□当面の必要供給量の概数把握（推定） 

□県・国・業者等に対する最大限供給協力の要請 

□避難所を拠点とする応急給水・食品・日用品等の緊急供給の実施 

（要配慮者等最優先で当面対応） 

□生活救援対策に関する広報活動並びに相談業務 

避難所開設中期 

（８日目～21 日目） 

□避難所単位の必要供給量の把握 

□避難所を拠点とする応急給水・食品・日用品等の供給体制の確立（業者・

団体等への委託で対応） 

□要配慮者等及び要援護被災者に対するサービス供給状況の点検・補充 

□義援金配分のための事前準備措置 

□生活救援対策に関する広報活動並びに相談業務 

避難所後期以降 

（22 日目～） 

□ライフラインや商業機能の復旧状況に則した、災害時救援物資等供給対策

の段階的縮小 

□義援金配分の実施 

□生活救援対策に関する広報活動並びに相談業務 
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第２節 応急給水計画 

第１ とりまとめ責任担当部 

まち整備部 

 

第２ 応急給水計画に関する基本指針 

１ 災害発生直後においては、消火用水の供給及び病院・福祉施設等の緊急給水を最優先で行う。ま

た、対策が必要な期間中を通じて優先的な供給に努める。 

２ 応急給水期間を最小限にとどめるため、まち整備部職員及び他水道事業体から派遣される応援技

術職員等の要員は施設復旧活動に重点的に配置する。 

３ 被災した水道施設の応急復旧は、避難所開設期間（災害発生後 28 日間をめやすとする）中に完

了させることを目標とする。そのため、施設の復旧の進捗状況に応じて、応急給水供給量の段階的

拡大を計画的に行う。 

４ 応急給水対策の実施に当たっては、拠点給水方式実施地域の名称、施設設置場所、利用時間その

他利用上の留意事項、運搬給水方式実施地域の名称、給水車の巡回コース、給水実施場所、スケ

ジュールその他のサービス実施方法を明らかにして行う。 

５ 水道施設からの給水が困難な断水地域に対しては、市が確保した車両及び応援派遣された給水車

を集中的に投入・活用し、市職員・ボランティア等を中心とする要員が運搬給水を行う。その他各

部の行う復旧対策との連携、県・国・防災関係機関との連携を強化するとともに、他市町・都道府

県・関係機関・関連業者・団体・専門家等に広く協力を求める。 

６ 対策の実施に当たっては、市ホームページ、ＣＡＴＶのほか、災害発生後２日目をめやすとして

発行される「広報やぶ被災者支援情報」を通じて、十分な事前広報を実施する。また、応急給水に

関する市民からの問い合せ、要望等のとりまとめ役を被災地の区長若しくは代表となる住民に依頼

し、適切な飲料水等供給対策の立案・実施に反映させる。 

 

第３ 市各部、関係機関・協力団体等の役割分担のめやす 

名称区分 手順その他必要な事項 

まち整備部 □応急給水源の点検・確保・運営 

□断水地域の把握 

□応急給水源が確保できない場合、その旨危機管理室（本部情報班）に報告 

□要緊急給水地域・施設の把握及び緊急給水の実施 

□拠点給水地域に関する応急給水計画の検討及び実施 

□運搬給水地域・施設に関する応急給水計画の検討、協力要請・調整 

□応急給水用資機材の確保 

健康福祉部 □医療機関・福祉施設等における緊急給水の把握・実施に関する協力 

□救助法関係事務のとりまとめ 

経営企画部 □応急給水用資機材・車両等の確保その他必要な協力 

□応急給水源が確保できない場合、その旨県に対し連絡し応急給水応援等要請 

□応急給水活動及び水道施設復旧活動に関する広報 

各部共通並びに関

係機関・協力団体

等 

□所管する施設及び所管業務に係る給水活動への協力 

区長等 □応急給水及び水道施設復旧への必要な協力 
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第４ 応急給水活動のめやす 

１ 応急給水供給目標量と給水方法 

給水対象 供給量 人／日 時期区分(発災後) 給水方法 

断水地域における 

一般利用者 

3 リットル ３日目まで □水道施設における拠点給水 

□給水タンク車等による運搬給水 

３～20 リットル ４日目～10 日目 □共用仮設給水栓の設置 

□給水タンク車等による運搬給水 

20～100 リットル 11 日目～20 日目 □仮設給水栓の増設 

100～ 

被災前給水量 

（約 250 リットル） 

21 日目～完全復旧

まで 

□仮設配管からの各戸給水 

□共用仮設給水栓の設置 

病院・福祉施設等 必要量 水道復旧まで随時 □仮設送水管・給水栓の設置 

□給水タンク車等による運搬給水 

消火用水 必要量 水道復旧まで随時 － 

 

２ 応急給水用資機材の確保 

まち整備部の車両及び資機材を確保し、応急給水活動に使用する。不足する資機材等の調達は、

関係各部・機関、県その他地方公共団体、自衛隊、飲料関係事業所等の応援を求める。 

 

３ 医療機関・福祉施設等への緊急給水の実施 

病院、心身障がい児・者救援サービス施設、介護老人保健施設等高齢者救援サービス施設等の福

祉施設への応急給水は、要請の有無にかかわらず、まち整備部が関係各部と連携しながら応急供給

計画をたて、給水タンク車その他市車両の運用により最優先で行う。特に公立八鹿病院については、

災害発生後直ちに、健康福祉部を通じて、水の確保状況を照会するなどして、水の確保に万全を期

する。 

 

４ 井戸水について 

被害地において水道施設がなく井戸等を使用している場合及び水道断水のため地区内の井戸を利

用する場合は、必ず井戸替え及び消毒を行ったものでなければ飲用に供してはならない。 

また、井戸替え及び消毒は、塩素、さらし粉、次亜塩素酸ソーダ等を投入し（基準量の 10～20

倍使用）水が十分替わるまで汲み出し外観検査の結果、無色透明で異物の浮遊、沈殿が認められず、

かつ残留塩素が 0.2mg/１リットル以上検出されるようにする。 

なお、生水を避け、必ず煮沸した水を飲用するよう広報する。 
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第３節 食料供給計画 

第１ とりまとめ責任担当部 

市民生活部 

 

第２ 食料供給に関する基本指針 

１ 災害発生直後においては、病院・福祉施設等における緊急食料供給要請に対する対応及び要配慮

者等に対する供給を最優先で行う。また、対策実施期間中を通じて優先的供給に努める。 

２ 避難所となる小・中・義務教育学校を供給拠点として、避難所滞在者及び避難所外避難者（在宅

避難者、車中・テント泊等）向けに初期においては、炊出し若しくは備蓄保存食料の提供、中期以

降については、弁当の提供若しくは炊出しにより食料の供給を行う。 

３ 応急的な食料供給業務を適切に行うとともに、市内における食料供給機能の早期復旧を促進する

ため、可能な限り市内ホテル・旅館、給食業者、外食レストラン、商工会等協定締結業者に対し、

食料、食材の調達、炊出し、弁当供給等業務委託を行う。 

４ 当該避難所周辺地域の食料供給機能復旧及びライフライン復旧の進捗状況に応じて、救助法に基

づく食料の供給は縮小若しくは停止する。 

５ その他各部の行う復旧対策との連携、県・国・防災関係機関との連携を強化するとともに、他市

町・都道府県・関係機関・関連業者・団体・専門家等に広く協力を求める。 

６ 対策の実施に当たっては、市ホームページ、ＣＡＴＶのほか、災害発生後２日目をめやすとして

発行される「広報やぶ被災者支援情報」を通じて、十分な事前広報を実施する。 

 

第３ 対策実施上の時期区分のめやす 

時期区分のめやす 手順その他必要事項 

発災直後の緊急措置 

（～７日目） 

□養父市学校給食センターの調理設備等給食体制の点検、確保 

□食料、食材及び弁当等の調達供給先の確保 

□調達供給先が確保できない場合、その旨県に対し連絡し食料の確保・供給

等要請 

□医療機関・福祉施設等への食料の緊急供給の実施（要請による） 

□避難所等各食料供給拠点における食料供給の実施 

（□要配慮者等最優先で当面対応 

（□炊出し実施が困難な場合は、保存食料の提供 

□平常時食料供給機能の復旧支援 

（□大規模店舗等における電気・ＬＰガス・水道・電話の優先的復旧 

（□災害時広報活動における「開店情報」の伝達 

避難所開設中期 

（８日目～14 日目） 

□避難所等各食料供給拠点における弁当の提供 

（□業者・団体等への委託で対応 

（□炊出し実施が可能な場合は炊出しの実施 

□平常時食料供給機能の復旧支援 

（□食料供給対策実施に伴う業務委託 

（□「生活支援物資車両」としての認定 

（□仮設店舗の提供、緊急融資のあっせん等 

（□その他上記のうち必要な措置の継続 

避難所後期以降 

（15 日目～） 

□ライフラインや商業機能の復旧状況に則した、食料供給対策の段階的縮小 

□避難所における共同炊事設備の提供 

□平常時食料供給機能の復旧支援 

（□上記のうち必要な措置の継続 
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第４ 市各部、関係機関・協力団体等の役割分担のめやす 

名称区分 手順その他必要な事項 

市民生活部 □備蓄保存食料・食材・弁当等の確保・供給 

□調達供給先が確保できない場合、その旨危機管理室（本部情報班）に報告 

□炊出し業務委託その他食料供給計画の検討及び協力要請・調整 

□病院・福祉施設等の要請に基づく緊急食料供給 

□要配慮者及び生活困難者に対する必要な支援措置 

□共同炊事設備設置計画の検討及び協力要請 

□救助法関係事務のとりまとめ 

健康福祉部 □病院・福祉施設等の緊急食料供給要請のとりまとめ 

□要配慮者及び生活困難者に対する必要な支援措置のとりまとめ 

□救助法関係事務のとりまとめ 

教育部 □養父市学校給食センターの調理設備等給食体制の点検、確保 

□避難所等各供給拠点における供給体制の点検・確保 

□その他市民生活部の指示に基づく食料供給活動の実施、その他必要な協力 

産業環境部 □市民生活部の指示に基づく食材・機材・燃料等の確保・供給に関する協力 

経営企画部 □調達供給先が確保できない場合、その旨県に対し連絡し確保・供給等要請 

□応急食料供給活動及び食料供給機能復旧状況に関する広報 

各部共通並びに関係

機関・協力団体等 

□所管する施設及び所管業務に係る食料供給活動への協力 

区長等 □非常用持出し食料の確保（最低３日分程度） 

□その他応急食料供給及び食料供給機能復旧への協力 

 

第５ 応急食料供給対策のめやす 

応急食料供給は以下のとおり行うが、実施に当たり高齢者、妊産婦、乳幼児、食事制限のある方等

のニーズにも配慮する。 

なお、食料の備蓄、輸送、配食等に当たっては、管理栄養士の活用を図る。 

 

１ 食料等の品目及び供給量のめやす 

項目 １人当たり１日量※下記のうちいずれか１つ 想定される時期 

保存食料等の場合 カンパン  ２～３缶 （100g/缶） 発災後３日目まで 

食パン   200ｇ（約半斤）以内 

缶詰弁当  ２～３缶  

アルファ米 ２～３パック 

炊出し又は弁当の場合 米穀（精米） 600ｇ以内 被災地域の復旧状況によ

り必要とされる場合で、

避難所開設期間中 
弁当類    ２～３食 

乳幼児向 調整粉乳   150ｇ以内 

粥、ベビーフード、ミキ

サー加工食品、とろみ調

整剤、アレルゲン除去食

品等の食事制限や食形態

等に配慮した特別な食品 

上記に準じて必要量 対策実施期間中随時 

病院・福祉施設への緊急

供給 

上記に準じて必要量 対策実施期間中随時 
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２ 炊出し実施方法のめやす 

(1) 養父市学校給食センター 

養父市学校給食センターの調理設備・要員・ランニングストック等を可能な限り使用する。ま

た必要に応じて、飲食業組合、民間給食業者、ホテル・宿泊業者、外食レストランチェーン業者

等に炊出し業務を委託する。 

(2) その他炊出し拠点 

災害対策活動従事者に対する食料の供給、病院・福祉施設等への要請に基づく緊急供給を行う

ため、市民生活部は、庁舎、保育所その他の施設に炊出し拠点を確保する。また各供給拠点にお

ける供給能力に不足のある場合は、これにより随時必要分を補充する。 

(3) 調達困難な場合 

炊出し実施に必要な食材、燃料、機材、応援調理要員の確保が困難な場合は、県・国・自衛隊

等に対し、応援を要請する。 

 

３ 供給対象者及び必要数把握方法のめやす 

(1)供給の対象者 

□避難所等に収容されている被災者 

□住家の被害が全焼、全壊、流失、半焼、半壊又は床上浸水等の被害を受け、炊事のできない被災

者 

□病院、ホテル等の滞在者及び縁故先への一時避難者 

□救助、救護、災害防止、災害復旧等の従事者 

(2)必要数把握の方法 

□市本部への被害情報による概数の把握 

□健康福祉部が集計した避難所収容者名簿及び食料希望者名簿による把握 

（乳幼児の数・高齢者の数及びその他一般市民等の数） 

□健康福祉部が関係各部、関係機関、区等住民組織の協力を得て集計した在宅要配慮者数の把握 

□経営企画部が各部の協力を得て集計した災害応急対策活動従事者の把握 

（医療機関・福祉施設等を含む。） 

 

４ 業者委託による弁当類供給方法のめやす 

業者委託による弁当類供給に当たっては、以下の点について留意する。 

□子供向け、一般成人向け、高齢者向けの少なくとも３種類のメニューとし、また栄養のバランス

と嗜好に配慮し、日替わりメニューを用意できること。 

□自ら配送体制を用意できること。また、各食料供給拠点の対象者別必要数については、業者が各

担当者よりそのつど聴取すること。 

□食中毒等を起こすことのないよう衛生管理に万全な体制をとれること。 

 

５ その他要配慮者への配慮すべき事項 

要配慮者への食品供給に当たっては、以下の点について留意する。 

□弁当・おにぎり、米飯、パン、副菜等を「かめない」「飲み込みにくい」人に合わせて調理・加

工できるよう、小規模な調理のできる調理場を設置すること。 

□育児用調整粉乳を調乳するため必要な清潔なスペース、ほ乳瓶等の必要な器具、器具の洗浄・消

毒を行うための資材類が整備された調乳場を設置すること。 
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第４節 生活必需品等供給計画 

第１ とりまとめ責任担当部 

市民生活部 

 

第２ 生活必需品供給に関する基本指針 

１ 災害発生直後においては、病院・福祉施設等における緊急生活必需品供給要請に対する対応及び

要配慮者等に対する供給を最優先で行う。また、対策実施期間中を通じて優先的供給に努める。 

２ 避難所となる小・中・義務教育学校等を供給拠点として、避難所滞在者及び在宅避難者向けに初

期においては一時的滞在のために最低限必要な身回品の応急的な供給を、また、中期以降について

は、生活の自力再建を支援するために必要な生活必需品の供給を行う。 

３ 被災地で求められる物資は、時間の経過とともに変化し、多様化すると考えられる。また、要配

慮者、女性、子どもなど避難者の特性によって必要となる物資は異なる。変化していく避難者ニー

ズの把握及びニーズに対応した物資の確保及び配布に努めるとともに、生理用品、女性用下着の配

布は女性が行うなど、物資の配布方法についても配慮する。 

４ 応急的な生活必需品供給業務を適切に行うとともに、市内における商業機能の早期復旧を促進す

るため、可能な限り市内大規模店舗、商工会等協定締結業者に対し、生活必需品の調達、供給等業

務委託を行う。 

５ 当該避難所周辺地域の商業機能及びライフライン復旧の進捗状況に応じて、救助法に基づく生活

必需品の供給は縮小若しくは停止する。 

６ その他各部の行う復旧対策との連携、県・国・防災関係機関との連携を強化するとともに、他市

町・都道府県・関係機関・関連業者・団体・専門家等に広く協力を求める。 

７ 大規模な災害時においては、原則として、国・県において仕分けられた義援品、メーカー等業

者・団体から寄せられた大口救援物資についてのみ受付、保管業務を行うものとする。一般個人を

対象とした義援品（小口救援物資）の募集・受付は行わないこととし、その旨を広報等で周知す

る。 

８ 対策の実施に当たっては、市ホームページ、ＣＡＴＶのほか、災害発生後２日目をめやすとして

発行される「広報やぶ被災者支援情報」を通じて、十分な事前広報を実施する。 

 

第３ 対策実施上の時期区分のめやす 

時期区分のめやす 手順その他必要事項 

発災直後の緊急措置 

（～７日目） 

□生活必需品等の調達供給先の確保 

□調達供給先が確保できない場合、その旨県に対し連絡し確保・供給等要請 

□医療機関・福祉施設等への生活必需品の緊急供給実施（要請による。） 

□避難所等各供給拠点における備蓄・調達による供給実施 

（□要配慮者等最優先で当面対応 

□平常時商業機能の復旧支援 

（□大規模店舗等における電気・ＬＰガス・水道・電話の優先的復旧 

（□災害時広報活動における「開店情報」の伝達 

避難所開設中期 

（８日目～14 日目） 

□避難所等各供給拠点における業務委託による提供の実施 

□平常時商業機能の復旧支援 

（□生活必需品供給対策実施に伴う業務委託 

（□「生活支援物資車両」としての認定 

（□仮設店舗の提供、緊急融資のあっせん等 

（□その他上記のうち必要な措置の継続 

避難所後期以降 

（15 日目～） 

□ライフラインや商業機能の復旧状況に則した供給対策の段階的縮小 

□避難所における物資交換スペース等の提供 

□平常時商業機能の復旧支援 

（□上記のうち必要な措置の継続 
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第４ 市各部、関係機関・協力団体等の役割分担のめやす 

名称 手順その他必要な事項 

市民生活部 □避難所等各供給拠点における供給体制の点検・確保 

□調達供給先が確保できない場合、その旨危機管理室（本部情報班）に報告 

□備蓄生活必需品等の確保・供給 

□調達その他による供給計画の検討及び国・県・業者・団体等への協力要請・

調整 

□病院・福祉施設等の要請に基づく緊急生活必需品供給 

□要配慮者及び生活困難者に対する必要な支援措置 

健康福祉部 □病院・福祉施設等の緊急生活必需品供給要請のとりまとめ 

□要配慮者及び生活困難者に対する必要な支援措置のとりまとめ 

□救助法関係事務のとりまとめ 

産業環境部 □健康福祉部の指示に基づく生活必需品の確保・供給に関する協力 

経営企画部 □調達供給先が確保できない場合、その旨県に対し連絡し確保・供給等要請 

□応急的供給活動及び商業機能復旧状況に関する広報 

各部共通並びに関係

機関・協力団体等 

□所管する施設及び所管業務に係る生活必需品供給活動への協力 

区長等 □非常用持出し生活必需品の確保（最低３日分程度） 

□その他応急的供給及び商業機能復旧への協力 

 

第５ 応急生活必需品供給対策のめやす 

応急生活必需品供給は以下のとおり行うが、実施に当たり高齢者や乳幼児等のニーズにも配慮する

こととする。 

 

１ 生活必需品の供給品目のめやす 

項目 品目例 想定される時期 

直後期 

※被災直後の最低

限の生活を維持

するために必要

な物資 

□毛布、布団類・簡易ベッド（要配慮者用優先）、

敷物（発泡スチロール製） 

□外衣・肌着（中古でもよい） 

□日用品（トイレ用紙・生理用品・紙おむつ） 

□冷暖房用品（ストーブ・扇風機等） 

□食器類（箸・コップ・皿・ほ乳瓶・缶切等） 

□小型エンジン発動機 

□仮設トイレ 

発災後３日目まで 

復旧期 

※当面の生活不安

から解放すると

ともに自力復旧

への意欲を支え

るために必要な

品 

□外衣・肌着（新品に限る） 

□身回品（タオル・パンスト・靴下等） 

□日用品（トイレ用紙・ティッシュペーパー・

ウェットティッシュ・生理用品・紙おむつ・ドラ

イシャンプー・石鹸・洗剤・歯ブラシ・歯磨粉

等） 

□冷暖房用品（ストーブ・扇風機等） 

□光熱材料（使捨てライター・カセットコンロ等） 

被災地域の復旧状況に

より必要とされる場合

で、避難所開設期間中 

障がい者等向け生

活必需品 

□車椅子 

□補聴器 

□ストマ用装具等 

対策実施期間中随時 
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項目 品目例 想定される時期 

応急復旧用物資 □シート 

□テント 

□鋼材 

□セメント 

□土のう袋等 

対策実施期間中随時 

衛生物資（避難所

での感染予防のた

めの物資） 

□消毒液（アルコール、次亜塩素酸ナトリウム溶液） 

□マスク 

□ゴム手袋（ディスポーザブル）、使い捨て手袋 

□液体石鹸 

□ウェットティッシュ、ペーパータオル 

□非接触型体温計 

□ガウン、フェイスガード 

□間仕切り、受付用パーティション 

□段ボールベッド（折りたたみベッドを含む。） 

□養生テープ 

□換気設備、除菌・滅菌装置 

□清掃用具一式、トイレ関連備品一式 

対策実施期間中随時 

病院・福祉施設へ

の緊急供給 

上記に準じて必要量 対策実施期間中随時 

 

２ 供給実施方法のめやす 

(1) 各生活必需品供給拠点 

各地域局及び当該学校施設における備蓄物資等を使用する。また、必要に応じて業者等に供給

業務を委託する。 

(2) 広域的供給拠点 

災害対策活動従事者に対する生活必需品の供給、病院・福祉施設等への要請に基づく緊急供給

を行うため、市民生活部は道の駅ようか但馬蔵、八鹿総合体育館に広域的供給拠点を確保する。

また、各供給拠点における供給能力に不足のある場合は、これにより随時必要分を補充する。 

(3) 調達困難な場合 

必要な生活必需品の調達が困難な場合は、県・国・自衛隊等に対し応援を要請する。 

 

３ 供給対象者及び必要数把握方法のめやす 

 第３節「食料供給計画」の規定を準用する。 
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第５節 義援金配分計画 

第１ とりまとめ責任担当部 

健康福祉部 

 

第２ 対策実施に関する基本指針 

１ 緊急を要する救援対策業務完了後に「義援金配分実施スケジュール」を可能な限り迅速に作成す

る。 

２ 避難所開設期間中に申請受付及び給付実施等の措置を行えるよう、国・県・関係機関・協力団体

等と連携・協力し、業務量の平均化と受給手続の簡略化に努める。 

３ 対策の実施に当たっては、市ホームページ、ＣＡＴＶのほか、災害発生後２日目をめやすとして

発行される「広報やぶ被災者支援情報」を通じて、十分な事前広報を実施する。 

 

第３ 対策実施上の時期区分のめやす 

時期区分のめやす 手順その他必要事項 

発災直後の緊急措置 

（～７日目） 

□必要な事前準備措置の検討 

避難所開設中期 

（８日目～21 日目） 

□義援金配分実施スケジュールの作成 

□広報活動並びに相談業務 

□必要な事前準備措置の実施 

避難所後期以降 

（22 日目～） 

□義援金配分の実施 

□実施スケジュールに関する広報活動並びに相談業務 

 

第４ 市各部、関係機関・協力団体等の役割分担のめやす 

名称 手順その他必要な事項 

健康福祉部 □義援金の配分のとりまとめ 

経営企画部 □義援金の受入れ・保管 

□罹災証明書発行のとりまとめ 

□市ホームページ、「広報やぶ」等を活用した広報 

区長等 □支給実施スケジュールに関する広報協力 

 

第５ 義援金の配分 

区分 手順その他必要な事項 

配分方法の決定 □県地域防災計画に基づき行う。 

□日赤県支部を中心に、支援関係団体等を構成員とする「義援金募集委員会」

が決定する。 

配分の実施 □県の「義援金募集委員会」において決定された義援金の配分基準をもとに、

民生委員・児童委員その他関係者の意見を聞き、実情に即して配分する。 

県に義援金募集（配

分）委員会が設置さ

れない場合 

□県の取扱いに準じて市に｢義援金募集委員会｣を設置し行う。 
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第６節 被災者台帳作成及び罹災証明書発行計画 

第１ とりまとめ責任担当部 

経営企画部 

 

第２ 罹災証明書発行に関する基本指針 

１ 罹災証明書の発行は、市の把握する限りの資料に基づき作成する被災者台帳により速やかに行

う。ただし、大規模災害発生時における罹災証明書の発行事務は災害発生後 22 日目以降開始を目

標とする。 

２ 被災者台帳作成作業及び罹災証明書発行事務を円滑に行うため、関係各部の各種被害調査結果を

基礎資料として活用する。 

３ 被害認定のための調査は、区長等協力団体及び市内在住・在勤家屋被害認定士等有資格者の作業

協力を得て行うが、作業量等から判断して、期間内に達成することが困難であるときは、他自治

体・家屋被害認定士等専門ボランティア等への作業協力を要請する。 

４ 対策の実施に当たっては、市ホームページ、ＣＡＴＶのほか、十分な事前広報を実施する。特に

発行スケジュールについては災害発生後７日目までに発表し市民に周知徹底する。 

 

第３ 大規模災害発生時における対策実施上の時期区分のめやす 

時期区分のめやす 手順その他必要事項 

発災直後の緊急措置 

（～７日目） 

□被害甚大地域の把握及び全壊・流失家屋等の把握 

□罹災証明書発行のための調査手順、体制等の検討・準備 

□市内在住・在勤家屋被害認定士等有資格者、区長等協力団体への協力要請 

□必要な場合の県内在住・在勤家屋被害認定士等有資格者への協力要請 

避難所開設中期 

（８日目～21 日目） 

□罹災証明書発行スケジュールの公表 

□関係各部の各種被害調査結果に基づく資料整理 

□関係各部との被災調査・発行業務協力に関する連絡・調整 

□罹災証明書発行のための調査実施 

□罹災証明書発行のための被災者台帳作成 

□罹災証明書発行のための実施計画、体制の検討・準備 

避難所後期以降 

（22 日目～） 

□作業量等により必要な場合の上記の作業の継続 

□罹災証明書発行事務開始 

□市民の苦情に基づく再度調査の実施 

□その他市民対応 

 

第４ 市各部、関係機関・協力団体等の役割分担のめやす 

名称 手順その他必要な事項 

経営企画部 □被災者台帳作成のとりまとめ 

□罹災証明書発行のとりまとめ 

□罹災証明書発行に関する広報活動 

市民生活部 □住民基本台帳等所管資料に基づく被災者台帳作成及び罹災証明書発行のため

の協力 

□所管業務に係る各種被害調査資料の提供 

（□行方不明者名簿 

（□遺体処理台帳 

（□埋葬台帳 

各部共通 □所管業務に係る各種被害調査資料の提供 

□経営企画部の指示に基づく罹災証明書発行のための作業に関する協力 

区長等 □罹災証明書発行のための調査協力 

□罹災証明書発行に関する広報協力 
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第５ 罹災証明書発行のための調査活動及び被災者台帳の作成 

１ 家屋・住家被害認定調査実施体制 

罹災証明書発行のための調査及び家屋・住家被害認定調査台帳作成のためのチームの構成、各編

成数、その他必要な事項については、事態に応じて適宜決めるが、概ね以下のような体制で行う。 

作業項目 チーム数 １チームあたりの構成員 

庶務・連絡 １ 職員 ４名 

家屋・住家被害認定

調査台帳作成 

１ 職員 必要数 

現場調査 必要数 職員 ２名、その他要員 １名 

苦情受付等市民対応 １ 職員 ４名 

※ 県が平成 18 年１月に創設した家屋被害認定士制度の活用を図ること。 

 

２ 調査実施要領 

作業項目 手順その他必要な事項 

各種被害調査資料の

整理による基礎的な

台帳の作成 

□人的被害は市民生活部、健康福祉部及び南但馬警察署提供資料による。 

□焼失程度、浸水程度は、南但消防本部・養父消防署・消防団部提供資料に

よる。 

現場調査の実施等 □現地において調査し必要な項目を中心にチェックする。 

□被災者の立会いを求めて行う。 

□写真を撮影する。 

□申出のあった被災者の当該家屋について、迅速に再調査を行い、判定結果

を当該被災者に連絡するとともに、必要に応じて家屋・住家被害認定調査

台帳を修正する。 

□災害に係る住家被害の認定については、災害に係る住家の被害認定基準運

用指針（内閣府、令和２年３月）に基づき実施する。 

□判定が困難なものについては、必要に応じて専門知識を有する建築士、不

動産鑑定士、学識経験者等からなる判定委員会を設置し、判定委員会の意

見を踏まえ、市長が判定する。 

 

３ 被災者台帳の作成 

市は、災害による被災者に対する総合的かつ効率的な援護実施の基礎とするため、被災者に関す

る情報を一元整理した被災者台帳を以下のとおり作成する。 

(1) 被災者台帳作成のための資料 

被災者台帳の作成は、経営企画部（職員・庁舎管理班、物資調達配分・調査班）及び市民生活

部（物資受入輸送班）が関係各部班等の協力を得て、概ね以下の資料に基づき行う。 

なお、必要に応じて、県に対し被災者に関する情報提供を要請する。 

項目 資料名 

ベースとなる資料 住民基本台帳 

付加すべき資料 避難者名簿 

医療救護班診療記録 

助産台帳 

家屋・住家被害認定調査台帳 

行方不明者名簿（安否確認照会案件未確認者名簿） 

死体処理台帳 

埋葬台帳 

消防・警察関係資料 
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(2) 被災者台帳に記載する事項 

被災者台帳に記載する事項は、概ねのとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６ 罹災証明書の発行 

１ 実施体制 

罹災証明書の発行は、経営企画部（職員・庁舎管理班、物資調達配分・調査班）、市民生活部

（物資受入輸送班）が関係各部班等の協力を得て行う。 

なお、罹災証明書発行のためのチームの構成、各編成数、その他必要な事項については、事態に

応じて適宜決めるが、本庁舎においては、概ね以下のような体制で行う。 

作業項目 チーム数 １チームあたりの構成員 

庶務・連絡 １ 職員 ４名 

証明書発行業務 １ 職員 必要数 

現場再調査 必要数 職員 ２名、その他要員 １名 

苦情受付等市民対応 １ 職員 ４名 

 

２ 発行実施要領 

作業項目 手順その他必要な事項 

証明書の発行 □被災者の証明書発行申請に対し被災者台帳により確認の上発行する。 

□被災者台帳により確認できないときでも申請者の立証資料をもとに客観的に

判断できるときは、罹災証明書を発行する。 

証明の範囲 □災害対策基本法第２条第１号に規定する災害による被害について行う。 

□住家被害（全壊・全焼、流失、大規模半壊、中規模半壊、半壊・半焼、準半

壊、床上浸水、床下浸水） 

□人的被害（死亡、行方不明、重傷、軽傷） 

□非住家被害（全壊・全焼、流失、半壊・半焼、床上浸水、床下浸水） 

その他留意事項 □罹災証明書発行に係る手数料は、救助法適用災害の場合又は市長が必要と認

めた場合は、徴収しない。 

□発行数に制限は設けない。 

  

・氏名 

・生年月日 

・性別 

・住所又は居所 

・住家の被害その他市長が定める種類の被害の状況（罹災証明書の証明の範囲内とする。） 

・援護の実施の状況 

・要配慮者であるときは、その旨及び要配慮者に該当する事由 

・電話番号その他の連絡先 

・世帯の構成 

・罹災証明書の交付の状況 

・市長が台帳情報を本市以外の者に提供することに被災者本人が同意している場合には、その提供

先 

・前号に定める提供先に台帳情報を提供した場合には、その旨及びその日時 

・その他被災者の援護の実施に関し市長が必要と認める事項 
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３ 罹災証明書発行に関する広報活動の実施 

罹災証明書の発行及び家屋被害認定再調査の受付を円滑に行うため、罹災証明書に関する相談窓

口を設置するとともに、概ね以下のとおり広報紙等により被災者への周知を図る。 

広報内容 

 ○調査の進捗状況 

 ○罹災証明書の内容 

 ○第１次調査に不服のあるときの申請方法 

 ○家屋被害認定調査と被災建築物応急危険度判定との相違点等 

※ 資料４－３ 被害の認定基準 

※ 資料６－５ り災証明書様式 
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第７節 災害総合相談及び安否情報提供窓口開設計画 

第１ とりまとめ責任担当部 

市民生活部 

 

第２ 災害時における総合相談窓口開設・運営及び安否情報提供窓口開設の基本指針 

１ 電話による市民からの要望・問合せへの対応窓口として、また、来庁した市民等の受付役となる

よう本庁舎及び各地域局に災害総合相談窓口を１か所ずつ設置する。また、ワンストップサービス

の実施に努めることにより各部（班）間のたらい回し等のトラブルを未然に防止することを期す

る。 

２ 災害総合相談窓口では、電話による市民からの各地区の被害状況に関する通報を受け付けるとと

もに、その時点で未把握の被害状況、防災情報の収集を行う。 

３ 市民からの要望・問合せを種別、時間別等に集計・記録する。これにより各部が担当する応急対

策活動、救援対策活動に関する被災者のニーズ（内容、量）を適切かつ迅速に把握するための「基

礎情報」とする。 

４ 可能な限り、県・国・その他関係機関業務に関する窓口が併設されるよう協力を要請する。 

５ 市は、被災者の安否に関する情報（以下「安否情報」という。）の照会があったとき、内閣府が

定める政令の要件を満たす場合に限り市が把握する情報に基づき回答できるものとし、本庁舎内に

安否情報提供窓口を設置する。 

６ 市ホームページ内に「災害情報用」サイト、「掲示板」の開設等を行い、来庁困難な市民への

サービス向上に努める。 

 

第３ 災害時における総合相談窓口の構成と事務分掌のめやす及び安否情報提供窓口の開設 

１ 災害総合相談窓口の構成と事務分掌のめやす 

区分 窓口担当員となる部・課 担当分野事項 

経営企画部所管

サービス窓口 

□経営企画部 

□議会事務局 

□非常時組織に関する相談 

□防災関係機関との連携に関する相談 

□電力、電話、ＬＰガス、鉄道施設に関する相談 

□罹災証明書の発行に関する相談 

□税の減免等に関する相談 

□議会の災害対策活動に関する相談 

□担当窓口の明らかでない相談 

□「災害情報専用」サイト、「掲示板」に関する

こと 

□地域局 

市民生活部・健康

福祉部・教育部所

管サービス窓口 

□市民生活部 

□健康福祉部 

□教育部 

□医療、救護対策に関する相談 

□要配慮者救援対策に関する相談 

□被災者救援対策に関する相談 

□学校施設等対策に関する相談 

□避難所運営に関する相談 

□地域局 

まち整備部、産業

環境部所管サービ

ス窓口 

□まち整備部 

□産業環境部 

□浸水、土砂災害等の防止に関する相談 

□道路交通対策に関する相談 

□応急住宅対策に関する相談 

□上下水道施設対策に関する相談 

□農林水産業等対策に関する相談 

□商工・観光施設等対策に関する相談 

□災害ごみの処理等環境・衛生対策に関する相談 

□地域局 

注） 以下は、各地域局設置の災害総合相談窓口  
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２ 安否情報提供窓口の開設 

市（市民生活部物資受入輸送班）は、被災者の安否に関する情報（以下「安否情報」という。）

について電話若しくは直接来庁による照会があったときに備え、本庁舎内に安否情報提供窓口を開

設し、以下のとおり安否情報を提供する。 

なお、安否情報の提供については、市ホームページや外部機関の安否情報提供サイトの活用を検

討する。この場合においては、当該安否情報に係る被災者又は第三者の権利利益を不当に侵害する

ことのないよう配慮しつつ、消防、救助等人命に関わるような災害発生直後の緊急性の高い応急措

置に支障を及ぼさない範囲で可能な限り安否情報を回答するよう努めるものとする。この場合にお

いて、市（市民生活部物資受入輸送班）は、安否情報の適切な提供のために必要と認めるときは、

警察等と協力して、被災者に関する情報の収集に努めることとする。 

区分 要件・手順その他必要な事項 

根拠法 □災害対策基本法第 86 条の 15 

安否情報提供事務の

位置づけ 

□被災地方公共団体の長は、被災者の安否情報について照会があったときは

回答することが可能（任意） 

国、地方公共団体間

の情報共有・情報提

供 

□被災地方公共団体の長は、関係地方公共団体の長等に被災者に関する情報

の提供を求めることが可能 

照会者の区分に応じ

た安否情報の回答 

□同居の親族：居所、負傷又は疾病の状況、連絡先等 

□同居でない親族、職場関係者その他の関係者：負傷又は疾病の状況 

□その他（知人等）：安否情報の有無 

□上記以外の者に対しても、本人の意思に基づき必要な情報を提供すること

が可能 

その他留意すべき事

項 

□被災者の中に配偶者からの暴力等を受け加害者から追跡されて危害を受け

るおそれがある者等が含まれる場合は、その加害者等に居所が知られるこ

とのないよう当該被災者の個人情報の管理を徹底すること 
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第５章 住宅確保対策計画 

第１節 計画の方針 

第１ とりまとめ責任担当部 

まち整備部 
 

第２ 大規模災害時における住宅対策実施に関する基本指針 

１ 対策全般を通じて、甚大な被災地及び要配慮者等向けの措置を優先して実施する。 

２ 豪雨等によって大規模かつ広範囲に宅地被害が生じた場合は、被災宅地危険度判定を実施し、

二次災害の防止等に必要な措置の実施に努める。 

３ 土砂・竹木等住家に流入した障害物の除去を最優先で実施する。 

４ 修復困難なため解体するものについては、災害廃棄物処理計画との整合性を踏まえ段階的かつ

必要最小限の範囲内で行うよう所有者・関係機関・団体等の協力を求める。 

５ 仮設住宅の提供等、公営住宅空家の確保とあわせて民間賃貸住宅の供給を促し、迅速かつ相応

量の住宅供給の確保に努める。 

６ 仮設住宅の早期建設、公営住宅空家等の確保等が困難なため、避難所生活の長期化が懸念され

る場合は、民間賃貸住宅を借り上げて供給するとともに、市内のホテル、旅館・企業保養所等の

協力を得て、一時待機所として確保し、希望者に提供する。 

７ 各部の行う復旧対策との連携、県・国・防災関係機関との連携を強化するとともに、他市町・

都道府県・団体・関連業者・専門家・ボランティア並びに市民・事業所等に広く協力を求め、住

民の自主性及び民間活力の発揮に支障のない範囲で最大限の支援を行う。 

８ 対策の実施に当たっては、十分な事前広報を実施する。 

 

第３ 対策実施上の時期区分のめやす 

時期区分のめやす 手順その他必要事項 

避難所開設期間 

（～28 日目） 

□建築物・宅地の被害状況の把握 

□宅地の応急危険度判定の実施及び危険防止措置 

□土砂・竹木等住家に流入した障害物の除去 

□被災宅地の補強又は補修工事促進・支援 

□救助法に基づく応急修理の実施 

□応急仮設住宅の建設 

□公営空家住宅の確保 

□民間賃貸住宅の借り上げ 

□必要な場合の市内のホテル、旅館・企業保養所等の一時待機所用確保 

□被災者向け相談業務 

避難所閉鎖以降 

（29 日目～） 

□引き続き必要な場合の上記の措置の継続 

□応急仮設住宅（建設型応急住宅）及び公営空家住宅の供給 

□民間賃貸住宅の借り上げによる「賃貸型応急住宅」の提供 

□民間賃貸住宅の供給促進（建設促進を含む。） 

□必要な場合の市内のホテル、旅館・企業保養所等の一時待機所提供 

□被災者向け相談業務 
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第２節 被災宅地危険度判定の実施 

第１ とりまとめ責任担当部 

まち整備部 
 

第２ 対策実施に関する基本指針 

１ 管内に相当程度の被害があり、危険な被災宅地が発生していると予測されるときは、判定の要

否判断に必要な被害情報を収集する。 
２ 当面の応急措置として、降雨等があった場合にも居住者、近隣の住民及び付近を通行する歩行

者の生命の安全を確保できるか否かの判定に限り最優先で実施する。 
３ 各部の行う復旧対策との連携、県・国・防災関係機関との連携を強化するとともに、他市町・

都道府県・団体・関連業者・専門家・ボランティア並びに市民・事業所等に広く協力を求め最大

限の体制を確保し、迅速かつ混乱を最小限にとどめるよう配慮し行う。 
４ 対策の実施に当たっては、十分な事前広報を実施する。 
 

第３ 対策実施上の時期区分のめやす 

時期区分のめやす 手順その他必要事項 

発災直後の緊急措置 

（避難所設置期間

中） 

□被害情報の収集及び被災宅地判定実施要否の判断 

□（必要と認めた場合）被災宅地危険度判定調査実施本部の設置 

□県への支援要請 

（□宅地判定士、判定調整員の派遣 

（□判定資機材の提供等 

□宅地判定士等の受入れ 

□公共施設・主要施設敷地の安全点検の実施 

□必要な場合の各地区判定拠点の設置 

□被災宅地危険度判定の実施 

□調査結果に基づき必要となる応急措置の実施 

□災害総合相談窓口における相談業務の実施 

□被災宅地危険度判定に関する情報の市民への提供 

生活再建支援のため

の措置 

（応急仮設住宅設置

期間中） 

□引き続き必要な場合の上記の措置の継続 

□「危険」及び「要注意」判定宅地所有者に対する詳細調査、補強実施等の

勧告 

□「調査済」判定宅地を対象とした詳細調査実施の促進 

□降雨その他の発生に伴う再度判定調査の実施（必要と認める場合） 

□被災者向け相談業務 

□被災宅地危険度判定調査実施本部の運営 

 

第４ 発災直後の緊急措置 

１ 初動措置 

項目 手順その他必要な事項 
市内土木関係団体等

協力団体への連絡 □被災宅地危険度判定調査実施体制確立の要請 
□市内被害状況に関する情報の提供 
□市本部体制の現況に関する情報の提供 

各総合相談窓口にお

ける担当者等の配置 □各災害総合相談窓口担当職員及び各種申込用紙類の配置 
□市民からの調査依頼受付 
□市民からの調査及び判定結果に関する相談・異議・苦情等の受付 
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項目 手順その他必要な事項 
被災宅地危険度判定

に関する広報活動の

実施 □被災宅地危険度判定に関する広報活動の要請 
□被災宅地危険度判定ボランティア協力の要請（→危機管理室を通じて） 

市各部・県・国等へ

の協力要請 □県・他都道府県・都市再生機構への判定要員の応援派遣要請 
□その他被災宅地危険度判定実施要員確保のための協力要請 
□その他各部・関係機関への協力要請 

報道機関対応 
※危機管理室を通じ

て □ラジオ・テレビ各社、報道機関への「被災宅地危険度判定調査実施」に関

する放送枠、紙面提供協力要請 
被災宅地危険度判定

対策チームの編成 □土木・建築・宅地開発団体・事業所、市各部、防災関係機関との連絡調整 
□安全点検調査すべき市施設、重要施設の指定 
□被災宅地危険度判定調査実施計画の作成 
□判定調査結果のとりまとめ及びデータの公表 
□市民対応 

 

２ 被災宅地危険度判定調査実施本部の設置 

項目 手順その他必要な事項 
被災宅地危険度判定

調査実施体制の確立 □被災宅地危険度判定調査実施本部の設置（本庁舎内） 
□土木・建築・宅地開発関係団体・事業所、判定ボランティア等への協力要

請 
□要員・器具等が不足する場合の、県等への応援派遣要請 
□被災宅地危険度判定調査実施計画の作成、効率的かつ迅速な実施 
□必要な場合の各地区判定拠点の設置 

専門ボランティアの

受け入れ・活用 □被災宅地危険度判定調査実施計画に基づく判定要員の配置 
□必要に応じて、食事の提供・宿泊施設の確保、提供 
□その他専門ボランティアに関する連絡・調整 

判定調査実施後に必

要な措置への協力 □危険防止のための応急的補強措置に関する実施協力 
□危険防止のための立入禁止措置に関する実施協力 
□その他必要な要員・資機材等の提供協力 

 

３ 被災宅地危険度判定作業の実施 

□被災宅地危険度の判定は、被災宅地危険度判定協議会の調査票等の定められた基準により行う。 
□判定の結果は、「擁壁・のり面等被害状況調査・危険度判定作成の手引き」に基づき、「危険宅

地（赤色）」、「要注意宅地（黄色）」、「調査済宅地（青色）」に区分し、現地の見やすい場

所に表示を行う。 
□判定は、原則として、「目視」により行う。 
 

４ 判定実施後にとるべき措置 

□主な措置は、危険防止のためのシート保護、立入り禁止措置、事態終息後の詳細調査の実施促

進、融雪期直前の再度対策実施の促進とする。 
□判定結果の通知を受けた宅地所有者等が自己の責任において、土木・宅地開発技術者へ依頼して

行うよう促進する。 
 なお、甚大被害の場合における県・国等への特別支援の要請、並びに生活困難者に対する支援措

置について、検討しその実施に努める。 
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第３節 応急仮設住宅の建設等 

第１ とりまとめ責任担当部 

まち整備部 
 

第２ 対策実施に関する基本指針 

１ 既存住宅ストックの活用を重視して応急的な住まいを確保することを基本とし、相談体制の整

備、修理業者の周知等の支援による応急修理の推進、公営住宅等の既存ストックの一時提供及び

賃貸型応急住宅の提供により、被災者の応急的な住まいを早期に確保するものとする。また、地

域に十分な既存住宅ストックが存在しない場合には、建設型応急住宅を速やかに設置し、被災者

の応急的な住まいを早期に確保する。 
２ 建設型応急住宅等の用地については、最優先で市街地内に確保する。なお、学校の敷地を用地

等とする場合は、学校の教育活動に十分配慮するものとする。 
３ 建設型応急住宅の建設は県で実施し、管理は市が行う。状況により市によることが困難な場合

は、速やかに県に対し、管理を要請する。なお、救助法適用市が本市のみなどの場合、県は市に

よる建設も検討することができる。 
４ 高齢者や障がい者が居住する上でも、必要な仕様・規格・付帯設備等を備えた住宅を設定する

とともに、その他対策全般を通じて、甚大な被災地及び要配慮者等向けの措置を優先して実施す

る。 
５ 各部の行う復旧対策との連携、県・国・防災関係機関との連携を強化するとともに、他市町・

都道府県・団体・関連業者・専門家・ボランティア並びに市民・事業所等に広く協力を求め最大

限の体制を確保し、迅速かつ混乱を最小限にとどめるよう配慮し行う。 
６ 対策の実施に当たっては、十分な事前広報を実施する。 
 

第３ 対策実施上の時期区分のめやす 

時期区分のめやす 手順その他必要事項 

避難所開設期間 

（～28 日目） 

□市営住宅の被害状況の確認・提供可能空家数把握 

□市内外提供可能県営住宅空家数の把握 

□その他公共住宅空家の提供可能数の把握 

□民間賃貸住宅の借り上げによる提供可能数の把握 

□暫時提供可能な民間保養所・社宅数及びホテル・旅館客室数の把握 

（避難所閉鎖後の入居待機者用施設「待機所」として確保） 

□応急仮設住宅等入居希望状況の把握 

□応急仮設住宅（建設型応急住宅）建設用地の確保 

□応急仮設住宅（建設型応急住宅）建設業者・資機材等の確保 

（レンタル・外国企業も含む。） 

□応急仮設住宅（建設型応急住宅）建設計画の決定及び建設開始 

□罹災都市借地借家法に基づく地区指定 

□災害都市復興基本方針に基づく地区指定等の措置 

□民間賃貸住宅供給促進のために必要な措置 

□各総合相談窓口内における被災者の要望の把握、相談受付 

□住宅対策に関する情報の市民への提供 
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時期区分のめやす 手順その他必要事項 

避難所閉鎖以降 

（29 日目～２年） 

□引き続き必要な場合の上記の措置の継続 

□応急仮設住宅（建設型応急住宅）の提供 

□民間賃貸住宅の借り上げによる「賃貸型応急住宅」の提供 

□被災者への一時入居住宅の提供 

□民間賃貸住宅のあっせん 

□避難所閉鎖後の入居待機者用施設（待機所）の確保及び提供 

□公営住宅法に基づく災害公営住宅供給計画の検討及び建設 

□災害都市復興計画の策定及び事業の実施 

□その他住宅供給促進のために必要な措置 

□各災害総合相談窓口内における被災者の要望の把握、相談受付 

□住宅対策に関する情報の市民への提供 

 

第４ 市・関係機関・協力団体等の役割分担 

名称 役割のあらまし 
市 □建築物・宅地被害状況に関する調査及び集計 

□応急仮設住宅（建設型応急住宅）建設用地の確保・建設・管理（ただし、

「建設」は救助法適用が本市のみである場合等県の検討結果による。） 

□民間賃貸住宅借り上げ分（賃貸型応急住宅）の確保及び提供 
□災害総合相談窓口の設置・運営、その他市民との対応 

県、国・防災関係機

関等 □応急仮設住宅（建設型応急住宅）の建設・管理（ただし、「管理」は市の

実施が困難な場合） 
□応急仮設住宅（建設型応急住宅）建設用地確保のための協力 

□民間賃貸住宅借り上げ分（賃貸型応急住宅）の確保のための協力 
□市が行う被災者相談業務に関する協力 
□その他市が行う災害時住宅対策への協力 

プレハブ建築協会、

建設業協会、建築士

会その他建築関係団

体・事業所 

□市・県が行う応急仮設住宅（建設型応急住宅）建設への協力 
□被災者からの住宅建築依頼への最大限対応 

□市が行う被災者相談業務に関する協力 
□その他市が行う災害時住宅対策実施のための協力 

宅地建物取引業協会

その他不動産業関係

団体・事業所 

□市・県が行う応急仮設住宅（建設型応急住宅）建設用地確保への協力 
□市・県が行う民間賃貸住宅借り上げへの協力 
□被災者からの民間賃貸住宅あっせん依頼への最大限対応 
□市が行う被災者相談業務に関する協力 
□その他市が行う災害時住宅対策実施のための協力 

区等 □被災者の復興まちづくりに関する意見の集約 
□被災者住宅への調査時の立ち会い 
□融資制度その他行政等支援メニューの説明 
□行政サービス各種申込書の配布 

□市・各防災機関・関係団体等との連絡・協議 
□その他災害時住宅対策に必要な措置 
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第５ 仮設住宅等被災者向け住宅の応急的確保のめやす 

項目 手順その他必要な事項 

仮設住宅等入居希望

状況の把握 

□避難所における調査 

□各総合相談窓口における調査 

□民生委員・児童委員等による調査（高齢者・障がい者等） 

仮設住宅建設用地の

確保 

□市所管公園の被災後の現況の把握 

□その他市内未利用地の現況把握及び用地確保 

（→各部・関係機関・その他管理者への協力要請） 

民間賃貸住宅の借り

上げによる確保 

□民間賃貸住宅空家の現況把握及び確保 

□隣接市内民間賃貸住宅の確保（→隣接市・県土整備部等への協力要請） 

一時入居住宅の確保 □市営住宅空家の現況把握及び確保 

□市外公共住宅空家の確保（→県土整備部等への協力要請） 

入居待機者用施設の

確保 

□市内民間保養所・社宅・ホテル・旅館のうち提供可能なもの 

□集会施設等市施設のうち転用可能なもの 

（→各部・関係機関・その他管理者への協力要請） 

被災者向け住宅供給

計画案の作成 

□総戸数及び募集区分別戸数案の作成 

□面積・仕様・規格・付帯設備等案の作成 

□供給実施計画案の作成 

（□応急仮設住宅（建設型応急住宅）分 

（□民間賃貸住宅借り上げ（賃貸型応急住宅）分 

県・国等との協議並

びに協力要請 

□応急仮設住宅用地（国・県有地等）の提供要請（→近畿財務局・県企画管

理部等） 

□建設業者・資機材等メーカーの広域的確保協力の要請 

 （→県土整備部・産業労働部・農林水産部等） 

□供給計画案の協議並びに供給実施計画決定（→県土整備部） 

（□応急仮設住宅（建設型応急住宅）分の型別戸数・建設場所 

（□民間賃貸住宅借り上げ（賃貸型応急住宅）分 

□一時入居住宅提供その他の協力要請（→その他各部長・関係機関） 

□罹災都市借地借家法その他関係法規に基づく地区指定 

 （→県土整備部・関係機関） 

建設業者その他協力

団体等への協力要請 

□供給・あっせん等協力体制確立の要請 

□供給実施計画案の作成に関する協力要請 

□県・国との協議状況に関する情報の提供 

災害総合相談窓口・

区等における申込受

付等体制確立 

□災害総合相談窓口担当職員・区長等への必要事項の周知並びに各種申込用

紙類の配置 

□市民からの入居申込・住宅提供申出等の受付 

□市民からの相談・苦情等の受付 

被災者向け住宅供給

に関する広報活動の

実施 

□市による広報活動の実施 

□報道機関に対する情報の提供及び報道要請を危機管理室に指示 

住宅救援担当チーム

の編成 

□被災者向け住宅供給実施計画に関する事務 

□各部、防災関係機関、協力団体との連絡調整 

□一時入居住宅、仮設住宅用地等の確保 
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第４節 住宅の応急修理及び障害物除去 

第１ とりまとめ責任担当部 

まち整備部 
 

第２ 対策実施に関する基本指針 

１ 対策全般を通じて、甚大な被災地及び要配慮者等向けの措置を優先して実施する。 
２ 土砂・竹木等住家に流入した障害物の除去は原則として、自力で行う。ただし、生活困難者及

び生活保護世帯を対象として、それぞれ救助法、生活保護法に基づき市又は県が行う。 
３ 各部の行う復旧対策との連携、県・国・防災関係機関との連携を強化するとともに、他市町・

都道府県・団体・関連業者・専門家・ボランティア並びに市民・事業所等に広く協力を求め最大

限の体制を確保し、迅速かつ混乱を最小限にとどめるよう配慮し行う。 
４ 対策の実施に当たっては、十分な事前広報を実施する。 
 

第３ 対策実施上の時期区分のめやす 

時期区分のめやす 手順その他必要事項 
発災直後の緊急措置 
（避難所設置期間

中） □土砂・竹木等住家に流入した障害物の除去 
□建築物の応急修理実施体制の確立 
（□業者・資機材及び必要となる用地の確保 
□救助法に基づき市が行う応急修理作業実施計画の決定及び開始 
□被災者が行う補修に対する支援メニューの策定 

生活再建支援のため

の措置 
（応急仮設住宅設置

期間中） 
□引き続き必要な場合の上記の措置の継続 
□救助法に基づき市が行う応急修理作業の実施 
□被災者が行う補修に対する支援メニューの提供 

□建築物の応急修理に関する相談業務開始 
□被災者が行う補修の業者への依頼あっせん 

 

第４ 市各部の役割分担 

名称 手順その他必要事項 
まち整備部 □土砂・竹木等住家に流入した障害物の除去 

□応急修理の実施 
□市営住宅対策 

経営企画部 □応急修理対象住家の所有権確認に伴う協力 
□応急修理対策全般に関する広報 
□区長等の連絡・調整に関する協力 

健康福祉部 □生活困難者の認定に関する協力 
□救助法関係事務のとりまとめ 

 

第５ 土砂・竹木等住家に流入した障害物の除去 

 土砂・竹木等住家に流入した障害物の除去は、県地域防災計画の定めるところにより行う。 
対策種別 内容 

自費除去 □被災者が自力（自費）で除去する。 
除去費等の融資 □自力（自費）で整備するには資金が不足する者に対し住宅修繕同様融資し

て除去する。 
救助法による除去 □自己の資力では困難な世帯のために市が除去する。 

□選定に当たっては、民生委員・児童委員等関係機関の意見を聞き、行う。 
生活保護法による 
除去 □生活保護世帯に対し、生活保護法に基づき市が除去する。 
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第６ 被災住宅の応急修理 

１ 市が行う被災住宅の応急修理 

救助法が適用された災害であり、被害状況等により必要があると認めた場合は、市が行う。 
なお、応急修理対策の実施手順等については、そのつど決めるが、概ね以下をめやすとする。 

(1) 実施手順と主な措置 

項目 手順その他必要な事項 
市内建築関係団体等

協力団体への連絡 □市が行う応急修理作業への協力要請 
□被災者が行う補修依頼への最大限対応の要請 
□市内被害状況に関する情報の提供 
□市本部体制の現況に関する情報の提供 

市が行う被災住宅の

応急修理 □応急修理実施希望の把握 
□応急修理実施計画案の策定 

災害総合相談窓口・

区等における申込受

付等体制確立 □相談窓口担当職員・区長等への必要事項の周知並びに各種申込用紙類の配

置 
□市民からの応急修理申込受付 
□市民からの応急修理全般に関する相談・異議・苦情等の受付 

建築物応急修理対策

チームの編成 □国及び県土整備部・市各部・関係機関との連絡調整 
□建設業協会等建築関係協力団体との連絡調整 
□その他建物応急修理に関する連絡調整業務 

(2) 対象となる物件のめやす 

□住宅が半壊、半焼若しくはこれらに準ずる程度の損傷を受け、自らの資力をもって住宅の応急修

理を実施できない者（半壊及び準半壊）又は大規模な補修を行わなければ居住することが困難で

ある程度に住家が半壊した者（大規模半壊）に対し、そのままでは住むことができない状態にあ

るが、破損箇所に手を加えれば何とか日常生活を営むことができる場合に、居室、炊事場、トイ

レなど最小限に必要な部分について応急修理を実施する。 
 

２ 被災者が行う補修に対する支援 

(1) 区長等を通じた支援 

融資制度等既存若しくは新規行政支援メニューの充実並びに資料・申込書の提供等 
(2) 協力団体等を通じた支援 

被災者の依頼に対する最大限対応の要請、交通規制除外等各種緩和・優遇措置等 
 

３ 市営住宅等の応急修理 

既設の市営住宅又は付帯施設が災害により著しく損傷を受けた場合には、住民が当面の日常生活

を営むことができるよう応急修理を次のとおり実施する。 
なお、県営住宅その他公営住宅については、県土整備部、県住宅供給公社等が被害状況を緊急調

査し迅速に応急修理する。 
□市営住宅又は付帯施設の被害状況について、早急に調査を行う。 
□市営住宅又は付帯施設のうち危険箇所については、応急保安措置を実施するとともに、危害防止

のため住民に周知を図る。 
□市営住宅の応急修理は、屋根、居室、炊事場、トイレ等の日常生活に欠くことができない部分の

みを対象とし、修理の必要度の高い住宅から実施する。    
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第２編 地震災害警戒、災害応急対策計画 

第１部 非常時活動体制に関する計画 

第１章 地震発生初期及び地震警戒対策 

第１節 震度５弱以下の地震が発生した場合 

第１ とりまとめ責任担当部 

危機管理室 

 

第２ 初動対応上の基本指針 

１ 危機管理室及び地域局においては、地震災害対策関係部及び他部と連携・協力し、できる限り先

行的に必要な要員を配置し、応急活動体制における本部指揮機能を確保する。 

２ 市内各地域に関する情報収集・協力団体への連絡及び初期対応は、各地域局を中心に行う。 

３ 県・国・防災関係機関・団体等への配備体制通報及び被害発生状況連絡は、最優先で行う。 

４ 被害状況により必要な場合は、より高次な体制へ遅滞なく切り替え適切に対応する。 

 

第３ 初動対応のめやす 

１ 危機管理室 

区分 勤務時間内 勤務時間外 

震 度 ４
地 震 発
生 

●危機管理室→危機管理監 
□震度４地震発生報受信連絡、必要に応じて警戒
体制設置意見具申（副市長・市長へ） 

●危機管理室→部内・各部庶務・連絡担当 
      →各地域局 
      →南但消防本部・団本部 

→関係機関 
□震度４地震発生報伝達、所管事項防災情報、災
害情報収集・報告指示、要請 

□必要に応じて警戒体制配備指示又は通知 
●危機管理室→南但消防本部 
□連絡体制確保 

●宿・日直員→危機管理室職員 
□震度４地震発生報受信連絡 

●危機管理室職員 
□直ちに登庁 
□勤務時間内に準ずる対応 

 

震 度 ５
弱 地 震
発生 
 
 

●危機管理室→危機管理監 
□震度５弱地震発生報受信連絡、警戒体制又は災
害警戒本部体制意見具申（副市長・市長へ） 

●危機管理室→部内・各部庶務・連絡担当 
      →各地域局 
      →南但消防本部・団本部 

→関係機関 
□震度５弱地震発生報伝達、警戒体制又は災害警
戒本部配備体制指示又は通知 

□所管事項防災情報、災害情報収集・報告指示、
要請 

●危機管理室→南但消防本部 
□連絡体制確保 

●危機管理監→市長 
□被害状況により災害対策本部設置意見具申 

●宿・日直員→危機管理室職員 
□震度５弱地震発生報受信連絡 

●危機管理室職員 
□直ちに登庁 
□勤務時間内に準ずる対応 
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２ まち整備部 

区分 勤務時間内 勤務時間外 

震 度 ４
地 震 発
生 
 
 

●建設課→部内・県・国出先機関 
□震度４地震発生報、指示により警戒体制発令伝

達又は通知 
□道路、河川等所管事項防災情報、災害情報収集 

●部内所管課→関係団体等 
□道路、河川等所管事項防災情報、災害情報収集 
□連絡体制確保 
□必要に応じて応援要請 

●建設課→危機管理室 
□以上に関する復命報告（第１報） 

●建設課担当職員（連絡を受けた場
合） 
□直ちに登庁 
□勤務時間内に準ずる対応 

 

震 度 ５
弱 地 震
発生 

●建設課→部内・県・国出先機関 
□震度５弱地震発生報、警戒体制又は災害警戒本
部設置連絡 

□道路、河川等所管事項防災情報、災害情報収集 
●部内所管課→関係団体等 
□道路、河川等所管事項防災情報、災害情報収集 
□連絡体制確保 
□応援出動要請 

●建設課→危機管理室 
□以上に関する復命報告（第１報） 

●建設課担当職員 
□直ちに登庁 
□勤務時間内に準ずる対応 

 

 

３ 各部 

区分 勤務時間内 勤務時間外 

震 度 ４
地 震 発
生 
 

●庶務担当課→部内・県・国出先機関 
□震度４地震発生報、指示により警戒体制発令連
絡 

□所管事項防災情報、災害情報収集 
●部内所管課→関係団体等 
□所管事項防災情報、災害情報収集 
□連絡体制確保 
□必要に応じて応援出動、準備要請 

●庶務担当課→危機管理室 
□以上に関する復命報告（第１報） 

●各部庶務担当課担当職員（連絡を
受けた場合） 
□指示により直ちに登庁又は自宅
待機 

□勤務時間内に準ずる対応 
 

震 度 ５
弱 地 震
発生 

●庶務担当課→部内・関係機関・団体等 
□震度５弱地震発生報、警戒体制又は災害警戒本
部設置連絡 

□所管事項防災情報、災害情報収集 
●部内所管課→関係団体等 
□団体等を通じた所管事項防災情報、災害情報収
集 

□連絡体制確保 
□応援出動要請 

●庶務担当課→危機管理室 
□以上に関する復命報告（第１報） 

●各部庶務担当課担当職員 
□直ちに登庁 
□勤務時間内に準ずる対応 
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４ 各地域局 

区分 勤務時間内 勤務時間外 

震 度 ４
地 震 発
生 
 
 

●地域局→局内・各部出先課等 
→消防分団正副分団長 
→区長及び協力団体等 

□震度４地震発生報、指示により警戒体制発令連
絡 

□所管地区内道路、河川等防災情報、災害情報収
集指示又は要請 

□応急対策用資機材確保指示又は要請 
□分団・区長・団体等との連絡体制確保 

●各部出先課等→学校・保育所・団体等 
□学校・保育所・団体等を通じた防災情報、災害
情報収集 

□必要に応じて応援出動、準備要請 
□連絡体制確保 

●地域局→危機管理室 
□以上に関する復命報告（第１報） 

●宿・日直員→地域局担当職員（連
絡を受けた場合） 
□直ちに登庁 
□勤務時間内に準ずる対応 

 

震 度 ５
弱 地 震
発生 
 
 

●地域局→局内・各部出先機関 
→消防分団正副分団長 
→区長及び協力団体等 

□震度５弱地震発生報、警戒体制又は災害警戒本
部設置連絡 

□所管地区内道路、河川等防災情報、災害情報収
集指示又は要請 

□応急対策用資機材確保指示又は要請 
□分団・区長・団体等との連絡体制確保 

●各部出先課等→学校・保育所・団体等 
□学校・保育所・団体等を通じた防災情報、災害
情報収集 

□応援要請 
□連絡体制確保 

●地域局→危機管理室 
□以上に関する復命報告（第１報） 
□必要に応じて地域局体制強化のための応援要員
の派遣要請 

●宿・日直員→地域局担当職員 
□直ちに登庁 
□勤務時間内に準ずる対応 
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第２節 震度５強以上の地震が発生した場合 

第１ とりまとめ責任担当部 

危機管理室 

 

第２ 初動対応上の基本指針 

１ 市長の災害対策本部設置の指示を待つことなく、危機管理室及び地域局においては、地震災害対

策関係部及び他部と連携・協力し、できる限り先行的に必要な要員を配置し、本部指揮機能の確

保・維持に努める。 

２ 市内各地域に関する情報収集・協力団体への連絡及び初期対応は、各地域局を中心に行う。市各

部は、要員について不足することがないよう、対象地域在住職員を中心に応援派遣する。 

３ 県・国・防災関係機関・団体等への配備体制通報及び被害発生状況連絡は、最優先で行う。これ

により、事態のいかなる推移・急変に際しても迅速な応急対策実施を期する。 

４ 震度６強以上の地震が発生した場合、発災直後においては勤務時間内外を問わず、緊急初動体制

により延焼火災、危険物爆発、有毒ガス流出等の二次災害の未然防止、建物倒壊、土砂崩れ等によ

る生き埋め者救出、重傷者の救命医療救護等人的被害の軽減に全力を集中する。 

５ 休日・夜間に震度５強以上の地震が発生した場合は、あらかじめ指名する緊急時指定職員が速や

かに本庁舎その他の庁舎にかけつけ、それぞれ本部における災害対策本部体制又は緊急初動体制の

編成、指揮に着手し、正規の本部情報班及び各部幹部職員又は庶務要員が参集し次第任務を引き継

ぐものとする。 

 

第３ 初動対応のめやす 

１ 活動体制 

震度  勤務時間内 勤務時間外 

□５強 
□６弱 

→ 災害対策本部 緊急時指定職員による災害対策本部 
↓ 

災害対策本部 
□６強以上 → 緊急初動体制 

↓ 
災害対策本部 

緊急時指定職員による緊急初動体制 
↓ 

災害対策本部 

 

２ 緊急初動体制 

(1) 南但消防震災対策本部及び消防団本部の指揮による緊急初動体制 

緊急初動体制においては、南但消防本部消防長を長とする震災対策本部並びに消防団長を長と

する消防団本部の指揮のもと、延焼火災阻止、建物倒壊・土砂崩れ等による生存者救出のための

緊急初動活動を行う。緊急初動体制は災害対策本部体制が確立した時点における市長の指示によ

り解除される。 

ア 南但消防震災対策本部及び消防団本部 

南但消防震災対策本部は、南但消防本部内に設置する。消防団本部及び各地区方面隊本部は、

市役所及び各地域局に設置する。 

イ 本部情報班 

本部情報班は、勤務時間内については災害対策本部組織上の部の事務分掌に基づく正規担当

職員により、また勤務時間外については緊急時指定職員又は先着正規担当職員により編成する。 

ウ 本部各活動班 

各活動班は、災害対策本部組織上の部の事務分掌に基づき、勤務時間内については各部の長

が部の職員のうちから、勤務時間外については各部緊急時指定職員又は各部先着上位の職員が

参集した部の職員により臨時に編成する。  
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(2) 緊急時指定職員 

危機管理監、各部長及び各地域局長は、本部情報班、各部庶務担当要員の要員となる職員につ

いて、居住地その他の事情により震度５強以上の地震発生後徒歩１時間以内にそれぞれの配備場

所に参集することが困難と認められるときは、所属の如何を問わず徒歩１時間以内に参集可能な

職員のうちより「緊急時指定職員」として、代替要員を指名しておくことができるものとする。

「緊急時指定職員」に指名された職員は、夜間・休日において、養父市域に震度５強以上の地震

が発生した場合又はテレビ・ラジオ等で発生したことを知った場合は、自主的に各指定庁舎に参

集する。 

 

３ 緊急初動体制における活動のめやす 

(1) 本部情報班要員 

ア 指揮実施上の基本指針 

□延焼火災、危険物爆発、有毒ガス流出等の２次災害（以下「延焼災害等」という。）の未然防止

（阻止）を第１に行う。 

□延焼火災等発生を回避できる見込みの場合は、建物等倒壊による生き埋め者の救出、重傷者の救命

医療救護等人的被害の軽減に全力を集中する。 

□市の持つ総合的防災力の最大限動員を図る。 

□被災者をはじめとする市民との情報収受ルート、南但消防本部、並びに南但馬警察署・県・国・自

衛隊・緊急消防援助隊等防災関係機関、協力団体との連携・協力ルートの網羅的確保を行う。 

□災害対策本部体制の全面的な確立を得るまでの間（発災後６時間をめやすとする。）、若しくは延

焼火災等発生を回避できる見込みが立つまでの間については、市の各部・機関は、南但消防本部に

設置される震災対策本部のもと、必要な支援・協力活動を行う。 

 

医 療 救 援 班 

高 齢 者 ・ 女 性 ・ 子 供 等 救 援 班 

避 難 支 援 班 

救 出 活 動 支 援 班 

道 路 啓 開 班 

水 利 支 援 班 

情 報 ・ 広 報 班 

本 
 

部 
 

活 
 

動 
 

班 

 

市 

 

 

  

長 

南 但 消 防 震 災 対 策 本 部 

( 南 但 消 防 本 部 消 防 長 ) 
消 防 本 部 ・ 署 部 隊 

消 防 団 部 隊 消防団本部 (消防団長 ) 

本 部 情 報 班 
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イ 指揮手順のめやす 

時期区分 措置のめやす 

発生後～２時間 □市民通報、119 番通報、職員の収集情報等による災害の全体像の把握及び想定 

□初動方針の決定 

□南但消防本部、並びに南但馬警察署、県・国・自衛隊・緊急消防援助隊等各機

関及び団体への連携・協力の要請 

□電力会社等ライフライン機関への通報及び協力の要請 

□危険物爆発、有毒ガス流出等阻止、消火、救助・救急、警戒その他人的・物的

被害軽減のための活動 

□その他基本目標達成のための諸活動 

～６時間 

（24 時間） 

□引き続き必要な上記の措置の継続 

□災害対策本部体制への移行 

ウ 発生当日に緊急に取り組むべき措置のめやす 

活動目標 必要な資機材等 措置のめやす 

市街地火災発生

を防ぐ 

□消火用水 

□消火薬剤 

□消防車両 

□消火器 

□消防ポンプ 

□重機類 

□のこぎり 

□ハンマーなど 

□危険物爆発、有毒ガス流出等の阻止 

□ＬＰガス漏れの場合の煙草禁止その他出火注意の徹

底 

□ＬＰガス元栓の閉止、電気ブレーカー閉止の徹底 

□被害甚大地域における通電再開の一時留保の要請 

□消防水利確保支援 

□自衛隊等との連絡・調整 

□緊急消防援助隊との連絡・調整（南但消防本部によ

る） 

生き埋め者を救

い出す 

□重機類 

□照明装置 

□のこぎり 

□スコップ 

□バールなど 

□周辺住民相互の協力による救出作業 

□地元建設業者等への協力依頼（重機類等） 

□警察との連携及び自衛隊等への要請 

□自衛隊等との連絡・調整 

□緊急消防援助隊との連絡・調整（南但消防本部によ

る） 

重傷者の命を救

う 

□救急車等搬送車両 

□ヘリコプター 

□担架 

□医薬品、機材、水等 

□輸血用製剤・血液 

□応急的な手当 

□救護所、高度医療可能病院、人工透析機関等の確保 

□搬送 

□自衛隊等との連絡・調整 

□緊急消防援助隊との連絡・調整（南但消防本部によ

る） 

緊急避難させる □ハンドマイク 

□照明装置 

□懐中電灯 

□バス等移動用車両 

□火災、有毒ガス流出、土砂崩れ危険時の２次避難誘

導 

□２次避難所の確保、指示 

要配慮者支援 □担架 

□毛布 

□リヤカー 

□背負いひもなど 

□在宅要配慮者の避難支援 

□避難誘導途上における高齢者・乳幼児・障がい者・

病人への配慮 

□避難所における配慮 

立入禁止 □ロープ、コーン、バ

リケード 

□警告ランプ、掲示 

□倒壊危険建物、土砂崩れ危険箇所等の応急措置 

知らせる □広報活動用車両 

□市ホームページ専用

サイト開設 

□広報紙資料 

□市民への「市」による広報 

□市職員への情報提供 
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活動目標 必要な資機材等 措置のめやす 

市街地火災発生

を防ぐ 

□消火用水 

□消火薬剤 

□消防車両 

□消火器 

□消防ポンプ 

□重機類 

□のこぎり 

□ハンマーなど 

□危険物爆発、有毒ガス流出等の阻止 

□ＬＰガス漏れの場合の煙草禁止その他出火注意の徹

底 

□ＬＰガス元栓の閉止、電気ブレーカー閉止の徹底 

□被害甚大地域における通電再開の一時留保の要請 

（本部情報班を通じて要請） 

□消防水利確保支援 

生き埋め者を救

い出す 

□重機類 

□照明装置 

□のこぎり 

□スコップ 

□バールなど 

□周辺住民相互の協力による救出作業 

□地元建設業者等への協力依頼（重機類等） 

□警察との連携及び自衛隊等への要請 

（本部情報班を通じて要請） 

重傷者の命を救

う 

□救急車等搬送車両 

□担架 

□医薬品、機材、水等 

□輸血用製剤・血液 

□応急的な手当 

□救護所、高度医療可能病院、人工透析機関等への搬

送 

□救護所への医薬品、機材、水、輸血用製剤・血液等

の供給協力 

（本部情報班を通じて確保の上行う。） 

緊急避難させる □ハンドマイク 

□照明装置 

□懐中電灯 

□バス等移動用車両 

□ヘリコプター 

□船 

□延焼火災拡大、有毒ガス流出時等の２次避難誘導 

□建物倒壊、土砂崩れ危険箇所からの避難指示、誘導 

□区長との協力による避難所の確保、運営、秩序の維

持 

要配慮者救護支

援 

□担架 

□毛布 

□リヤカー 

□背負いひもなど 

□ミルク、ほ乳びん、

水、離乳食等確保 

□在宅要配慮者の避難支援 

□避難誘導途上における高齢者・乳幼児・障がい者・

病人への配慮 

□専用又は優先避難所確保 

□避難所における配慮 

危険区域の立入

禁止措置 

□ロープ、コーン、バ

リケード 

□警告ランプ、掲示 

□倒壊危険建物、土砂崩れ危険箇所等の応急措置 

情報収集・広報

その他 

□広報活動用車両 

□ハンドマイク 

□自転車、バイク 

□広報紙資料 

□参集職員から情報聴取 

□認定こども園等職員、関係者からの情報収集 

□区役員等から情報収集 

□市民等からの通報 

□市職員への情報提供 
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(2) 本部各部活動班の編成と任務のめやす 

区分 編成対象部局 
任務のめやす 

緊急を要する措置の実施 資機材等の確保 

医
療
対
策
班 

健康福祉部 □市外後方支援病院、人工透析機関等確保 

□重症者救急搬送用車両等確保 

□公立八鹿病院、救護所等への医薬品・医療資機

材・上水確保、供給 

□医療ボランティアの広域的確保 

□救急車両等搬送車両 

□ヘリコプター 

□担架 

□医薬品、機材 

□輸血用製剤、血液 

□水など 

高
齢
者
・
女
性
・
子
供
等

救
援
班 

健康福祉部 

市民生活部 

□高齢者・障がい者・病弱者等要配慮者専用又は優

先避難所の確保 

□要配慮者の安否確認支援 

□要配慮者避難に必要となる資機材・要員の確保 

□関係リスト 

□担架 

□毛布 

□リヤカー 

□背負いひも 

□ベッド 

□車椅子など 

避
難
支
援
班 

市民生活部 

健康福祉部 

教育部 

□延焼火災拡大や有毒ガス流出時等の安全避難ルー

ト準備 

□要配慮者等避難移動用バス等車両、リヤカー等の

確保 

□避難誘導、避難所運営用資機材等の確保 

□ハンドマイク 

□懐中電灯 

□照明装置 

□発電機 

□バス等車両 

□テント類 

救
出
活
動
支
援
班 

まち整備部 

産業環境部 

 

□市外建設業者等への協力要請（重機類等資機材、

要員確保） 

□県・国関係機関への協力要請（特殊資機材・救出

要員確保） 

□警察・自衛隊・緊急消防援助隊等への被害甚大な

地域局、地理等に関する情報提供 

□危険建物、土砂崩れ危険箇所等への立入禁止その

他人的危険回避のための措置 

□重機類 

□照明装置 

□発電機 

□削岩機 

□エアジャッキ 

□スコップ 

□チェーンソー 

□ロープ 

□警告ランプ類 

道
路
啓
開
班 

まち整備部 

産業環境部 

□市内外緊急輸送道路、の被害状況の全体像把握 

□道路啓開・交通規制実施に関する県、国及び警察

との連携 

□指定緊急輸送道路の緊急確保 

□その他消防車両等緊急車両通行のための道路確保 

□重機類 

□照明装置 

□木材、土砂 

□アスファルト混合物 

□通行止看板 

□警告ランプ類 

水
利
支
援
班 

まち整備部 

産業環境部 

□水道消火栓確保のために必要な措置 

□防火水槽・貯水槽への充水 

□公立八鹿病院、社会福祉施設への緊急給水 

□給水車両 

□給水用資材等 

情
報
・
広
報
班 

危機管理室 

議会事務局他 

□出火注意の徹底 

□ＬＰガス元栓の閉止、電気ブレーカー閉止の徹底 

□マイカー利用禁止の徹底 

□初期消火、救出作業への協力要請など 

□市ホームページ 

□メガホン 

□ハンドマイク 

□自転車 

□バイク 

□拡声器付車両 
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第３節 南海トラフ地震関連情報又は緊急地震速報（警報）が発表された場合 

第１ とりまとめ責任担当部 

危機管理室 

 

第２ 初動対応上の基本指針 

１ 南海トラフ地震発生時、養父市においても震度５弱～５強程度の揺れがあるものと想定し、危機

管理室及び地域局は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）が発表された場合は、地震警戒対

策関係部及び他部と連携・協力し、できる限り先行的に必要な要員を配置し、災害警戒本部体制に

基づく本部指揮機能を確保する。 

２ 緊急地震速報（警報）により震度５弱以上の大きさの地震動が予測される旨の連絡・発表があっ

た場合は、災害警戒本部体制に基づく本部指揮機能を確保する。 

３ 緊急地震速報（特別警報）により震度６弱以上の大きさの地震動が予測される旨の連絡・発表が

あった場合、並びに警戒宣言が発せられ、市内の地域にもかなりの震度が予想され、災害応急対策

に備えるため特に必要と認められるときは災害対策本部体制に基づく本部指揮機能を確保する。 

４ 市内各地域に関する情報収集・協力団体への連絡及び警戒対応は、各地域局を中心に行う。 

５ 県・国・防災関係機関・団体等への配備体制通報及び被害発生状況連絡は、最優先で行う。これ

により事態のいかなる推移・急変に際しても迅速な警戒・応急対策実施を期する。 

６ 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）が発表された場合は、危機管理室及び地域局まちづく

り係を中心として、情報収集活動を行うなど、それぞれ状況の変化に対応できるような体制を確保

する。 

※ 参考：南海トラフ地震関連情報について 

種類 内容等 

１ 南海トラフ地震臨時情報

（巨大地震警戒） 

南海トラフ沿いの想定震源域内のプレート境界でＭ8.0以上の地

震が発生したと評価が出された場合に発表 

２ 南海トラフ地震臨時情報

（巨大地震注意） 

南海トラフ沿いの想定震源域内のプレート境界でＭ7.0以上Ｍ8.0

未満又はプレート境界以外や想定震源域の海溝軸外側50km 程度ま

での範囲でＭ7.0以上の地震（ただし、太平洋プレートの沈み込

みに伴う震源が深い地震は除く。）が発生若しくは南海トラフ沿

いの想定震源域内のプレート境界で通常と異なるゆっくりすべり

が観測されたと評価された場合に発表 

３ 南海トラフ地震臨時情報

（調査終了） 

上記１、２のいずれの発表条件も満たさなかった場合に発表 

※上記を発表する前段階として、南海トラフの想定震源域及びその周辺で速報的に解析されたＭ

6.8 以上の地震が発生、またはプレート境界面で通常とは異なるゆっくりすべり等を観測した場

合に、大規模地震発生との関連性について調査を開始する南海トラフ地震臨時情報（調査中）を

発表する。 
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第３ 初動対応のめやす 

１ 危機管理室 

区分 勤務時間内 勤務時間外 

南海トラフ

地震臨時情

報（巨大地

震注意）発

表 

●危機管理室→危機管理監 

□南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）

連絡及び警戒体制発令報告（市長へ） 

●危機管理室→部内・各部庶務・連絡担当課 

      →各地域局 

      →南但消防本部・団本部 

→関係機関 

□南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）

連絡及び所管事項防災情報収集・報告指

示、要請 

□警戒体制発令指示又は通知 

→警戒体制（会議室）確保 

●危機管理室→南但消防本部 

□危険地域向け警戒巡回要請 

□連絡体制確保 

●宿・日直員→危機管理室職員 

□南海トラフ地震臨時情報（巨大

地震注意）受信連絡 

●危機管理室職員 

□直ちに登庁 

□勤務時間内に準ずる対応 

 

南海トラフ

地震臨時情

報（巨大地

震警戒）発

表 

緊急地震速

報（警報）

連絡・発表 

●危機管理室→危機管理監 

□南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）

又は緊急地震速報（警報）連絡、並びに災

害警戒本部体制配備発令報告（市長へ） 

□緊急地震速報（警報） 連絡・発表後の各

種情報収集及び分析・評価 

□必要に応じて災害対策本部体制配備発令意

見具申報告（市長へ） 

●危機管理室→部内・各部庶務・連絡担当 

      →各地域局 

      →南但消防本部・団本部 

→関係機関 

□南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）

又は緊急地震速報（警報）連絡及び災害警

戒本部体制配備指示又は通知 

  →災害警戒本部設置 

□市長の指示に基づき災害対策本部体制配備

指示又は通知 

  →災害対策本部設置 

□所管事項防災情報収集・報告指示、要請 

●危機管理室→南但消防本部 

□危険地域向け警戒巡回強化要請 

□連絡体制確保 

●宿・日直員→危機管理室職員 

□南海トラフ地震臨時情報（巨大

地震警戒）又は緊急地震速報

（警報）受信連絡 

●危機管理室職員 

□直ちに登庁 

□勤務時間内に準ずる対応 
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２ まち整備部 

区分 勤務時間内 勤務時間外 

南海トラフ

地震臨時情

報（巨大地

震注意）発

表 

●建設課→部内・県・国出先機関 

□南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）

及び警戒体制発令連絡 

□道路、河川等所管事項防災情報収集 

●部内所管課→関係団体等 

□道路、河川等所管事項防災情報収集 

□危険地域向け注意・警戒呼びかけ 

□連絡体制確保 

□必要に応じて応援要請 

●建設課→危機管理室 

□以上に関する復命報告（第１報） 

●宿・日直員→建設課担当職員 

□南海トラフ地震臨時情報（巨大

地震注意）受信連絡 

●建設課担当職員 

□直ちに登庁 

□その他勤務時間内に準ずる対応 

 

南海トラフ

地震臨時情

報（巨大地

震警戒）発

表 

緊急地震速

報（警報）

連絡・発表 

●建設課→部内・県・国出先機関 

□南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）

又は緊急地震速報（警報）連絡、並びに災

害警戒本部設置連絡 

□市長の指示に基づき災害対策本部設置連絡 

□道路、河川等所管事項防災情報収集 

●部内所管課→関係団体等 

□道路、河川等所管事項防災情報収集 

□危険地域向け注意・警戒・自主避難呼びか

け 

□連絡体制確保 

□応援出動要請 

●建設課→危機管理室 

□以上に関する復命報告（第１報） 

●宿・日直員→建設課担当職員 

□南海トラフ地震臨時情報（巨大

地震警戒）又は緊急地震速報

（警報）受信連絡 

●建設課担当職員 

□直ちに登庁 

□その他勤務時間内に準ずる対応 
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３ 各部 

区分 勤務時間内 勤務時間外 

南海トラフ

地震臨時情

報（巨大地

震注意）発

表 

●庶務担当課→部内・県・国出先機関 

□南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）

及び警戒体制発令連絡 

□所管事項防災情報収集 

●部内所管課→関係団体等 

□所管事項防災情報収集 

□危険地域向け注意・警戒呼びかけ 

□連絡体制確保 

□必要に応じて応援出動、準備要請 

●庶務担当課→危機管理室 

□以上に関する復命報告（第１報） 

●各部庶務担当課担当職員（連絡を

受けた場合） 

□指示により直ちに登庁又は自宅

待機 

□その他勤務時間内に準ずる対応 

 

南海トラフ

地震臨時情

報（巨大地

震警戒）発

表 

緊急地震速

報（警報）

連絡・発表 

●庶務担当課→部内・関係機関・団体等 

□南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）

又は緊急地震速報（警報）連絡、並びに災

害警戒本部設置連絡 

□市長の指示に基づき災害対策本部設置連絡 

□所管事項防災情報収集 

●部内所管課→関係団体等 

□団体等を通じた所管事項防災情報収集 

□危険地域向け注意・警戒・自主避難呼びか

け 

□連絡体制確保 

□応援出動要請 

●庶務担当課→危機管理室 

□以上に関する復命報告（第１報） 

●各部庶務担当課担当職員 

□直ちに登庁 

□その他勤務時間内に準ずる対応 
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４ 各地域局 

区分 勤務時間内 勤務時間外 

南海トラフ

地震臨時情

報（巨大地

震注意）発

表 

●地域局→局内・各部出先課等 

→消防分団正副分団長 

→区長及び協力団体等 

□南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）

及び警戒体制発令連絡 

□所管地区内道路、河川、ため池等防災情報

収集指示又は要請 

□応急対策用資機材確保指示又は要請 

□分団・区長・団体等との連絡体制確保 

●各部出先課等→学校・保育所・団体等 

□学校・保育所・団体等を通じた防災情報収

集 

□危険地域向け注意・警戒呼びかけ 

□必要に応じて応援出動、準備要請 

□連絡体制確保 

●地域局→危機管理室 

□以上に関する復命報告（第１報） 

●宿・日直員→地域局担当職員 

□南海トラフ地震臨時情報（巨大

地震注意）受信連絡 

●地域局担当職員 

□直ちに登庁 

□その他勤務時間内に準ずる対応 

 

南海トラフ

地震臨時情

報（巨大地

震警戒）発

表 

緊急地震速

報（警報）

連絡・発表 

●地域局→局内・各部出先機関 

→消防分団正副分団長 

→区長及び協力団体等 

□南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）

又は緊急地震速報（警報）連絡、並びに災

害警戒本部○○支部設置連絡 

□市長の指示に基づき災害対策本部○○支部

設置連絡 

□所管地区内道路、河川、ため池等防災情報

収集指示又は要請 

□危険地域向け注意・警戒・自主避難呼びか

け 

□応急対策用資機材確保指示又は要請 

□分団・区長・団体等との連絡体制確保 

●各部出先課等→学校・保育所・団体等 

□学校・保育所・団体等を通じた防災情報収

集 

□危険地域向け注意・警戒・自主避難呼びか

け 

□応援要請 

□連絡体制確保 

●地域局→危機管理室 

□以上に関する復命報告（第１報） 

●宿・日直員→地域局担当職員 

□南海トラフ地震臨時情報（巨大

地震警戒）又は緊急地震速報

（警報）受信連絡 

●地域局担当職員 

□直ちに登庁 

□その他勤務時間内に準ずる対応 
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第４ 本部としての活動のめやす 

１ 情報の収集・受付・連絡及び分析評価 

□地震に関する情報（緊急地震速報、南海トラフ地震に関する情報） 

□気象情報（雨量情報、降・積雪情報含む。） 

□土砂災害警戒に関する情報（土砂災害警戒情報、土砂災害警戒判定メッシュ情報等）の有無・評

価 

□危険区域等に関する防災情報 

□区長、住民等からの問い合わせ対応 

２ 地震警戒対策の実施 

□必要に応じて、住民等からの各種情報の各機関への連絡 

□危険区域住民向け注意の喚起（防災行政無線、関係区長への電話、ＣＡＴＶ等による。） 

□必要に応じて、工事等の中止、雪おろし・雪庇落し等建物・施設等管理者への安全措置要請 

□必要に応じて、雪おろし、雪庇落し等要支援世帯の確認、支援体制の確保 

□必要に応じて、危険区域住民向け避難指示等発令の連絡（防災行政無線、関係区長への電話、Ｃ

ＡＴＶ、巡回広報等による。） 

□必要に応じて、緊急避難体制準備又は緊急避難誘導実施指示 

□パトロール活動 

□災害対策本部体制への移行準備（南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）発表後の地震発生の

場合に備える。） 
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第２章 災害対策本部等運用計画 

第１節 計画の方針 

第１ とりまとめ責任担当部 

危機管理室 
 

第２ 非常時組織の基本指針 

１ 地震による被害発生を認めたときは、災害対策基本法をはじめ法の認めるあらゆる権限を行使し

事態のいかなる推移にも適切に対処するため、災害対策本部設置を基本とする。 

２ 災害警戒段階及び災害対策本部設置を要しない場合については、災害の態様に応じて、警戒体

制、災害警戒本部、事故対策本部のいずれかの体制を確保し、情報の一元的処理、各部・各地域局

等の実施する災害警戒活動、災害応急活動の総合力が発揮されるよう担保する。 

３ 災害対策本部は、部又は班により構成する。また、災害警戒本部及び事故対策本部は、班により

構成する。 

４ 新型インフルエンザ発生中の地震発生等自然災害と危機事案の同時発生等複合災害時について

は、危機事案所管部内に危機事案所管部及び関係部からなる危機事案専任事務局、危機管理監の下

で総合的に調整を行う。 

５ 各非常時組織の本部長室は本庁舎内に、また、部は本庁舎及び養父庁舎内に置く。 

６ 本部長室、部が被災その他の事情により上記によることが困難な場合は、別に示す順位に基づき

代替場所となる施設に設置し、その旨を関係機関及び市民に対し明らかにする。 

７ 災害対策本部を設置したときの市一般業務の取扱いは、３号配備体制においては全面的停止、２

号配備体制においては受付業務等簡易な業務を除き停止する。 

８ 災害応急活動に従事する職員（応援職員を含む。）の安全性の確保及び健康管理（マスク着用等

による感染症対策を含む。） に十分留意する。 

９ 本市内の全部又は一部に対し、内閣総理大臣が災害緊急事態の布告を発した場合、市は県及び防

災関係機関と協力し、政府が定める対処基本方針に基づき、応急対策を推進するとともに、市の経

済秩序を維持し、その他当該災害に係る重要な課題に適切に対応する。 
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第３ 各非常時組織の配備事由、代替設置場所、代行順位 

１ 配備事由  

区分 配備事由 
警

戒

体

制 

０

号

配

備 

１ 市域に震度５弱の地震が発生したとき。 
２ 南海トラフ地震臨時情報（調査中）が発表されたとき。 
（以上、自動発令） 
３ その他危機管理監が必要と認めたとき。 

災
害
警
戒
本
部 

１

号

配

備 

１ 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）が発表されたとき。 
（以上、自動発令） 
２ 市域に震度５弱以下の地震が発生し、かつ２以上の地域局管内において、住家の被

害が発生又は発生することが予想されるとき。 
３ その他市長が必要と認めたとき。 

災

害

対

策

本

部 

２

号

配

備 

１ 市域に震度５強又は震度６弱の地震が発生したとき。 
（以上、自動発令） 
２ 市域に震度５弱以下の地震が発生し、中規模の住家被害が生じたとき又は生じるお

それがあるとき。 
３ その他市長が必要と認めたとき。 

３

号

配

備 

１ 市域に震度６強以上の地震が発生したとき。 
（以上、自動発令） 
２ 市域に震度５強又は６弱の地震が発生し、大規模の住家被害が生じたとき又は生じ

るおそれがあるとき。 
３ その他市長が必要と認めたとき。 

 

２ 本部長室代替設置場所 

区分 施設の名称 設置等のめやす 

第１位 養父庁舎 本部長室を確保し、本部長の指揮統括機能の維持を図る。 

第２位 大屋庁舎 〃 

第３位 関宮庁舎 〃 

 

３ 本部長及び各級責任者の代行順位 

(1) 災害対策本部 

区分 第１位 第２位 第３位 第４位以下 

本 部 長 副 市 長 教 育 長 危 機管理監 以下別に定める 

副 本 部 長 経営企画部長 市民生活部長 教 育 部 長 以下別に定める 

各部の部長 別に定める 

各班の班長 別に定める 

(2) 災害警戒本部 

災害対策本部に準じて、別に定める。 
 

４ 本部の標識及び職員の証票 

市災害対策本部の標識及び職員の証票は、別に定めるとおりとする。 
※ 資料３－１－２ 市災害対策本部の標識及び職員の証票 
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第２節 警戒体制及び災害警戒本部 

第１ とりまとめ責任担当部 

危機管理室 
 

第２ 災害警戒本部運営の基本指針 

１ 災害警戒本部設置又は廃止の決定は、市長が行う。市長不在の場合において、災害警戒本部設置

基準に該当する事態が生じたときは、この計画に示す代行順位に基づき、副市長以下の職員が設置

の決定を代行する。この場合事後速やかに市長に報告する。 
２ 災害警戒本部の設置又は廃止を決定した場合は、防災関係機関・団体に通知するとともに、速や

かに市ホームページ、区長・報道機関への連絡その他により公表する。 
３ 災害警戒本部の要員は、実務担当者を主体として、先行的かつ網羅的に配備する。これにより地

震により災害発生のおそれのある地区に関し、災害発生の兆しの的確な把握、高齢者等避難・避難

指示等の各段階に即した的確な情報伝達、住民の円滑な避難の誘導・支援を行う。 
４ ２以上の地区（地域局）管内で、住宅被害が発生した旨の情報を得たとき等配備を強化し対処す

べき状況と判明した場合は、遅滞なく災害対策本部体制に切り替える。 
５ 班間の連携・調整は危機管理監が行う。 
 

第３ 警戒体制 

地震により災害の発生が予想されるときで、災害警戒本部設置に至らない段階における体制として

概ね次の内容による配備につき、災害情報及び防災情報の収集及びその通報にあたる。 
区分 配備内容 

警戒体制配備 災害関係課等の職員で情報連絡活動が円滑に行い得る体制とする。 
 

第４ 災害警戒本部 

災害警戒本部が設置されたときの、本部要員は「１号配備」とする。その他本部長各級責任者、災

害警戒本部の構成・事務分掌は以下のとおりとする。 
 

１ 災害警戒本部長等各級責任者 

区分 平常時職名 
本部長 副市長 
副本部長 危機管理監 
総務班長 経営企画部長 
市民生活班長 市民生活部長 
健康福祉班長 健康福祉部長 
まち整備班長 まち整備部長 
産業環境班長 産業環境部長 
教育班長 教育部長 
消防団班長 消防団長 
消防本部派遣員 南但消防本部職員（養父消防署副署長）  
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２ 災害警戒本部の構成・事務分掌 

本部を構成する班 班員となる課 事務分掌 
総務班 防災安全課、情報課、

経営総務課、経営政策

課、秘書課、デジタル

推進室、国家戦略特

区・地方創生課、税務

課、収納対策室、会計

課、議会事務局 
□災害警戒本部に関する統括 
□警戒対策要員に関する統括 
□情報の収集・連絡に関する統括 
□警戒時における広報に関する統括 
□南但消防本部との連携に関する統括 
□南但馬警察署との連携に関する統括 
□その他防災関係機関との連携に関する統括 
□緊急輸送に関する統括 
□応急資機材等の確保に関する統括 
□緊急避難に関する統括 
□電気、電話等公共性を有する施設対策に関する統括 

市民生活班 市民課、やぶぐらし

課、人権・協働課、公

民館、文化芸術推進

室、文化会館建設推進

室、各地域局 
□被災者救援対策に関する統括 
□鉄道、バス等公共交通確保対策に関する統括 
□八鹿地区における災害警戒活動の実施及び統括 

健康福祉班 社会福祉課、介護保険

課、保険医療課、健康

課 □要配慮者救援対策に関する統括 
□避難所の開設、運営に関する統括 
□医療、救護対策に関する統括 

まち整備班 建設課、土地利用未来

課、地籍調査課、上下

水道課 □市及び建設協力業者による水防活動に関する統括 
□浸水、土砂災害等の防止に関する統括 
□道路交通確保対策に関する統括 
□上下水道施設等対策に関する統括 

産業環境班 農林振興課、農地政策

課、商工観光課、環境

推進課 □ため池、水路等対策に関する統括 
□山崩れ、地すべり対策に関する統括 
□観光客の安全確保対策に関する統括 
□商工業関係施設等対策に関する統括 
□環境・衛生対策に関する統括 

教育班 教育総務課、学校教育

課、社会教育課、こど

も育成課 □園児・児童・生徒の安全確保対策に関する統括 
□園・学校・社会教育・体育施設等対策に関する統括 
□避難所の開設、運営の協力に関する統括 

消防団班 消防団  □消防団による水防活動に関する統括 
□消防団による消火・救助活動等に関する統括 
□消防団による避難誘導に関する統括 

消防本部 南但消防本部消防課 □消防本部震災対策本部との連絡・調整   
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第３節 災害対策本部 

第１ とりまとめ責任担当部 

危機管理室  
 

第２ 災害対策本部運営の基本指針 

１ 災害対策本部設置又は廃止の決定は、市長が行う。市長不在の場合において、本部設置基準に該

当する災害が発生したときは、この計画に示す代行順位に基づき、副市長以下の職員が設置の決定

を代行する。この場合事後速やかに市長に報告する。 

２ 災害対策本部の設置又は廃止を決定した場合は、速やかに市ホームページ、区長・報道機関への

連絡その他により公表する。また、防災会議構成機関等関係機関・団体に通知し、本部連絡員の派

遣を要請する。防災関係機関派遣の本部連絡員はアドバイザーとなるとともに、相互の密接な連

携・情報交換に努める。 

３ 本部長は、本部の設置・廃止の決定及び本部として行うべき業務に係る重要方針の決定並びに市

の全職員への周知・徹底を迅速かつ適切に行うため、本部員会議、関係部長会議を適宜開催する。 

４ 災害対策本部が設置されたときの、本部要員は「２号配備」又は「３号配備」とし、事態の推移

により「１号配備」とする。また、本部長は、職員の参集状況又は被害状況等に応じて、部・班の

統合・追加若しくは分掌の差し替え、追加その他の変更を行う。 

５ 部間の連携・調整は本部長が行う。また、各部内の連携・調整は、各部長が行う。 

６ 応急復旧及び都市機能早期回復に関する対策、被災者救援対策及び災害復旧対策については、実

施目標期間を設定し、対策相互の連携と相乗効果を図る。 

７ 本部長は、本部設置期間が 10 日間以上となる見込みの場合は、職員の体力・気力・知力の回復

に留意しつつ、長期化にも持続し得る職員の配備体制をとる。業務量若しくは想定業務量に対し

て、作業要員が不足する場合は、他の部からの応援、国・県・他自治体からの応援職員の派遣、職

員の新規若しくは臨時採用、民間派遣会社の社員派遣、ボランティア等により補充する。 

８ 各会議に関する庶務をはじめとする本部長室の事務局業務は、危機管理室が行う。 

 

第３ 各会議の構成、本部長及び各部等責任者、その他必要な事項 

１ 各会議の構成 

名称 構成 
本部員会議 □本部長 

□副本部長（副市長、教育長、危機管理監） 
□部長 
□副部長 
□本部長がそのつど必要と認めたもの 

関係部長会議 □本部長 
□関係副本部長 
□関係部長 
□本部長がそのつど必要と認めたもの  
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２ 本部長及び各部等責任者 

区分 責任者となる職名 
本部長 市長 

副本部長 副市長、教育長、危機管理監  
区分 責任者となる職名 

部長 各部長 
副部長 各次長 
 

３ 本部長室 

本部長室 本部長、副本部長、危機管理室 
 

４ 本部長室業務運営上留意すべき事項 

(1) 本部長指示をはじめ伝達事項は、全て文書によること。 

(2) その場合、日時、発令責任者（部・班）、対象責任者（部・班）を必ず明記すること。 

(3) 未確認情報の取扱いは、その旨を必ず明記するとともに、断片的に伝えられ、無用の混乱を起

こす要因とならないよう細心の注意を払うこと。 

(4) 市が本部として行う業務については、全職員がその進捗状況を含め全体像を常に把握し市民に

対して説明するための本部要員参考資料にまとめ配布するよう努めること。 

 

５ 各部間、各部内連携・調整のめやす 

(1) 発災直後 72 時間については、要員・資機材の投入は、消火・救急・救助・救護現場を優先す

ること。 

(2) その他延焼火災阻止、生き埋め者救出、重傷者搬送、危険回避のために行う南但消防本部の要

請は最優先とすること。 

(3) 高齢者、障がい者等要配慮者救援対策は、一般被災者救援対策に優先して実施すること。 

(4) 避難所開設期間中における空地の利用については、上記３点による場合を除き市街地内外の如

何に係らず仮設住宅建設用地を第１順位、復旧対策用地を第２順位とすること。 

(5) その他本部長がそのつど指定する重点対策項目がある場合は、これを優先する。  
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災害対策本部組織図 

本 

部 

員 

会 

議 

本部長 市長  

部 

経営企画部 

部長 

経営企画部長 

副部長 

経営企画部次長 

会計管理者 

議会事務局長 

 

情報班     経営総務課 

経営政策課 

国家戦略特区・地方創生課 

  デジタル推進室、秘書課 

職員・庁舎管理班 

経営総務課 

物資調達配分・調査班 

  会計課 

        税務課 

        収納対策室 

議会班     議会事務局 

副本部長 副市長 

教育長 

危機管理監 

 

部長 経営企画部長 

市民生活部長 

文化芸術担当部長 

産業環境部長 

健康福祉部長 

まち整備部長 

教育部長 

議会事務局長 

会計管理者 

消防団長 

養父消防署副署長 

 

市民生活部 

部長 

市民生活部長 

副部長 

文化芸術担当部長 

市民生活部次長 

地域支援班   養父地域局 

        大屋地域局 

        関宮地域局 

物資受入輸送班 人権・協働課 

やぶぐらし課 

   市民課 

          公民館 

文化芸術推進室 

文化会館建設推進室 

健康福祉部 

部長 

健康福祉部長 

副部長 

健康福祉部次長 

避難所運営支援班 

 健康福祉部全員 

健康支援班     健康課 

救護病院班   保険医療課 

診療所班     各診療所 

※ 

本 

部 

員 

会 

議 

事 

務 

局 

事務局長 

 

防災安全課長  まち整備部 

部長 

まち整備部長 

副部長 

まち整備部次長 

復旧対策班     建設課 

        地籍調査課 

上下水道対策班 上下水道課 

住宅対策班 土地利用未来課 

 

事務局員 

(各部等連絡員) 

 

防災安全課 

情報課 

経営企画部 

市民生活部 

健康福祉部 

まち整備部 

産業環境部 

教育部 

消防団部 

より各 1名 

 産業環境部 

部長 

産業環境部長 

副部長 

産業環境部次長 

環境衛生農林対策班 

産業環境部全員 

教育部 

部長 

教育部長 

副部長 

教育部次長 

教育対策班   社会教育課 

        教育総務課 

避難所運営支援班 学校教育課 

こども育成課 

学校給食センター 

   生涯スポーツセンター 

保育所・こども園 事務局員 

 

防災安全課員 

情報課員 

 

消防団部 

部長：消防団長 

地区消防班（４各方面隊) 
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第４ 本部各部・班の事務分掌、構成のめやす 

部名 班員課名 部を構成する班及び事務分掌のめやす 

危機管理室 防災安全課 

情報課 

（本部情報班） 

１ 気象情報の収集、発信 

２ 安全安心のための防災情報・避難情報の発信 

３ 初動体制の確立と職員への周知 

４ 災害警戒本部、災害対策本部に関すること 

５ 市域の全状況把握 

６ 国県及び活動機関等（警察・消防・自衛隊等）との連絡調整 

７ 災害時相互応援協定団体等への応援要請 

８ 記者会見及び関連情報の資料提供 

９ 災害情報の整理・記録 

10 各部等の活動実態の把握 

11 所管施設の被害状況の把握 

12 災害警戒期、発災直後の初動対応のとりまとめ 
13 本部の設置及び閉鎖に関すること 
14 本部員会議、関係部長会議及び本部長室に関すること 

15 現地災害対策本部に関すること 

16 活動拠点の配置のとりまとめ 

17 ヘリコプター派遣要請及び臨時ヘリポート開設のとりまとめ 

18 災害救助法適用の要請及び激甚災害指定の申請に関すること 

19 災害救助法に基づく救助に関する総合調整 

20 南但消防本部との連絡調整 
21 県・国・各防災関係機関との連絡調整 
22 自衛隊派遣要請計画及び要請に係る関係機関との連絡調整 
23 議会との連絡調整 
24 隣接市町との相互協力、他市町村への応援要請 
25 高齢者等避難、避難指示、緊急安全確保及び屋内待避等の安全確

保措置の発令、警戒区域設定のとりまとめ 
26 一時避難地、指定緊急避難場所、指定避難所、福祉避難所、帰宅

困難者用避難所、広域一時滞在施設の開設、縮小、閉鎖の決定に関

すること 
27 被災地内の交通規制対策のとりまとめ 
28 分掌の定めのない事項に関する担当部の決定に関すること 

29 その他災害応急対策全般の調整 
30 災害復旧、復興対策のとりまとめ 

31 災害救助法関係資料等災害救助実施状況のとりまとめ及び県への

報告に関すること 
32 その他災害応急対策本部等業務の庶務全般 
33 広報資料の作成等災害時広報活動のとりまとめ 

34 市ホームページへの災害専用サイト開設・運営管理 

35 ＣＡＴＶの維持管理及び災害時放送の実施 

36 報道機関への資料提供、広報協力要請等報道機関窓口業務    
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部名 班員課名 部を構成する班及び事務分掌のめやす 

経営企画部 経営総務課 

経営政策課 

国家戦略特区・

地方創生課 

デジタル推進室 

秘書課 

 

（情報班） 

１ 被害状況の把握・災害対策本部等への伝達 

２ 公用車の管理配分 

３ 区長等との連携 

４ 本部長（市長）の秘書に関すること 

５ 災害対策本部等から地域局、区長等への情報伝達 

６ 応急対策その他の本部長命令の伝達に関すること 

７ 防災情報の処理、会議記録、庁内各部情報資料の記録、整理、保

存等処理に関すること 

８ 視察、見舞い等来市者の接遇に関すること 

経営総務課 

 

（職員・庁舎管理班） 

１ 所管施設の被害状況の把握 

２ 職員の非常配備体制に伴う動員状況の把握 

３ 災害対策に関する職員・要員の動員計画に関すること 

４ 各部各班の動員状況及び災害対策従事職員等の給与、食事、仮

眠、健康管理、被災救援など後方支援業務に関すること 

５ 災害派遣職員、自衛隊受入れに伴う後方支援業務 

６ 所管防災行政無線局の管理運用及び無線施設の総合調整 
７ 被災者台帳の作成及び罹災証明書発行のとりまとめ（本部閉鎖後

は、防災安全課及び各地域局所管） 

８ 災害関係費の予算措置及び支出に関すること 

会計課 

税務課 

収納対策室 

（物資調達配分・調査班） 

１ 災害対策要員の食料・物資の調達・配分 

２ 避難所及び被災地への救援物資の調達 

３ 輸送業者との調整による輸送体制の確立 

４ 発災直後の被害調査の準備 

５ 災害用電話の確保に関すること 

６ 応急資機材等確保に関する調整、とりまとめ 

７ 車両の確保、運用、輸送業者等への協力要請、緊急通行車両確認

手続等緊急輸送のとりまとめ 

８ 市有財産の被害調査、応急対策のとりまとめ 

９ 災害応急工事の契約に関すること 

10 各部の詰所及び待機場所の設置、調整に関すること 

11 発災直後の人的被害状況の調査、建物及び宅地被害状況の調査そ

の他の特命調査 

12 被災者台帳の作成及び罹災証明書発行に関する協力 

13 被災者等への国保、租税等減免 

14 食料その他救助救援物資、資機材確保、調達、配付協力のとりま

とめ 

15 被災者向け生活必需品等の調達、給与、貸与のとりまとめ 

議会事務局 （議会班） 

１ 議員等の安否確認 

２ 議員等への現状報告    
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部名 班員課名 部を構成する班及び事務分掌のめやす 

市民生活部 人権・協働課 
やぶぐらし課 
市民課 
公民館 

文芸芸術推進室 

文化会館建設

推進室 

（物資受入輸送班） 
１ 避難所等への救援物資（食料を除く。）の受入れ及び搬送 
２ 災害総合相談窓口の開設、運営に関すること 
３ 所管施設の被害状況の把握 
４ 被災地内の交通安全、防犯対策のとりまとめ 
５ ペット保護対策に関すること 
６ 所管施設の指定緊急避難場所の開設準備に関すること 
７ 被災者台帳の作成及び罹災証明書発行に関する協力 
８ 安否情報の提供に関する窓口業務 

養父地域局 
大屋地域局 
関宮地域局  （地域支援班） 

１ 掌握した被害情報・避難情報の情報班への伝達 

２ 消防団員との連絡・調整・災害対策本部等への情報伝達 

３ 状況による地区内のパトロール 

４ 軽微な応急対策の実施 

５ 所管施設の安全確保と被害状況の把握 

６ 区長・民生委員等との連携 

７ 要捜索者名簿の作成 

※市民等からの電話は、すべて情報班へ転送する。 

８ 外国人の救援救護対策のとりまとめ   
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部名 班員課名 部を構成する班及び事務分掌のめやす 

健康福祉部 社会福祉課 

介護保険課 

健康課 

保険医療課 

（避難所運営支援班） 
１ 所管施設の指定緊急避難場所の開設準備に関すること 
２ 指定避難所の開設・運営に関すること 
３ 福祉避難所の開設準備に関すること 
４ 帰宅困難者用避難所の開設準備に関すること 
５ 避難者支援に関すること 
６ 避難施設ごとの避難人数の把握に関すること 
７ 災害ボランティアに関すること 
８ 避難行動要支援者名簿の活用 
９ 高齢者・障がい者・乳幼児等要保護者の避難、救援対策に関する

こと 
10 避難所及び被災地への救援物資（食料等）の受入れ及び搬送 

11 浸水家屋等の状況把握と防疫活動に関すること 

12 感染症予防対策に関すること 

13 災害弔慰金等及び被災者生活再建支援金支給、災害援護資金貸付

のとりまとめ 

14 見舞金及び義援金の受付のとりまとめ 

15 義援金、救援物資の配分のとりまとめ 

16 社会福祉施設の被害調査に関すること 

17 被災者の保険料免除（介護保険料）及び各種給付金の支払いに関

すること 

18 災害救助法関係事務のとりまとめ 

19 その他被災者生活救援対策のとりまとめ 
健康課 （健康支援班） 

１ 被災者向け保健、こころのケア対策のとりまとめ 
２ 感染症予防等被災者の保健衛生に関すること 

保険医療課 （救護病院班） 
１ 医療機関の被災状況、稼働状況の把握に関すること 
２ 医師会、医療機関との連絡調整に関すること 
３ 八鹿病院等地域中核病院との連絡調整に関すること 
４ 広域的な救急搬送受入れ先としての後方支援病院の確保に関する

こと 
５ 医療救援対策用医薬品・資機材並びに衛生材料等の調達及び配布

のとりまとめ 
６ 医療活動に関すること 
７ 医療、助産救護対策のとりまとめ 
８ 兵庫県赤十字病院救護班等の派遣要請に関すること 

各診療所 （診療所班） 
１ 各診療所の被災状況、稼働状況の把握に関すること 



第２編 第１部 第２章 災害対策本部等運用計画 

 応復－232 

部名 班員課名 部を構成する班及び事務分掌のめやす 

まち整備部 建設課 

地籍調査課 

（復旧対策班） 
１ 災害時相互応援協定に基づく建設協力業者等の応援活動に関する

こと 
２ 道路交通の安全確保に関すること 
３ 京口・山本ポンプ場に関すること 
４ 道路・橋梁の応急対策、災害復旧に関すること 
５ 河川・水路・砂防施設、山崩れ、地すべり関係等の応急対策、災

害復旧に関すること 
６ 国交省、県土木事務所との連絡調整に関すること 
７ 応急対処用資機材の調達・配分に関すること 
８ 災害のおそれのあるため池・水路の応急対策に関すること 
９ 山崩れ、地すべり関係応急対策に関すること 
10 鉄道・バス等公共交通機関の運休等の情報収集及び情報発信 
11 鉄道、バス等公共交通確保対策のとりまとめ 
12 災害救助法に基づく障害物の除去に関すること 

上下水道課 （上下水道対策班） 

１ 緊急時活動用水、飲料水の確保に関すること 

２ 病院等防災拠点施設及び市民への応急給水に関すること 

３ 上下水道関係業者団体等との応援連絡に関すること 

４ 上下水道施設等の被害調査、応急復旧に関すること 

５ し尿収集処理対策に関すること 

６ 所管施設の被害状況の把握と応急処置に関すること 

７ 他し尿収集処理事業者、関係団体等との連絡のとりまとめ 
土地利用未来課 

 

（住宅対策班） 

１ 被災建築物応急危険度判定実施に関すること 

２ 被災宅地応急危険度判定実施に関すること 

３ 応急仮設住宅の用地確保、建設に関すること 

４ 被災者への住宅供給に関すること 

５ 被災住宅の応急修理に関すること 

６ 被災者台帳作成及び兵庫県家屋被害認定士確保に関する協力 

７ 災害公営住宅の建設に関すること 

８ 市営住宅の応急、復旧対策に関すること 

９ 国交省、県土木事務所との連絡調整 

10 他部との連絡及び部内各班相互の連絡調整   
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部名 班員課名 部を構成する班及び事務分掌のめやす 

産業環境部 環境推進課 

農林振興課 

林業活性化セ

ンター 

商工観光課 

農地政策課 

（環境衛生農林対策班） 

１ 所管施設の被害状況の把握と応急処置に関すること 

２ 災害廃棄物仮置場の調査及び決定に関すること 

３ 公共水域等（水質）の異常の有無確認及び原因調査業務 

４ 市内大気汚染・水質汚染状況確認 

５ 農産物、家畜等の被害調査に関すること 

６ 農林関係建物等の災害調査に関すること 

７ 農林業関係機関及び団体との連携の総合調整 

８ 各ため池の管理者等への緊急点検要請・見回り 

９ 商工観光関連施設等の被害状況の把握 

10 被害のおそれのあるため池・水路等の応急対策のとりまとめ 

11 農・林道等の被害調査及び応急対策のとりまとめ 

12 市内滞在中観光客の安全確保のとりまとめ 

13 商工業、観光施設における被害調査、応急対策、復興支援対策の

とりまとめ 

14 商工業関係機関及び団体との連絡調整のとりまとめ 

15 清掃、防疫、衛生対策のとりまとめ 

16 災害時環境保全対策のとりまとめ   
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部名 班員課名 部を構成する班及び事務分掌のめやす 

教育部 社会教育課 

教育総務課 

学校教育課 

こども育成課 

学校給食セン

ター 

生涯スポーツ

センター 

保育所・こど

も園 

（教育対策班） 

１ 園児・児童・生徒の安否及び被災確認 

２ 教職員の安否及び被災確認 

３ 学校、園施設等の安全確認、インフラ状況の確認 

４ 学校、園施設等の必要物品の緊急調達 

５ 県教育委員会及び県立高校との連絡・調整 

６ 園児・児童・生徒の避難・救護対策 

７ 学校における応急教育の実施のとりまとめ 

８ 部内各班の指令伝達及び部の庶務 

９ 所管施設利用者の避難、安全確保のとりまとめ 

10 所管施設における活動拠点施設開設・運営協力のとりまとめ 

11 所管施設被害調査及び応急対策、復旧のとりまとめ 

12 文化財等の被害調査及び応急対策、復旧のとりまとめ 

 （避難所運営支援班） 

１ 所管施設の被害状況の把握 

２ 所管施設の指定緊急避難場所の開設準備に関すること 

３ 指定避難所の開設・運営に関すること 

４ 給食センターを活用した給食支援に関すること 

５ 学校施設における避難所の開設・運営協力のとりまとめ 

６ 園児の避難、救護対策のとりまとめ 

７ 認定こども園等施設における避難所の開設・運営協力のとりまと

め 

８ 認定こども園等における応急保育・学童保育実施のとりまとめ 

９ 認定こども園等施設の被害調査及び応急対策、復旧のとりまとめ 

消防団部 各地区消防団員 （地区消防班） 

１ 初期消火及び出火防止活動 

２ 倒壊建物等生き埋め被災者の救出 

３ 市民向け避難命令の伝達、広報の協力 

４ 緊急避難時の誘導、安全確保 

５ 負傷者の救護 

６ 水防活動 

７ 災害による行方不明者の救助・捜索活動 

８ 火災、水災等の被災状況調査の協力 

９ 河川、ため池、土砂災害・雪崩等危険箇所、危険建物その他危険

区域におけるパトロール等応急措置への協力に関すること 
10 被災地における防犯対策への協力に関すること 

11 遺体の捜索、収容、埋葬のとりまとめ    
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第４節 現地災害対策本部 

第１ とりまとめ責任担当部 

危機管理室 
 

第２ 現地災害対策本部を設置するとき 

 本部長は、以下に示す事例をめやすとして、その必要があるときは、災害現地の適当な場所に現地

災害対策本部をおく。 
１ 橋梁損壊、トンネル支障・道路損壊等により本部との連絡が困難となり、地域における応急対策

活動を迅速かつ適切に指揮するために必要と認めるとき。 
２ がけ崩れ、土石流その他土砂災害、雪崩の発生するおそれがあり、迅速かつ適切な避難指示等の

決定・通報並びにその他の救援救助措置を行うために必要と認めるとき。 
３ 被害が局地的である等のため、その地域における救援・救助・復旧対策を総合的かつ臨機応変に

指揮するために必要と認めるとき。 
 

第３ 現地災害対策本部の要員 

 現地災害対策本部長は、本部長がそのつど指名する。また、その他現地本部の要員は、各部から派

遣される複数の職員をもってあてる。 
 

第４ 現地本部長への権限の委譲 

 本部長は、現地災害対策本部長以下の要員を指名するときは、以下に示す権限について、あらかじ

め本部長権限の委譲を行う。 
１ 現地災害対策本部所管地域における高齢者等避難、避難指示、緊急安全確保及び屋内待避等の安

全確保措置の発令 
２ 現地災害対策本部所管地域における警戒区域の設定 
３ 現地災害対策本部所管地域における市道の通行規制の実施 
４ 現地災害対策本部所管地域における人的かつ物的応急公用負担 
５ 現地災害対策本部所管地域における県・国等関係機関への協力要請 
 

第５ 現地災害対策本部の組織及び事務分担のめやす 

１ 現地対策本部責任者 

区分 責任者となる職員 
本部長 各地域局長 
消防班長 各方面隊長（消防団副団長） 
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２ 現地対策本部の構成と事務分掌 

構成班 班員となる職員 事務分掌 
総務班 地域局職員 □被害状況及び応急対策実施状況の本部への報告、連絡調整 

□所管防災行政無線局の管理運用に関すること 
□警戒・応急対策用資機材、車両の調達・確保 
□その他現地災害対策本部における庶務業務 経営企画部の派遣職員 

避難・

救援対

策班   
地域局職員、認定こど

も園・公民館・学校給

食 セン ター 等、 保育

所・学童クラブ・国保

診療所 
□住民への広報、住民からの情報提供・要望等の聞き取り 
□要配慮者等の安全確保対策 
□避難所の開設準備・開設、運営業務 
□園児の避難、救護対策のとりまとめ 
□救護所における医療救援活動 
□被災者への飲料水、食料、生活必需品等救援物資の供給実務 
□罹災証明書の発行 
□災害総合相談窓口の開設、運営 
□その他経営企画部、市民生活部、健康福祉部、教育部の所管す

る災害警戒、応急対策活動 
経営企画部、市民生活

部、健康福祉部、教育

部の各派遣職員 
土木対

策班   
地域局職員 □被害状況及び応急対策実施状況その他の情報の収集 

□道路交通に関する応急対策活動 
□農林業施設等に関する応急対策活動 
□上下水道施設等に関する応急対策活動 
□商工業、観光施設等に関する応急対策活動 
□その他産業環境部、まち整備部の所管する災害警戒、応急対策

活動 
産業環境部、まち整備

部の各派遣職員 
注）  以下の枠内は、災害対策本部設置時の場合の応援配備職員 
消防班  地区消防団員 □消火・救急・救助活動 

□緊急避難、誘導 
□土砂災害・積雪災害等警戒活動 
□水防活動 
□その他消防団部の所管する災害警戒及び応急対策活動  
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第５節 活動拠点の配置計画 

第１ とりまとめ責任担当部 

危機管理室  
 

第２ 活動拠点配置の基本指針 

１ 本部長は、本部を設置したときは速やかに市内各施設を有効かつ適切に活用し、本部としての活

動拠点を確保する。 
２ 施設利用に関する連絡・調整は、各部間、部内連携・調整のめやすに基づき行う。 
３ 発災直後の緊急を要する初動対応時における施設利用は、南但消防本部の要請に基づく利用を優

先する。 
 

第３ 活動拠点配置計画 

１ 本部としての主な活動拠点 

区分 施設の名称 
本 
部 
拠 
点 

本部長室 本庁舎 
各

部 
経営企画部 本庁舎 
危機管理室 
市民生活部 
健康福祉部 
まち整備部 養父庁舎 
産業環境部 
教育部 
消防団部 本庁舎 

災害時総合相談窓口 本庁舎 
議会災害対策本部 本庁舎 
医療関係団体医療救護対策本部 本庁舎 
ボランティアセンター本部 市社会福祉協議会本部 

そ 
の 
他 
拠 
点 

災害時地域中核病院（救急医療拠点） 公立八鹿病院 
要配慮者支援拠点 地域包括支援センター 
ＣＡＴＶ局 情報センター 
ごみ焼却・分別仮置等中間処理施設 南但クリーンセンター（朝来市） 
し尿・浄化槽汚泥処理施設 衛生公園・各浄化センター 
遺体火葬場 静霊苑 
遺骨一時保管所 各庁舎  
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２ 地区における主な活動拠点 

区分 施設の名称 

八

鹿

地 

区 

地区救援物資供給拠点 地区内全小・中学校（５箇所） 

救護所（医療救護拠点） 地区内全小学校（４箇所） 

遺体収容場所 県立八鹿高校体育館 

要配慮者支援拠点 八鹿老人福祉センター 

炊出し拠点 養父市学校給食センター 

養

父

地 

区 

ボランティアセンター支部 市社会福祉協議会養父支部 

地区救援物資供給拠点 地区内全小・中学校（４箇所） 

救護所（医療救護拠点） 地区内全小学校（３箇所） 

要配慮者支援拠点 南但訪問看護センター（公立八鹿病院東棟１階） 

遺体収容場所 養父体育館 

炊出し拠点 養父市学校給食センター 

大

屋

地 

区 

ボランティアセンター支部 市社会福祉協議会大屋支部 

地区救援物資供給拠点 地区内小・中学校（２箇所） 

救護所(医療救護拠点) 大屋小学校 

要配慮者支援拠点 大屋デイサービスセンター、大屋生活支援ハウス 

遺体収容場所 大屋スポーツセンター 

炊出し拠点 養父市学校給食センター 

関

宮

地 

区 

ボランティアセンター支部 市社会福祉協議会関宮支部 

地区救援物資供給拠点 地区内義務教育学校 

救護所（医療救護拠点） 関宮学園 

要配慮者支援拠点 関宮高齢者総合保健福祉センターふれあいの郷 

遺体収容場所 関宮健康増進施設 

炊出し拠点 養父市学校給食センター 

 

３ 広域的応援受け入れのための主な活動拠点 

区分 施設の名称 
自衛隊派遣部隊 集結場所、炊飯、宿

泊・野営場所 南但スポーツセンター、ビックラボ広場、関宮農村公

園 
緊急消防援助隊等 集結等場所 つるぎが丘公園、Ｙタウン駐車場、道の駅ようか但馬

蔵 
国・県・他自治体派遣職員 とが山自然文化園交流会館 
救援物資集配拠点 道の駅ようか但馬蔵、八鹿総合体育館  
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第３章 動員計画 

第１節 計画の方針 

第１ とりまとめ責任担当部 

危機管理室 
 

第２ 災害警戒、応急対策要員確保の基本指針 

１ 配備指示は、連絡に要する時間、参集に要する時間を見込み、できる限り早めに行う。また、

「待機指示」、「配備指示」の２段階に分けて行う。 
２ 災害対策本部設置時の配備は、「２号配備」を基本とし、「災害の全体像」が明確に把握された

段階で必要に応じて「１号配備」又は「３号配備」に切り替える。 
３ 当該配備指名職員は、配備事由に該当する情報を知ったとき自主的に指定場所に参集する。ま

た、１段階高次の配備指名職員は「待機指示」を受けたものとして行動する。 
４ 市職員だけでは、迅速かつ適切な災害対応が困難であるときは市の内外を問わず県・国・自衛隊

等各機関・団体・事業所その他あらゆる個人に対し応援要請を行う。また、原則として、あらゆる

応援申入れを受け入れる。 
５ 県・国・自衛隊・緊急消防援助隊等各機関・団体への応援要請に当たっては、逐次要請を避け網

羅的かつ先行的に行う。特に道路、通信手段が途絶し、本部設置後１～２時間以内に「災害の全体

像」の把握が困難な場合は直ちに行う。 
６ 協力団体・事業所等への警戒対策要員、応急対策要員確保の要請は地域局においては、各担当班

（課）を通じて行う。 
７ 災害警戒本部設置に至らない場合は、警戒体制若しくは危機管理室及び地域局において情報収集

活動を行うなど、状況の変化に対応できるような体制を確保する。 
 

第３ 職員の服務その他必要な事項 

１ 勤務時間内における遵守事項 

(1) 配備についていない場合も常に災害に関する情報、本部関係の指示内容に注意する。 

(2) 勤務場所を離れる場合は、所属の長と連絡をとり、常に所在を明確にしておく。 

(3) 待機該当職員は、原則として、すべての行事、会議への出席、出張等を中止する。 

(4) 自らの言動により住民等に不安や誤解を与えないよう発言には細心の注意を行う。 

 

２ 自主参集（勤務時間外の場合） 

(1) 震度５弱以上の地震が発生するなど、「配備事由」に定める事項に該当することを知ったとき

又は推定されるときは、自己及び家族の安全を確保した後、自主的に所属の勤務地又はあらかじ

め指定された場所に参集する。当該配備より１段階高次の配備指名職員は待機体制にあるものと

して行動する。 

(2) 災害の状況により勤務地への参集が不可能な場合は住所地の各庁舎に参集し、各地域局の指示

に基づき災害対策に従事する。病気その他止むを得ない事情によりいずれの施設にも参集不可能

な場合は、なんらかの手段によりその旨を所属の長又は最寄りの施設責任者へ連絡する。 

(3) 災害のため、緊急に参集する際の服装及び携帯品は、特に指示があった場合を除き、作業等に

適する服・ヘルメット・長靴等安全を確保するための装備着用、食料１食分、水筒（ペットボト

ル入り可）及びラジオとする。感染症禍においては、マスク着用等、感染防止対策を徹底する。 

(4) 震度６弱以上の地震時の参集に際しては、特に認める者を除き自動車は利用しない。 

(5) 参集途上においては、可能な限り被害状況、その他の災害情報の把握に努め、参集後直ちに参

集場所の責任者に報告する。 
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第２節 職員の動員・配備 

第１ とりまとめ責任担当部 

危機管理室 
 

第２ 職員の動員・配備手順のめやす 

１ 職員の動員・配備の各部への伝達は、勤務時間内については、庁内一斉放送、庁内電話とし、勤

務時間外については、各部において定める伝達方法による。 

２ 各部の長は、所定の様式で職員の参集状況を記録し、その累計を特に指示した場合を除き 60 分

ごとに本部長に報告する。 

３ 各部の長は、各部に所属する班の長及び班の庶務・連絡に要する最小限の要員は必ず確保する。

その上で職員の参集状況に応じ、災害応急対策実施上緊急を要する班から優先的に編成する。 

４ 各部の長は、部内各課職員の参集状況、各部・班の編成状況をたえず把握し、必要に応じて、他

部への応援配備の指示、本部長に対する他部職員の応援配備要請を迅速に行うよう留意する。  
第３ 配備事由、配備対象となる職員・消防団員数のめやす 

区分 配備事由 配備対象となる職員及び員数 

警 

戒 

体 

制 

配 

備 

□市域に震度５弱の地震が発生し

たとき 

□南海トラフ地震臨時情報（調査

中）が発表されたとき 

（以上、自動発令） 

□その他危機管理監が必要と認め

たとき 

 

□危機管理室（複数名） 

□経営企画部各課（複数名） 

□市民生活部各課（各複数名） 

□健康福祉部各課（各複数名） 

□まち整備部各課（各複数名） 

□産業環境部各課（各複数名） 

□その他の部局（複数名） 

□地域局（各複数名） 

※突発的事故発生の場合は、関係地域局のみ 

□消防団本部要員及び地区消防団本部要員（必要数）    
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区分 配備事由 配備対象となる職員及び員数 

非
常
体
制
配
備
（
災
害
警
戒
本
部
体
制
又
は
災
害
対
策
本
部
体
制
） 

１

号

配

備 

□南海トラフ地震臨時情報（巨大

地震注意）が発表されたとき 

（以上、自動発令） 

□市域に震度５弱以下の地震が発

生し、かつ２以上の地域局管内

において、住家の被害が発生又

は発生することが予想されると

き 

□その他市長が必要と認めたとき 

□危機管理室（２～３割） 

□経営企画部（２～３割） 

□市民生活部（２～３割） 

□健康福祉部（２～３割） 

□まち整備部（２～３割） 

□産業環境部（２～３割） 

□地域局（２～３割） 

□教育部（２～３割） 

※突発的事故発生の場合は、関係地域局のみ 

□その他各部局において小規模な応急対策を実施す

るために必要な職員 

（各部所属副課長以上職員をめやすとする） 

□消防団員（２割以内） 

２

号

配

備 

□市域に震度５強又は震度６弱の

地震が発生したとき 

（以上、自動発令） 

□市域に震度５弱以下の地震が発

生し、中規模の住家被害が生じ

たとき又は生じるおそれがある

とき 

□その他市長が必要と認めたとき 

□危機管理室（５割） 

□経営企画部（５割） 

□市民生活部（５割） 

□健康福祉部（５割） 

□まち整備部（５割） 

□産業環境部（５割） 

□地域局（５割） 

□教育部（５割） 

※突発的事故発生の場合は、関係地域局のみ 

□その他各部局において中規模な応急対策を実施す

るために必要な職員 

（各部所属副主幹以上職員をめやすとする） 

※勤務中においては現場の状況に応じて、危機管理

監又は経営企画部長の確認・了解後に地域局長の

命により地域の実情に詳しい職員がそれぞれの地

域局に赴くことができるものとする。 

□消防団員（５割以内） 

３

号

配

備 

□市域に震度６強以上の地震が発

生したとき 

（以上、自動発令） 

□市域に震度５強又は６弱の地震

が発生し、大規模の住家被害が

生じたとき又は生じるおそれが

あるとき 

□その他市長が必要と認めたとき 

（全職員・全消防団員） 

※勤務中においては現場の状況に応じて、危機管理

監又は経営企画部長の確認・了解後に地域局長の

命により地域の実情に詳しい職員がそれぞれの地

域局に赴くことができるものとする。 
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第３節 その他の対策要員の確保 

第１ とりまとめ責任担当部 

経営企画部 
 

第２ その他の対策要員確保に関する基本指針 

１ 庁舎等設備メンテナンス委託契約会社、警備委託会社等への警戒対策要員、応急対策要員確保の

要請は、本庁舎においては経営企画部が、各地域庁舎においては各地域局の担当班を通じて行う。 
２ 市の行う事業の業務委託業者等への警戒対策要員、応急対策要員確保の要請は、関係所管部

（課）を通じて行う。 
３ 災害対策を実施するため、技術者が不足し、又は緊急の必要があると認めるときは、従事命令又

は協力命令を発し、技術者その他の災害対策要員の確保を図る。 
４ 市本部要員及び市内民間団体、区（自治会）及び事業所への協力要請による動員のみでは、労力

的に不足する場合は、経営企画部がとりまとめ県に対し労働者の確保要請を行う。 
 

第３ 労働者の業務範囲 

災害応急対策の実施に必要な労働者は、次の業務を行う者に必要な補助者とする。 
１ 被災者の避難 
２ 医療及び助産 
３ 被災者の救出 
４ 飲料水の供給 
５ 行方不明者の捜索 
６ 遺体の処理 
７ 救援物資の整理、輸送及び配分 
８ その他災害応急対策に必要な業務 
 

第４ 労働者確保の方法 

県に対する労働者の確保要請は、以下の事項を示し県災害対策但馬地方本部（地方本部が設置され

ない場合は但馬県民局）を通じて人員の確保要請を行う。 
１ 労働者の雇用を要する目的又は作業種目 
２ 労働者の所要人員 
３ 雇用を要する期間 
４ 賃金、従事する地域等労働条件 
５ 労働者の輸送方法、待機場所 
６ 労働者確保を要する業務の所管部 
７ その他必要な事項 
 

第５ 豊岡公共職業安定所八鹿出張所との連携 

県に労働者確保の要請を行った場合は、豊岡公共職業安定所八鹿出張所と緊密な連携をとり、災害

応急対策に必要な労働者の円滑な確保を図る。 
 

第６ 費用の負担 

労働者確保に要する費用の負担は、以下のとおりとする。 
１ 労働者の雇上げに要する費用は、市の負担とする。 
２ 労働者の賃金は、当該地域における通常の実費とする。  
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第４章 情報収集・連絡計画 

第１節 計画の方針 

第１ とりまとめ責任担当部 

危機管理室 
 

第２ 情報収集・連絡に関する基本指針 

１ 全市域に関する「甚大な被害の有無の別」、「孤立地区の有無」に関する情報の収集・連絡を

最優先で行う。特に、緊急輸送道路等幹線道路支障の有無、河川堤防の被害の有無、市街地火災

発生の有無、大規模な建物被害、土砂災害、雪崩等の発生又は発生危険の有無、市施設・防災関

係機関の「甚大な被害の有無の別」について、優先する。 
２ 官民を問わず、市において動員可能な｢対策用人員、資機材、施設の現有力｣に関する情報の収

集・連絡を重点的かつ迅速に行う。 
３ その他緊急に行うべき対策の優先手順・役割分担等を決定するために必要な事項については、

各部・各機関が適切に分担するとともに、情報収集要員を出動させるなどして、災害発生後１～

２時間以内に把握するよう努める。 
４ 本部設置期間中については、各部等は｢災害情報｣、｢防災情報｣を収集し、本部あて｢重要報

告｣、｢定時報告｣を行う。また、本部は、とりまとめた｢災害情報｣、｢防災情報｣を各部等あてに

｢重要連絡｣、｢定時連絡｣を行う。これにより時々刻々と変化する状況に際して、各部、各職員が

臨機応変に対処することを期する。 
５ 市各部及び防災関係機関は、あらかじめ連絡責任者を定め、各所属及び関係機関相互の通信連

絡を統括させるとともに、発信及び受信の各専用電話を確保し通信従事者を配置するなど、迅速

かつ円滑な情報の収集・連絡を行う。 
６ 各地域局及び南但消防本部との連絡は、庁内電話（専用回線）、県防災行政無線電話・ＦＡＸ

（地上系、衛星系）、携帯電話等により行う。 
７ 市施設、災害現場等に出動している各職員との連絡は、庁内電話（専用回線）、携帯電話等に

より行う。 
８ 受信した緊急地震速報は、庁内放送等により全職員の情報共有を図るとともに、防災行政無線

告知、ケーブルテレビ放送等により住民等への周知・警戒呼びかけに努める。 
９ 河川堤防の損壊、市町境界部における市街地火災・森林火災発生等の緊急を要する災害情報に

ついては、隣接市町に対して速やかに併せて連絡する。 
10 県と連携のもと、必要に応じ航空機、無人航空機、巡視船、車両、人工衛星等の多様な情報収

集手段を活用できる体制を整備するとともに、ヘリコプターテレビシステム、ヘリコプター衛星

通信システム（ヘリサット）、固定カメラ等による画像情報の収集・連絡システムを整備する。 
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第３ 情報項目区分の定義等 

１ 情報項目区分の定義 

区分 定義 
災 
害 
情 
報 

警戒情報 人的・物的被害を発生させるおそれのある状況に関する情報 
（その有無に関する内容を含む。） 

発生情報 人的・物的被害発生状況に関する情報 
（その有無に関する内容を含む。） 

防 
災 
情 
報 

対策情報  人的・物的被害を軽減・防止するためにとられた措置・対策並びにそのために必

要な人員、資機材、施設に関する情報 
（復旧見込みに関する内容を含む。） 

救援情報  災害の発生により緊急に避難誘導すべき状況に関する情報並びに救出・救助活動

を必要とする状況に関する情報 
（その有無に関する内容を含む。）  

２ 気象庁が発表する地震情報の種類と発表基準 

地震情報の種類 発表基準 発表内容 

緊急地震速報 

（警報） 

地震波が２点以上の地震

観測点で観測され、最大

震度が５弱以上と予想さ

れた場合 

地震の発生時刻、発生場所（震源）の推定値、地震発

生場所の震央地名 

強い揺れ（震度５弱以上）が予測される地域及び震度

４が予測される地域名（本市は「兵庫県北部」） 

緊急地震速報 

（特別警報） 

地震波が２点以上の地震

観測点で観測され、最大

震度が６弱以上と予想さ

れた場合 

地震の発生時刻、発生場所（震源）の推定値、地震発

生場所の震央地名 

強い揺れ（震度６弱以上）が予測される地域及び震度

５強以上が予測される地域名（本市は「兵庫県北部」） 

震度速報 震度３以上 

地震発生約１分半後に、震度３以上を観測した地域名

（本市は「兵庫県北部」）と地震の揺れの発現時刻を速

報 

震源に関する 

情報 

震度３以上 

（津波警報等を発表した

場合は発表しない。） 

地震の発生場所（震源）やその規模（マグニチュード）

を発表。 

「津波の心配ない」または「若干の海面変動があるか

もしれないが被害の心配はない」旨を付加 

震源・震度に 

関する情報 

以下のいずれかを満たし

た場合 

・震度３以上 

・津波警報等発表時 

・若干の海面変動が予想

される場合 

・緊急地震速報（警報）

を発表した場合 

地震の発生場所（震源）やその規模（マグニチュード）、

震度３以上※の地域名と市町村名を発表。震度５弱以上

と考えられる地域で、震度を入手していない地点がある

場合は、その市町村名を発表 

各地の震度に関

する情報 
震度１以上 

震度１以上を観測した地点のほか、地震の発生場所（

震源）やその規模（マグニチュード）を発表 

震度５弱以上と考えられる地域で、震度を入手してい

ない地点がある場合は、その地点名を発表 

地震が多数発生した場合には、震度３以上の地震につ

いてのみ発表し、震度２以下の地震については、その発

生回数を「その他の情報（地震回数に関する情報）」で

発表 
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地震情報の種類 発表基準 発表内容 

その他の情報 

顕著な地震の震源要素を

更新した場合や地震が多

発した場合など 

顕著な地震の震源要素更新のお知らせや地震が多発し

た場合の震度１以上を観測した地震回数情報等を発表 

推計震度分布図 震度５弱以上 
観測した各地の震度データをもとに、１km四方ごとに

推計した震度（震度４以上）を図情報として発表 

遠地地震に 

関する情報 

国外で発生した地震につ

いて以下のいずれかを満

たした場合等 

・マグニチュード7.0以上 

・都市部など著しい被害

が発生する可能性があ

る地域で規模の大きな

地震を観測した場合 

地震の発生時刻、発生場所（震源）やその規模（マグ

ニチュード）を概ね30分以内に発表 

日本や国外への津波の影響に関しても記述して発表 

長周期地震動に

関する観測情報 

震度３以上を観測した場

合 

高層ビル内での被害の発生可能性等について、地震の

発生場所（震源）やその規模（マグニチュード）、地域

ごと及び地点ごとの長周期地震動階級等を発表（地震発

生から約20～30分後に気象庁ホームページ上に掲載） 

※次の基準による。 
・その地震による最大震度が「震度６弱以上」  →「震度５弱以上」を観測した市町村名を発表 
・その地震による最大震度が「震度５強又は５弱」→「震度４以上」を観測した市町村名を発表 
・その地震による最大震度が「震度４又は３」  →「震度３以上」を観測した市町村名を発表  

３ 南海トラフ地震に関連する情報 

気象庁は、以下の条件に該当する場合、「南海トラフ地震に関連する情報」を発表する（平成 29

年 11 月１日から運用開始）。 

南海トラフ地震臨時情報が発表された場合は、必要な体制等の準備を行うとともに、警戒活動を

行う。 

情報名 情報発表条件 

南海トラフ地震臨時情

報 

・南海トラフ沿いで異常な現象が観測され、その現象が南海トラフ沿いの

大規模な地震と関連するかどうか調査を開始した場合、または調査を継

続している場合 

・観測された異常な現象の調査結果を発表する場合 

南海トラフ地震関連解

説情報 

・観測された異常な現象の調査結果を発表した後の状況等を発表する場合 

・「南海トラフ沿いの地震に関する評価検討会」の定例会合における調査

結果を発表する場合（ただし、臨時情報を発表する場合を除く。） 

※南海トラフの想定震源域内のプレート境界においてマグニチュード７以上の地震が発生した場合

やひずみ計等で有意な変化（短い期間にプレート境界の固着状態が明らかに変化しているような

通常とは異なるゆっくりすべり）を観測した場合などを想定   
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第２節 情報収集・連絡体制 

第１ 防災行政無線通信施設の確保 

１ 県防災行政無線電話・ＦＡＸ（衛星系）の確保 

県は、地震により災害が発生した場合又は発生することが予想される場合若しくは通信施設が被

災した場合は、被災実態を早期に把握し、以下に示すとおり的確な臨機の措置を行うとともに、障

害の早期復旧に努め、県本部と市町本部及び防災関係機関相互間の通信回線の確保に当たることと

なっている。 
区分 措置のめやす 

災害の発生が予

想される場合 □要員の確保 
□予備電源用燃料の確保 
□衛星系機能の動作確認 
（□一斉ＦＡＸ 
（□個別音声通話 
（□個別ＦＡＸ 
□その他機器動作状態の監視の強化 
□車載型地球局の配置 
□局舎、機器等の保護強化 
□中央防災無線網等の活用 

通信施設が 
被災した場合 □車載型地球局による臨時通信回線の設定 

□職員による仮復旧の実施 
 

２ 市防災行政無線 

地震により災害が発生した場合又は発生することが予想される場合は、基地局施設の保護、予備

電源用燃料の確保等に努める。 
 

第２ 経営企画部情報班による参集職員・市民からの情報収集 

項目 手順のあらまし 
参集職員 □居住地区に関する情報の聴取、図上記載 

□参集途上における情報の聴取、図上記載 
市民 □市民からの電話等通報の聴取、図上記載 

□市民への電話・インターネットサーチ（フェイスブック等）による情報の聴取・

収集、図上記載 
 

第３ 有線通信が使えない場合の措置 

区分 代替通信・連絡手段のめやす 
県 ・ 近 隣 市

町・防災関係

機関との相互

連絡 
□消防無線（南但消防本部移動系） 
□警察無線その他機関による非常通信無線 
□伝令の派遣 
□兵庫衛星通信ネットワーク通信（衛星系） 
□衛星携帯電話 

各部等間相互

連絡 □防災行政無線（移動系） 
□消防団無線（ＦＯＭＡ回線） 
□伝令派遣（自転車・オートバイ利用若しくは徒歩による。） 
□タクシー無線、その他事業者無線、アマチュア無線 
□防災行政無線（同報系）による親局子局間の通話 
□防災行政無線（同報系）による親局子局間のＦＡＸ 

 

  



第２編 第１部 第４章 情報収集・連絡計画 

応復－247 

第４ 関係機関との連携 

県は、現地において国が開催する市町やライフライン事業者等の代表者を集めた災害の状況、対応

等について情報共有するための連絡会議及び、連絡会議で把握した調整困難な災害対応等について関

係者間の役割分担、対応方針等を調整する調整会議に参加し、自らの対応状況や被災市町等を通じて

把握した被災地の状況等を関係省等に共有し、必要な調整を行うよう努める。  
※ 資料４－２－１ 災害時連絡先一覧 
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第３節 災害情報及び防災情報の収集・連絡 

第１ 情報項目のめやす 

区分 情報項目 担当部 

災 

害 

情 

報 

警 

戒 

情 

報 

□気象庁、県、ＮＴＴ西日本による気象及び地震に関する情報 
□県フェニックス防災システム端末による雨量、水位、積雪深、地域別土砂
災害危険度に関する情報 

□養父土木事務所からの通報又は照会によるダム放流等上流ダムに関する情
報 

□南但消防本部による危険物取扱施設の現況に関する情報 
□各地域局等による管内浸水・冠水状況、降雨状況、河川状況、積雪状況等
に関する情報 

□同 河川巡視による市内河川の現況に関する情報 
□同 巡視による土砂崩れ、雪崩等危険箇所の現況に関する情報 
□市民通報、防災モニタリングによる浸水・冠水状況、降雨状況、河川状

況、積雪状況等に関する情報 
□各地域局等において把握した人的・物的被害を発生させるおそれのある状

況に関する情報 

危機管理室 

□ＰＴＡ等連絡網により学校等が把握した学区等内浸水・冠水状況、降雨状
況、河川状況、積雪状況等に関する情報 

教育部 

□水門、水路、ため池等農業用施設の現況に関する情報 
□農協連絡網による市内浸水・冠水状況、降雨状況、河川状況、積雪状況等

に関する情報 
□ホテル・スキー場・道の駅等観光施設、宿泊施設の現況に関する情報 

産業環境部 

□養父土木事務所への照会による市内各観測所降雨量、水位、積雪深に関す
る情報 

□市建設業協会連絡網により事業者が把握した市内浸水・冠水状況、降雨状
況、河川状況、積雪状況等に関する情報 

まち整備部 

□各部において把握した人的・物的被害を発生させるおそれのある状況に関
する情報 

各部 

発 

生 

情 

報 

□各地域局等による人的・物的被害発生情報 
□南但消防本部からの巡視、消防 119 番通報による人的・物的被害発生情報 
□市民通報、防災モニタリングによる人的・物的被害発生情報 

危機管理室 

□市建設業協会通報等による建物被害、土砂崩れ、雪崩、堤防損壊・越流等
発生情報 

まち整備部 

□各部において把握した人的・物的被害発生情報 各部 

防 

災 

情 

報 

対 

策 

情 

報 

□県、国、南但馬警察署等防災機関の現況、とられた措置・対策等に関する
情報 

□電話、電力、鉄道施設の現況、とられた措置・対策等に関する情報 
□各地域局等において把握された管内防災機関の現況、とられた措置・対策

等に関する情報 
□県内他市町、隣接府県、相互応援協力協定締結自治体の震度、被災関連情

報、並びに国内原発の安全稼働状況 

危機管理室 

□保育所・認定こども園、小・中・義務教育学校、高校の現況、とられた措
置・対策等に関する情報 

教育部 

□養父土木事務所からの通報又は照会による道路通行止区間、橋梁通行止等
に関する情報 

まち整備部 

□その他各部が所管する防災対策基幹施設の現況、とられた措置・対策等に
関する情報 

各部 

救 

援 

情 

報 

□各地域局等において把握された緊急に避難誘導すべき状況、救出・救助活
動を必要とする状況に関する情報 

□市民通報、防災モニタリングにより把握された緊急に避難誘導すべき状
況、救出・救助活動を必要とする状況に関する情報 

危機管理室 

□公立八鹿病院その他市内医療機関の現況に関する情報 
□在宅要配慮者の現況に関する情報 
□福祉関係施設の現況に関する情報 

健康福祉部 

□災害の発生により緊急に避難誘導すべき状況に関する情報 
□救出・救助活動を必要とする状況に関する情報 

各部 
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第２ 災害情報及び防災情報の報告・連絡 

１ 情報の総括責任者 

区別 情報の総括責任者 
本部職名 平常時職名 

総括責任者 危機管理監 危機管理監 
取扱責任者 本部情報班長 防災安全課長 

 

２ 本部における報告・連絡基準のめやす 

区 

分 

報告 

（各部等配備職員→本部長） 

連絡 

（本部長→各部等配備職員） 

即

時 

□被害の有無、要警戒の有無に関

する復命（第１報） 

□緊急避難、救出・救助・救命、

通行規制等の緊急措置を要する

情報 

□特命指示事項に関する復命 

□その他緊急を要する情報 

□本部体制、配備・規模に関する情報（第１報） 

□「全体状況」に関する第１報 

□緊急避難、救出・救助・救命、通行規制等の緊急措置を

要する情報 

□その他緊急を要する情報 

重 

要 

□市街地火災発生情報 

□地震、増水による堤防の損壊に

関する情報 

□大規模な土砂崩れ、雪崩発生の

おそれのある事象に関する情報 

□危険物取扱施設の地震、浸水等

による二次災害発生のおそれの

ある事象に関する情報 

□防災対策基幹施設の甚大な機能

支障に関する情報 

□その他重要と判断した情報 

□本部体制、配備・規模の変更に関する情報（第２報以

降） 

□「全体状況」に関する第２報以降（上記情報と同時に） 

□市街地火災発生情報 

□地震、増水による堤防の損壊に関する情報 

□大規模な土砂崩れ発生のおそれのある事象に関する情報 

□危険物取扱施設の地震、浸水等による二次災害発生のお

それのある事象に関する情報 

□防災対策基幹施設の甚大な機能支障に関する情報 

□その他重要と判断した情報 

定

時 

□１時間ごとの｢警戒情報｣ 

□１時間ごとの｢発生情報｣ 

□１時間ごとの｢対策情報｣ 

□１時間ごとの｢救援情報｣ 

□１時間ごとの本部体制、配備・規模に関する情報 

□１時間ごとの｢警戒情報｣に関する総括 

□１時間ごとの｢対策情報｣に関する総括 

形 

式 

□発信者（部・班） 

□情報項目種別 

□発生・現在日時 

□内容 

□情報源（確認・未確認の別） 

□養父市本部・発信者氏名（部・班） 

□情報項目種別 

□発生・現在日時 

□内容 

□情報源（確認・未確認の別） 

□取扱い上の留意事項 

※ 資料６－１ 市の報告等様式 
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３ 情報とりまとめ上のめやす 

(1) 確認された情報により把握されている災害の全体像の把握 

□全ての情報は、例えば着脱自在の糊付き付箋を使用し大きな市域地図上に整理する。 

□「被害の全体像」の視覚化を図る。 

□部・班全職員レベルに至るまでの「情報の共有化」を図る。 

(2) 未確認情報の一覧の評価 

□至急確認すべきもの 

□至急訂正情報の伝達を行うべきもの 

 （例えば、「悪質なデマ・ウワサ」に類する情報） 

□応急対策要員の派遣を行うべきもの 

 （例えば、確認の手順をふむ「時間」のない場合の「緊急災害発生通報」） 

(3) 情報の空白地区の把握 

（大規模な地震時には、｢情報の空白｣は被害の甚大なことを意味する場合がある。） 

(4) 被害軽微若しくは無被害である地区の把握 

（大規模な地震時には、｢被害軽微、無被害地区｣に関する情報は安心情報として重要である。） 

(5) 応急対策実施上利用可能な施設・人員・資機材の把握 

(6) 県内他市町、隣接府県、相互応援協力協定締結自治体の震度、被災関連情報、並びに国内原発

の安全稼働状況の把握 

(7) 全到達情報のチェック漏れ定時点検 

□ＦＡＸ情報 

（□気象台 

（□県 

（□国 

（□その他 

□県フェニックス防災システム 

 

第３ 県（本部）への報告 

１ 報告基準 

(1) 災害救助法適用基準に合致する災害 

□市内の住家滅失数50世帯以上 

□市内の住家滅失数25世帯以上（かつ県内の住家滅失数2,500世帯以上） 

□市内の住家滅失数多数（かつ県内の住家滅失数12,000世帯以上） 

□災害が隔絶した地域に発生したものである等救護活動が著しく困難な場合 

□多数の者が生命又は身体に危害を受けるおそれが生じた場合 

(2) 災害対策本部を設置した災害 

(3) 自らの市域内の被害は軽微であっても、隣接する市町で大きな被害を生じている災害 

(4) 災害による被害に対して、国の特別の財政的援助を要する災害 

(5) 災害の状況及びそれが及ぼす社会的影響等からみて特に報告が認められる程度の災害 

□市の区域内で震度４以上を記録した地震 

□市の区域内で被害を生じた地震 

 

２ 報告担当者 

被害状況及び措置状況一般 法令の定めによる所要の報告 
本部情報班長 → 下記のとおり 各担当部長 → 県但馬地方本部各担当班 

 

３ 報告の方法 

(1) 原則として、フェニックス防災システム端末への入力による。これによりがたい場合は、県防

災行政無線（ファクシミリ）、公衆電話（ファクシミリ）、衛星電話、通信可能な施設までの伝

令派遣等あらゆる手段を尽くして可能な限り迅速に行う。 

(2) 第２報以降の報告は、あらかじめ県が指定する時間ごとに市域の災害情報をとりまとめフェ

ニックス防災システム端末への入力による。 

(3) 県但馬地方本部に連絡が取れない場合は、又は緊急の場合は、直接県災害対策本部に報告す

る。 
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４ 報告の区分 

報告の区分 報告の時期 留意事項 報告の様式 

緊急報告 

（第１報） 

震度４以上の地

震発生の覚知後

30 分以内に端末

入力報告 

□庁舎等事務所の周辺の状況 

□覚知できる状況のみでよく、必ずしも数値で表

せる情報でなくても迅速性を第一に報告する。 

□部分情報、未確認情報も可 

庁舎緊急報告 

災害概況 

即報 

（第１報） 

災害の当初段階

で災害概況速報

として県但馬県

民局に報告 

□人的被害及び住家被害を重点にする。 

□被害状況が十分把握できない場合であっても第

１報は迅速性を第一に報告する。 

□部分情報、未確認情報も可 

災害概況即報 

被害状況 

即報 

（定時報） 

発生後毎日定時

に県但馬県民局

報告 

□災害概況即報として報告した情報を含め、確認

された事項を報告する。 

□全壊、流失、半壊、死者及び重傷者が発生した

場合には、その氏名、年齢、住所等をできる

限り速やかに調査し、報告する。 

□被害の状況が十分把握できない場合であっても

毎日定時に迅速な被害状況報告に努める。 

被害状況即報 

災害確定 

報告 

（詳細） 

応急措置完了後

15 日以内 

□災害が終了し、その被害が確定したときに全調

査事項を詳細に調査し報告する。 

□被害世帯人員等については、現地調査だけでな

く、住民登録とも照合し、その正誤を確認す

るようにする。 

※県の様式 

 

５ 報告先 

勤務時間内 但馬県民局         電話 0796-26-3618 ＦＡＸ0796-24-3211 

      県防災行政無線衛星系 7-174-511 7-174-512 

県防災行政無線衛星系 ＦＡＸ7-174-611 

勤務時間外 県災害対策局        電話 078-362-9988 ＦＡＸ078-362-9911 

災害対策課 県防災行政無線衛星系 7-151-3140 ＦＡＸ7-151-6380 

 

６ 事態が切迫している場合等の措置 

□事態が切迫し応援要請等の対策に支障が生じるおそれがある場合は、県本部宛に直接連絡する。 

□市の区域内で震度５強以上を記録した場合、及び県に報告することができない場合には、国（総

務省消防庁）に対して直接報告する。報告後速やかにその内容について連絡する。 

□消防庁「火災・災害等即報要領」の「直接即報基準」に該当する場合、南但消防本部を通じて県

に加えて国（総務省消防庁）にも報告する。 

 ［通常時   ：応急対策室 ＴＥＬ03-5253-7527 ＦＡＸ03-5253-7537］ 

 ［夜間・休日時：宿直室   ＴＥＬ03-5253-7777 ＦＡＸ03-5253-7553］ 

□災害規模が大きく、市の情報収集能力が著しく低下した場合には、その旨を県その他の防災関係

機関に伝達し、被害情報の収集活動に対して応援を要請する。 

□地域住民等から119番への通報が殺到している状況下にあっては、直ちに県及び国（消防庁）へ同

時に報告する。 

□自らの対応力のみでは十分な災害対策を講じることができない場合は、速やかにその規模を把握

するための概括的な情報の収集に努め、被害の詳細が把握できない段階であっても、迅速性を第

一に当該情報を報告する。 

注）消防庁「火災・災害等即報要領」 → 第１編第１部第４章第４節参照 
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第５章 相互協力計画 

第１節 計画の方針 

第１ とりまとめ責任担当部 

危機管理室  
 

第２ 大規模地震時における相互協力の基本指針 

１ 市職員だけでは、迅速かつ適切な災害対応が困難であるときは、市議会、隣接市町との相互協

力体制を迅速に確立するとともに、市の内外を問わず県・国・自衛隊等各機関・団体・事業所そ

の他あらゆる個人に対し応援要請を行う。また、原則として、あらゆる応援申入れを受け入れ

る。 

２ 県・国・自衛隊・緊急消防援助隊等各機関・団体への応援要請に当たっては、逐次要請を避け

網羅的かつ先行的に行う。特に甚大な被害発生が想定される状況のもと、道路、通信手段が途絶

し、本部設置後１～２時間以内に「災害の全体像」の把握が困難な場合は直ちに行う。 

なお、県は、大規模な災害の発生を覚知したときは、被災市町を応援するとともに、あらかじ

め締結した応援協定等に基づき、関係機関に対して応援を求め、又は災害応急対策の実施を要請

し、被害の全容把握に時間を要するときは、フェニックス防災システムの被害予測機能及び需給

推計・分析機能を活用して必要な応援要員、物資量等を推計し、市町に対する応援の準備、概括

的な要請を行い、実際の被害が判明次第、逐次修正を加えることとしている。 

３ 各地域局管内における協力団体・事業所等への応援協力要請は、各各地域局の担当班（課）が

行う。ただし、本部長は、災害の状況に応じて、本庁舎管内又は他の地域局に対する応援出動要

請を行うなど総合的に調整できるものとする。 

４ 市域内における災害応急対策、災害復旧対策の遂行上その必要があると認めたときは、市及び

防災関係機関相互の連絡・調整機関として、関係機関等連絡協議会を設置する。これにより相互

の任務と役割分担の明確化、相乗効果の最大化と競合重複の極力排除を図る。 

５ 被災市町村へ応援職員を派遣する際は、応援対策職員派遣制度を活用する。なお、市職員を派

遣する場合に備え、派遣先や支援内容に応じた職員の選定に努める。 

６ 他機関・団体・事業所等からの応援を受け入れる場合や、市外被災地に対する応援に市職員を

派遣する場合は、感染症禍においては、職員の定期的な検温の実施やマスク着用等、感染予防措

置を徹底する。また、会議室のレイアウトの工夫やテレビ会議の活用等、応援職員等の執務ス

ペースの適切な空間の確保に配慮する。 

 

第３ 市各部の役割分担 

名称区分 手順その他必要な事項 
危機管理室  □相互協力に関する全体統括 

□隣接市町との相互協力に関する連絡調整 
□市議会との相互協力に関する連絡調整 
□関係機関等連絡協議会の事務局業務 
□県等防災関係機関、他自治体派遣職員の宿泊施設確保、厚生業務その他

バックアップ業務 
市民生活部 □八鹿地域における所管協力団体・事業所等への応援協力要請 
各部 □この計画で定める関係機関等連絡協議会の事務局業務 
※ 資料５－１ 協定一覧 
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第２節 市議会及び隣接市町等との相互協力 

第１ 基本方針 

１ とりまとめ責任担当部 

経営企画部 
 

２ 相互協力の基本指針 

(1) 被災者救援、都市機能の早期復旧及び二次災害防止並びに災害復興と被災地の回復を適切に行

うため、市議会及び隣接市町等との相互協力体制を迅速に確立する。 

(2) 相互の任務と役割分担を明確化し相乗効果の最大化と競合重複の極力排除を図る。 

(3) 要員・資機材の投入において、競合が生じた場合、発災後72時間については、延焼火災阻止、

生き埋め者救出、重症者搬送、人的危険回避のため必要最小限のものを除き、要員・資機材の投

入は、消火・救出・救急救護現場を優先する。 

(4) 要配慮者向け救援対策は、一般被災者向け救援対策に優先して協力する。 

 

第２ 市議会との相互協力 

実施手順のめやす 

(1) 本部長は、大規模な地震が発生した場合及びその他必要と認めた場合、直ちに市議会議長に対

し、市に本部を設置した旨を報告するとともに、市本部と市議会との相互協力体制の確立を図る

ため、必要な措置を講ずるよう要請する。 

(2) 議会災害対策本部の設置は、議長が職権により行い、災害により次々と生じる市民の要求にこ

たえるため、市の組織による効率的、積極的な対応を調整し、条例の制定や規制の緩和措置、緊

急対応から復旧、復興に至るまでの政策の方向付けを指示することを基本業務とする。その役割

は、そのつど議会災害対策本部が決める。 

(3) 市は、市議会議長が議会災害対策本部及び市議会議員連絡所（以下「議会対策本部」とい

う。）の設置を決めた場合は、経営企画部内に議会対策本部担当専任職員を置き本庁舎内に市議

会議員連絡所設置のためのスペースの確保、テレビ・ラジオの設置、電話・ＦＡＸ・コピー機、

災害情報掲示板等の設置その他運営支援業務を行う。また、議会としての災害対策活動のための

情報の収集、市本部との連絡業務、災害調査活動の補佐を行う。 

なお、本庁舎が被災したため、本部長室が他の代替施設に設置された場合は、市議会議員連絡

所を併設するよう努める。  
第３ 隣接市町等との相互協力 

１ 相互協力上の基本指針 

(1) 市町境界部をはじめとして、延焼火災阻止を最優先で行う。 

(2) 延焼火災発生を回避できる見込みの場合は、建物等倒壊、土砂崩れ、雪崩等による生き埋め者

の救出、重症者の救命医療救護、被災者の避難誘導並びにその他の人的危険回避措置を講じ、人

的被害の軽減に全力を集中する。 

(3) 発災直後における各職員の居住地における救援活動、在住市町本部業務への支援業務を公務と

みなすよう事前に計画・協定化する。また、事前に指名する幹部職員等を除く他の職員について

は、交通事情その他の状況に応じて、そのつど定める期間について、在住市町における業務を所

属市町における業務とみなす措置を講ずるよう相互に調整する。 

(4) 被災者救援、都市機能の早期復旧、二次災害防止のための活動並びに応急的な救援対策、災害

復興のための県・国等に対する特別措置発動要請等について、相互に連携・協力し行う。 
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２ 直後に相互協力すべき事項のめやす 

隣接する市町と災害発生直後に相互に協力すべき事項については、例えば、以下のような事項が

想定される。 
(1) 市町境界部における消火活動及び救急・救助活動 

(2) 市町境界部における避難誘導・避難所・避難地の相互利用 

(3) 避難所の開設・運営における担当職員の相互派遣及び協同化 

(4) 市町境界部・避難所等における災害時広報活動 

(5) 病院、産院その他医療施設のあっせん 

(6) 火葬、ごみ、災害廃棄物、し尿の処理並びに道路確保に関して必要な要員、車両機材、施設の

提供 

(7) 要配慮者対策を実施するために必要な要員、車両機材、施設の提供 

(8) 市町が実施する災害救援対策に関する情報交換 

(9) 県・国等に対する特別措置発動の要請 

 

３ 協力要請の手続 

協力の要請に当たっては、各市町へとりあえず、県防災行政無線電話・ＦＡＸ（地上系・衛星

系）、ＮＴＴ電話・ＦＡＸ、消防無線（主運用波）、伝令派遣等をもって要請し、後日文書により

改めて処理する。  
４ 連絡調整ルート確保のめやす 

手順項目 あらまし 
通信手段の確保  県内市町の場合は、原則として、県防災行政無線電話による。困難な場合及

び他県市町の場合は、ＮＴＴ電話・ＦＡＸ、伝令派遣など、その状況に即した

迅速な方法による。 
情報の交換  大規模地震発生時における第１報は、発災後１時間以内に行う。以後当日中

は１時間ごとに、また２日目以降本部設置期間中は、毎日そのつど定める時刻

に定時情報交換を行う。 
本部連絡員 
の交換  境界部において、延焼火災の発生、土砂災害、雪崩災害の発生その他災害発

生後の状況により必要と認めたときは、相互に本部連絡員を交換する。 
合同現地対策 
本部の設置  境界部において、延焼火災の発生、土砂災害、雪崩災害の発生その他災害発

生後の状況により必要と認めたときは、現地の適当な場所に合同現地対策本部

を設置する。 
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第３節 県・国等防災機関・団体への応援要請 

第１ 基本方針 

１ とりまとめ責任担当部 

危機管理室  
 

２ 応援要請上のめやす 

(1) 県・国・自衛隊等各防災関係機関に対する応援要請は、県地域防災計画及び各応援協定書に定

める方法により本部長が行う。 

(2) 緊急消防援助隊派遣要請及び兵庫県広域消防相互応援協定に基づく応援要請は、各応援協定

書・緊急消防援助隊運用要綱に定める方法により南但消防本部消防長が行う。 

(3) 通信途絶その他の事情により正規の方法によることが困難なときは、より上位の機関又は非被

災地にある各出先機関等（県東京事務所等）に緊急連絡する。なお、国（指定行政機関）、ライ

フライン事業者等（指定公共機関）は、通信手段の途絶等により県による被害情報の報告が十分

なされていないと判断する場合等にあっては、調査のための職員派遣、ヘリコプター等の機材や

各種通信手段の効果的活用等により、あらゆる手段を尽くしてその所掌事務に係る被害情報の把

握に努めることとなっている。 

(4) 応急対策及び災害復興業務に要する中・長期的な応援要員派遣については、適宜各部長に対し

必要人員調査を実施し、市全体としての必要数を把握・調整した上で要請する。 

(5) 各地域局の管内協力団体・事業所等への応援要請は各地域局の担当班を通じて行う。総合的な

調整を必要とする場合は、本部長を通じて各部担当班が行う。 

 

第２ 市内民間団体、区及び事業所への協力要請 

１ 協力を要請する業務 

災害時に業種別団体、区、赤十字奉仕団等民間団体及び事業所へ協力を要請する業務は、主に以

下のとおりとする。 
(1) 災害に関する予警報、その他防災情報の地区内住民への伝達 

(2) 災害時における広報広聴活動 

(3) 災害時における出火の防止及び初期消火 

(4) 避難誘導、負傷者の救出・搬送等被災した市民に対する救助・救護活動 

(5) 要配慮者の避難支援・安否確認、避難所及び在宅要配慮者に対する救助・救護・生活支援活動 

(6) 被災者に対する炊出し、救助物資の配分及び輸送等の業務 

(7) 被害状況の調査 

(8) 被災地域内の秩序維持 

(9) 被災建物応急危険度判定、被災宅地危険度判定等の業務 

(10) 道路啓開、公共施設等の応急復旧作業 

(11) 応急仮設住宅の建設等の業務 

(12) 食品、生活必需品、災害対策用資機材等の供給、調達 

(13) その他市が行う災害応急対策業務 

 

２ 協力要請の方法 

各部長は、以下の事項を明らかにして、電話、口頭その他可能な連絡手段により団体等の責任者

に対し協力を要請する。 
なお、本部長は、部長から要請があった場合、及び全市的な観点から調整が必要と認めた場合は、

調整を行うものとする。 
(1) 活動の内容 

(2) 協力を希望する人員 

(3) 供給、調達を要する資機材等の品名、数量 

(4) 協力を希望する地域及び期間 

(5) その他必要な事項 
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第３ 防災関係機関との相互協力 

１ 相互協力に関する基本指針 

(1) 発災直後 72時間については、延焼火災阻止、生き埋め者救出、重症者搬送、人的危険回避のた

め必要最小限のものを除き、要員・資機材の投入は、消火・救急・救助・救護現場を優先する。 

(2) その他延焼火災阻止、生き埋め者救出、重症者搬送、危険回避のために行う消防機関及び警察

機関の要請は、最優先とする。 

(3) 要配慮者救援対策は、一般被災者救援対策に優先して実施する。 

(4) 避難所開設期間中における空地の利用については、上記３点による場合を除き、市街地内外を

問わず、仮設住宅建設用地を第１順位、仮設住宅建設関連の復旧対策用地を第２順位、その他復

旧対策用地を第３順位とする。 

(5) その他本部長がそのつど指定する重点対策項目がある場合は、これを優先する。 

 

２ 関係機関等連絡協議会の設置 

市域内における災害応急対策、災害復旧対策の遂行上その必要があると認めたときは、市及び防

災関係機関相互の連絡・調整機関として、関係機関等連絡協議会を設置する。この場合、関係機関

等連絡協議会は、原則として本庁舎内で開催する。また、その事務局業務は、特に定める場合を除

き危機管理室本部情報班が行う。 
 

第４ 県に対する職員応援又は派遣あっせん要請その他必要な事項 

１ 県に対する職員応援又は派遣あっせんの要請 

県に対する職員応援又は派遣あっせんの要請は、防災行政無線、電話、ＦＡＸにより以下の条件

を示し県災害対策但馬地方本部（地方本部が設置されない場合は但馬県民局総務企画室）を通じて

行う。通信途絶その他の事情により正規の方法によることが困難なときは、迅速を第１として行う。 
(1) 応援派遣（又は派遣あっせん）を求める理由 

(2) 応援派遣（又は派遣あっせん）を求める職員の職種別人員 

(3) 応援派遣（又は派遣あっせん）を必要とする期間（□月□日～□月□日まで） 

(4) 集合の場所（要員移送の方法） 

(5) 派遣される職員の給与その他必要な勤務条件 

(6) その他職員の応援派遣（又は派遣あっせん）について必要な事項 

 

２ 中・長期的な応援要員に関する調査項目のめやす 

本部長は、災害応急対策の長期化、作業量の膨大化等により中・長期的な応援要員が必要と判断

されるか否かについて、早めに判断するよう努めるとともに、各部長に対し随時以下について調査

報告を命じる。 
(1) 派遣を求める期間(以下の３区分によった上で) 

 ア 災害発生当該年度内の派遣を求めるもの 

 イ 次年度以降派遣を求めるもののうち、引き続き同一人の継続派遣をもとめるもの 

 ウ 同じく、随時職員の交代が可能であるもの 

(2) 職種 

(3) 必要人数 

(4) 事務内容 

 

３ その他留意事項 

他自治体からの派遣職員は、｢応援職員｣である旨を腕章・プレート等により明示する。また、可

能な限り後方支援業務に配置する。やむを得ず住民対応を必要とする部署に配置する場合は、市職

員のアシスタント業務につける、業務の遂行上必要な背景、経過等に関する事前説明を十分行うな

ど配慮する。 
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第６章 自衛隊災害派遣要請依頼等計画 

第１節 計画の方針 

第１ とりまとめ責任担当部 

危機管理室  
 

第２ 自衛隊災害派遣受入れの基本指針 

１ 市長は、自衛隊の災害派遣を必要とする事態が発生した場合、知事に対して災害派遣要請を依

頼する。 

２ 通信の途絶等により知事への依頼ができない場合は、直接陸上自衛隊第３特科隊長に通知す

る。特に緊急を要する場合で、通信途絶のため陸上自衛隊第３特科隊長への通知ができないとき

は、防衛庁長官に通知する。 

※ 指定部隊等の長は、災害の発生が突発的で、市長等からの通知、部隊等による収集その他の方

法により入手した情報から、その救援が特に急を要し、要請を待ついとまがないときは、県知事

からの要請を待つことなくその判断に基づいて部隊等を自主派遣することができる。特に大規模

災害時においては、決定権のある連絡員を現地に派遣し、自衛隊が自治体に提案した支援策を直

ちに実行できる運用としている（提案型支援）。 

 

第３ 災害派遣部隊の活動内容 

自衛隊の災害派遣部隊が実施する救援活動の具体的な内容は、以下のとおりである。 
項目 活動内容 

被害状況の把握 車両・航空機等状況に適した手段によって情報収集活動を行って、被害の状況

を把握する。 

避難の援助 避難指示等が発令され、避難、立退き等が行われる場合で必要があるときは、

避難者の誘導、輸送等を行い、避難を援助する。 

遭難者の捜索救

助 

行方不明者、負傷者等が発生した場合は、通常他の救援活動に優先して捜索救

助を行う。 

水防活動 堤防、護岸等の決壊に対しては、土のう作成、運搬、積込み等の水防活動を行

う。 

消防活動 火災に対しては、利用可能な消防車その他の防火用具（空中消火が必要な場合

は航空機）をもって、消防機関に協力して消火にあたる。（消火薬剤等は、通常

関係機関の提供するものを使用） 

道路又は水路の

啓開 

道路又は水路が損壊し、又は障害物がある場合は、それらの啓開又は除去にあ

たる。 

応急医療、救護

及び防疫 

被災者に対し、応急医療、救護及び防疫を行う。（薬剤等は、通常関係機関の

提供するものを使用） 

通信支援 自衛隊の通信連絡に支障のない範囲における通信支援 

人員及び物資の

緊急輸送 

救急患者、医師その他救援活動に必要な人員及び救援物資の緊急輸送を実施す

る。この場合、航空機による輸送は特に緊急を要すると認められるものについて

上級司令部に上申要請して行う。 

被災者生活支援 被災者に対し、炊飯、給水、入浴及び宿泊等の支援を実施する。 

物資の無償貸付

又は譲与 

「防衛省の管理に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する防衛省令」（昭和

33 年防衛省令第１号）に基づき、被災者に対し救援物資を無償貸付し、又は救

じゅつ品を譲与する。 

危険物の保安及

び除去 

能力上可能なものについて火薬類、爆発物等危険物の保安措置及び除去を実施

する。 

その他 その他臨機の必要に対し、自衛隊の能力で対処可能なものについては、所要の

措置をとる。 
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第２節 自衛隊の災害派遣要請依頼等 

第１ 派遣要請依頼 

１ 本部長（市長）は、災害派遣を必要とする事態が発生し、自衛隊の災害派遣要請を要する場合

は、但馬県民局を通じて知事に対し、次に掲げる事項を把握できた範囲で明らかにし、電話又は口

頭をもって依頼する。 
(1) 災害の状況及び派遣要請を要求する理由 

(2) 派遣を希望する期間 

(3) 派遣を希望する区域及び活動内容 

(4) 受入場所等 

(5) その他参考となるべき事項 

・要請責任者の職氏名 

・災害派遣時における特殊携行装備又は作業種類 

・派遣地への最適経路 

・連絡場所及び現場責任者氏名並びに標識又は誘導地点及びその標示  
２ 通信の途絶等その他の事由により但馬県民局又は県災害対策局を通じた知事への派遣要請依頼が

できない場合は、その旨及び市に係る災害の情況を以下に示す指定部隊等の長に通知する。この場

合、事後速やかにその旨但馬県民局を通じて知事に通知する。  
指定部隊等

の長の名称 
所在地 

電話番号等 

ＮＴＴ電話 県防災行政無線 

陸上自衛隊

第３特科隊

長 

姫路市峰南町 

１番 70 号 

電 話 0792-22-4001 

内 線 235、238 

ＦＡＸ 239 

電 話 0773-22-4001 

内 線 302（当直司令） 

ＦＡＸ 398 

 

第２ 災害派遣部隊の受入手順 

 本部長（市長）は、知事から自衛隊の災害派遣の通知を受けたときは、次のとおり部隊の受入措置

を行う。 
区分 活動内容 

準備 □応援を求める作業内容、所要人員その他について、派遣部隊の到着と同時に協議で

きるよう作業計画をたてる。この場合他の機関と重複競合しないよう重点的・効率

的な作業分担を行うよう配慮する。 
□必要な資機材等の確保・調達を行う。 
□派遣部隊の集結場所兼宿泊・野営場所となる南但スポーツセンター、ビックラボ広

場、関宮農村広場に対し確保協力要請を行う。 
□本部内待機所、車両、機材等の保管場所の確保その他受入れのために必要な措置及

び準備を行う。 
受入れ □派遣部隊集結場所へは、職員を派遣し部隊を目的地に誘導する。 

□作業実施期間中は、現場に連絡員を置き派遣部隊指揮官と応援作業計画等について

協議し調整の上作業の推進を図る。 
県への報告 □危機管理室（本部情報班）は、派遣部隊の到着後及び必要に応じて、所定の事項に

ついて但馬県民局を通じて知事に報告する。 
 

第３ 災害派遣部隊の撤収要請 

派遣部隊の撤収要請は知事が本部長（市長）及び派遣部隊の長と協議して行う。本部長（市長）は、

災害派遣の目的を達成したとき、又はその必要がなくなったときは、速やかに文書をもって知事に対

しその旨報告する。ただし、文書による報告に日時を要するときは、口頭又は電話をもって連絡しそ

の後文書を提出する。 
※ 資料６－２ 自衛隊の災害派遣要請に関する様式 
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第７章 災害時広報活動計画 

第１節 計画の方針 

第１ とりまとめ責任担当部 

危機管理室  
 

第２ 災害広報に関する基本指針 

１ 警戒段階 

(1)「事前広報」重視の「攻めの広報」を行う。 

警戒段階において、いかなる事態の推移、急変にも適切に対応できる配備体制の強化は容易な

らざる課題であり、時に後手に回ることがありうるのは避けがたい。警戒時に把握された情報

は、市民に対し早めに提供することが｢自らの身の安全は自ら守る｣「自分たちの地域は自分たち

で守る｣ことにつながる。起こりうる事態をできる限り多様に想定し、事態の推移を先取りした

｢事前広報｣を重視した｢攻めの広報｣を行う。 

(2)「プラス情報は慎重に！マイナス情報は大胆に」公表する。 

「警戒情報」は、真偽の確認や公表に伴う混乱の懸念等価値評価に時間をかけたりすると｢警

戒情報｣としての価値が消滅してしまう。「プラス情報は慎重に！マイナス情報は大胆に」を鉄

則として、特に「警戒情報」の溜め置きはせず迅速に公表する。 

(3) 災害警戒本部設置後速やかに市ホームページに専用サイトを開設する。 

(4) 受信した緊急地震速報は、庁内放送等により伝達し庁内滞在者への警戒喚起を図るとともに、

防災行政無線告知システム等により住民等への周知・警戒呼びかけに努める。 

 

２ 発生後 

(1) 広報広聴活動は、「総合力」で、「総合的」な広報広聴活動を行う。 

市は、大規模な地震発生に際しては防災関係機関、報道機関その他の事業所・団体及び市民と

の連携・協力により、災害時広報体制を速やかに確立し、被災地の市民、来訪者だけでなく被害

を免れた地域の市民、来訪者や全国各地の人々を含めた総合的な広報広聴活動を行う。 

(2)「情報の空白時間帯」と「情報の空白地域」をなくすことに重点を置く。 

初期においては、「市内外各地域における被害の有無に関する情報提供による間接的安否情報

（これにより家族・知人の安否を推定することができる。）」「市・県・国・関係機関・協力団

体等が行う救援救護活動の実施状況」「要配慮者救援への協力要請」及び「出火注意・初期消火

活動への協力要請」に関する情報を絶え間なく供給し、「情報の空白時間帯」と「情報の空白地

域」をなくすことに重点を置いた広報活動を行う。 

(3)「広報やぶ被災者支援情報」の毎日発行体制を確立する。 

市ホームページ専用サイト開設を継続するとともに、災害発生後２日目を目途として、「広報

やぶ被災者支援情報」第１号を発行し、以後避難所開設期間中サイト掲載内容と同じものを広報

紙として発行・配布する。 

(4)「事前広報」重視の「攻めの広報」を行う。 

各部・関係機関が行う応急対策、復旧対策、被災者向け救援サービスに関しては、その準備措

置期間の初期において、対策・サービスの概要、協力要請事項、申込書配布・受付・サービスの

実施等のスケジュールを先行的に広報するよう努めるなど「事前広報」重視の広報活動を行う。 

(5) 本部及び各地域局に総合的な相談窓口を設置し、被災者の要望の把握に努める。  
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第２節 災害時広報広聴体制 

第１ 危機管理室の役割 

項目 手順その他必要事項 

事前広報重視の広報

活動用資料の作成 

□災害時広報活動計画の作成 

□各部への資料の提供要請、収集及びとりまとめ 

□本部としての広報活動用資料作成 

庁内ＬＡＮ等による

広報体制の確立 

□システムの点検・ネットワーク体制確保 

□自家発電電源の確保等停電時のための措置 

□オペレータ要員確保（入力作業要員等関係団体等への応援協力要請） 

□電話ＦＡＸ、ＬＡＮ、伝令等による各部・避難所への配布 

市ホームページ災害

専用情報サイトの開

設 

□市ホームページ管理者への広報体制確保指示 

□災害専用情報サイト専任広報担当職員の配置 

「広報やぶ被災者支

援情報」発行体制の

確立 

□編集体制の確立（民間業者への要員派遣応援要請を含む。） 

□印刷体制の確立（コピー機、インク・紙の確保、印刷業者の確保等） 

□災害発生２日目以降毎日発行 

要配慮者向広報体制

の確立 

□市社会福祉協議会との連携（手話・点字ボランティアの確保） 

□市国際交流協会等との連携（通訳・翻訳ボランティアの確保） 

□要配慮者向け広報資料の作成 

報道機関専任担当配

置及び報道機関対応 

□各報道機関に対し専任担当職員配置、共同記者会見所・臨時記者詰

所開設の通知並びに報道協力の要請 

□共同記者会見所・臨時記者詰所における報道資料提供 

□その他報道機関対応 

 

第２ 市民生活部の役割 

項目 手順その他必要事項 
災害総合相談窓口の

開設 □本庁舎本部における総合相談窓口の開設、運営 
□市民要望等のとりまとめ、所管各部への照会・連絡 
□各地域局における総合相談窓口の開設、運営に関する総合調整 
 → 第４部第４章第７節「災害総合相談及び安否情報提供窓口開設

計画」参照 
被災者のニーズ把握

のためのアンケート

の実施 □アンケート実施の要否の検討 
（□被災者救援対策所管各部への照会・連絡調整 
□必要に応じて実施 

 

第３ 各地域局地域支援班及び市民生活部物資受入輸送班の役割 

項目 手順その他必要事項 
広 報 活 動 用 資 料 を

使った広報活動 □各地域局地域支援班が担当地域内において広報活動実施 
□地域局としての広報活動用資料作成 
□避難所に対し広報活動用資料配付（掲示、館内放送、口頭伝達等） 

「広報やぶ被災者支

援情報」の配布 □各地域局地域支援班が担当地域内において掲示・配布 
□避難所担当者が避難所内において掲示・配布 

災害総合相談窓口の

開設 □各地域局における総合相談窓口の開設、運営 
□市民要望等のとりまとめ、市民生活部を通じた各部への照会・連絡 

被災者救援ニーズ調

査アンケートの実施 □各地域局におけるアンケート実施の要否の検討 
□実施の場合における被災者救援ニーズ調査アンケートの配布・回収 

 

第４ その他各部の役割 

 その他各部は、担当する対策項目に関して、市民からの問い合わせに対して担当部以外の市職員が

相当程度対応できることを目標として、可能な限り詳細な資料を作成し提供する。 
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第３節 市による災害時広報活動のめやす 

第１ 災害警戒段階にある他の地域も含めた全市域向け 

おもな広報事項 広報手段 

□災害警戒本部の設置の設置（地区名・場所） 

□道路、橋梁通行止区間に関する情報 

□緊急対策車両の通行確保のためのマイカー利用自粛呼びかけ 

□必要に応じて河川敷、河川区域等駐車場駐車車両の退避等呼びかけ 

□引き続き市広報、テレビ・ラジオへの留意の呼びかけ 

※緊急地震速報の発表、並びに南海トラフ地震関連情報の発表により地

震等による急傾斜地等の状況、その他人的被害・物的被害に警戒・注

意を要する場合は、ラジオ・テレビ等をつけっ放しにして、南海トラ

フ地震関連情報や市からの防災情報、地震強化地域現地からの発生報

に留意するとともに、発生と同時に火の始末、安全点検、自主的な避

難等警戒行動をとるよう呼びかける。 

（地震の揺れが到達するまで数十秒のタイムラグがある！） 

□市ホームページ 

□ＣＡＴＶ放送 

□電話ＦＡＸ、ＬＡＮ

（当該施設へ） 

□Ｌアラート（災害情

報共有システム）の

活用 

 

第２ 災害発生後にとるべき主な措置 

１ 地震発生直後から３日目程度まで 

おもな広報事項 広報手段 

□必要な区域、施設に対する避難指示等 

□要配慮者救援及び人命救助の協力呼びかけ 

□出火防止及び初期消火の呼びかけ 

□市ホームページ 

□ＣＡＴＶ放送 

□電話ＦＡＸ、ＬＡＮ

（当該施設へ） 

□Ｌアラート（災害情

報共有システム）の

活用 

□道路、橋梁通行止区間に関する情報 

□緊急車両通行確保のためのマイカー利用禁止措置への協力要請 

□市の活動体制及び応急対策実施状況に関すること 

（□本部の設置（現地本部の設置） 

（□避難所、救護所の設置 

（□本部における災害時総合相談窓口の設置 

（□県・国・自衛隊・緊急消防援助隊等関係機関の応援支援活動状況 

（□協力団体・広域的支援団体の活動状況 

（□救援対策及び応急復旧対策実施に関するめやす 

（□市の行う救援救助活動への協力の呼びかけ 

□安心情報に関すること 

（□「………地区は被害なし」 

（□「………小学校児童は全員無事に………へ避難」 

（□その他被害のない事実又は被害軽微な事実を内容とする情報 

□「災害用伝言ダイヤル（１７１）」及び「災害用伝言板（ｗｅｂ１７

１）」など利用の呼びかけ 

□建物被害、地震活動の継続による被害、土砂災害、雪崩被害、道路被

害、延焼火災その他二次災害防止のために必要な範囲における市内被

害状況の概要 

□大規模地震発生後２日目以降毎日（その他の場合必要に応じて「随

時」）「広報やぶ被災者支援情報」発行体制をとること及びそれ以外

の出所不明の情報に左右されないよう注意すべきことの呼びかけ 

（上記に加え） 

□各地域局との連携に

よる巡回広報・掲示 

□隣接市町への広報依

頼 

□テレビ・ラジオ及び

新聞への広報協力依

頼 



第２編 第１部 第７章 災害時広報活動計画 

 応復－262 

２ 被害の状況が静穏化した段階～本部閉鎖まで 

おもな広報事項 広報手段 

□救援対策及び応急復旧対策実施状況に関すること 

（□本部災害時総合相談・安否情報提供窓口における業務内容 

（□救護所における医療サービス、保健サービス、こころのケア対策等

業務内容に関すること 

（□福祉避難所における業務内容及びその他要配慮者優先ルールへの理

解協力の要請 

（□応急給水の実施状況（給水拠点の位置、給水実施予定等） 

（□応急給食・その他の救援活動の実施状況 

（□感染症対策活動の実施状況 

（□被災建物・宅地応急危険度判定、被災建物の応急修理、仮設住宅等

の提供その他災害時住宅対策に関すること 

（□災害応急資金融資その他生活再建促進のための支援措置に関すること 

（□義援金の配分計画に関すること 

（□罹災証明書発行申し込みの受付に関すること 

□生活関連情報 

（□水道の復旧状況（見込み）、水質についての注意等 

（□電気、電話、下水道施設の復旧状況（見込み） 

（□農協、スーパー、給油スタンド等における食料品、生活必需品、燃料

の供給状況 

（□ごみ・し尿・災害廃棄物の収集計画及び分別の徹底等協力要請 

（□食中毒防止、その他保健衛生上の注意事項 

（□無料公衆電話の設置場所、台数等状況 

（□道路交通の規制状況及び復旧状況（見込み） 

（□ＪＲ西日本、路線バス等公共交通機関の復旧、運行状況 

（□代替公共交通手段の提供に関する情報（必要な場合） 

（□病院等医療機関の再開状況 

□安心情報に関すること 

（□「………地区は被害なし」 

（□「………小学校児童は全員無事に………へ避難」 

（□その他被害のない事実又は被害軽微な事実を内容とする情報 

□「災害用伝言ダイヤル（１７１）」及び「災害用伝言板（ｗｅｂ１７

１）」など利用の呼びかけ 

□建物被害、地震活動の継続による被害、土砂災害、雪崩被害、道路被

害、延焼火災その他二次災害防止のために必要な範囲における市内被

害状況の概要 

（□道路、橋梁通行止区間及び迂回路に関する情報 

（□市の行う救援救助活動への協力の呼びかけ 

□大規模地震発生後２日目以降毎日（その他の場合必要に応じて「随

時」）「広報やぶ被災者支援情報」発行体制をとること及びそれ以外

の出所不明の情報に左右されないよう注意すべきことの呼びかけ 

□市ホームページ 

□ＣＡＴＶ放送 

□電話ＦＡＸ、ＬＡＮ

（当該施設へ） 

□Ｌアラート（災害情

報共有システム）の

活用 

□掲示・ちらし配布 

□「広報やぶ被災者支

援情報」 

□総合相談窓口におけ

る各部対応 

□テレビ・ラジオ及び

新聞への広報協力依

頼 

 

 

第４節 市による災害時広聴活動の実施 

 市民生活部は、被災者のニーズを把握するため、関係各部、関係機関と連携し、各種アンケート調

査の実施等災害時広聴活動を適宜実施する。 
 

第５節 防災関係機関との相互協力 

 災害の広報に当たっては、県を通じて防災関係機関の情報の収集に努めるとともに、必要があると

きは、直接本部長より他の防災関係機関に対し情報の提供を求め、相互に資料の交換を行う。 
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第６節 報道機関への発表・協力の要請 

第１ 市の発表 

区分 あらまし 
担 
当 記者会見 発表は原則として、本部長が共同会見方式で行う。 

庶務 危機管理室本部情報班（災害対策本部設置前：危機管理室情報課） 
手順その他 □専任の報道機関対応担当職員を複数名指名する。 

（繁忙時においても他の業務要員は応対しない。） 
□特設の臨時記者詰め所及び共同記者会見所を開設する。 
□広報資料掲示板を設置し随時資料を更新・掲示する。 
（本部要員及び各報道機関が同じ情報を得られるよう努める。） 
□情報の照会に対しては、把握している限りで回答し、未確認情報については率

直にその旨伝える。また、不明な詳細事項に関する照会に対しては、個別に調

査・回答せず、後刻一括発表する旨を伝え、質問項目を記録する。 
（報道対応に追われ、本部としての応急対策、災害復旧対策の実施がおろそかに

ならないよう留意する。） 
□配付資料は、必ず「○月○日○時現在」とする。 
□記者発表資料は、同時に同じものを但馬県民局総務企画室（県本部設置後：県

但馬地方本部事務局）に報告・送付する。 
 

第２ 南但消防本部の発表 

 南但消防本部の行う警戒防御に関する発表は、南但消防本部の定めるところにより行う。 
 

第３ ラジオ、テレビ局に対する応援広報の要請 

 ラジオ、及びＣＡＴＶ以外のテレビ局に対する応援広報の要請は、県地域防災計画の定めるところ

により行う。 
なお、市は、高齢者等避難、避難指示、緊急安全確保を発令したときは、原則として放送事業者及

び県へ速やかに伝達する。  
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第７節 市民向け緊急声明の発表 

第１ 市民向け緊急声明を発表する時 

市域に大規模な地震（震度６弱以上をめやすとする。）が発生した場合、若しくは以下に掲げる要

件の１つ以上に該当する場合、本部長（市長）は、地震発生後２時間以内及び該当要件の基準時間か

ら２時間以内を目途として、ＣＡＴＶ及びＮＨＫ等放送において市民向け緊急市長声明を発表する。

また、あわせて各部長に対して必要な受け入れ措置を講ずるよう指示する。 

なお、「市民向け緊急声明」の発表に当たっては、可能な限り本部長自ら直接市民に対して呼びか

けを行い、健在であることを示す。 

１ 地震発生後３時間における職員参集率が 30％未満の場合 

２  地震発生後６時間における職員参集率が 50％未満の場合 

３  地震発生後 12時間における職員参集率が 70％未満の場合 

 

第２ 市民向け緊急声明における要請内容 

「市民向け緊急声明」における主な要請内容は、被災の状況によりその都度本部長（市長）が決め

るが、概ね以下のとおりとする。 

対象 主な要請内容 

市民 □各部が行う対策活動への協力 

□避難所及び被災地区におけるボランティア活動への参加 

※ 市民であって、国・県・他市町に所属する職員については、所属先に特に支障

がない限り、本市に対する応援派遣要員として、本部業務に協力するよう県を通

じて所属機関に対し口頭で要請する。後日必要な手続を行う。 

協定事業所等 □飲料水・食品・日用品等の被災者への提供 

□医薬品・医療用資器材等の病院・救護所への提供 

□各部への資器材・物資・燃料及び技術者その他活動要員の提供 

その他 □市議会議員に対する全員協議会の招集要請 

※「市民向け緊急声明」における要請措置に関する承認・協力を得るとともに、

その他必要な措置について意見を求める。  
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（参考） ［例文］ 市民向け緊急声明における広報文 

   
   □ 養父市民の皆さん。市長の○○○○です。 

ただ今、市域に大規模な地震が発生しました。 
私は、直ちに本庁舎にかけつけ災害対策本部を設置し、本部長として、参集した職員を指

揮し、被害を最小限に抑えるための応急対策の実施、被災した市民の皆様の救援対策の実施

にあたらせております。 
また、県、国等に対し市内の被害状況を報告し、県・国及び自衛隊・緊急消防援助隊等に

よる救援要員の速やかな派遣を要請いたしました。 
私ども市庁舎、職員も少なからず被害を受けており、また、道路等の損壊、交通渋滞の発

生等により、皆様の元に救援隊がかけつけるまでに１～２日程度の遅れを来たす地域もある

かもしれません。しかし、市、県、国は、関係機関、地域の団体・事業所の協力を受けて、

全力をあげ応急対策の実施、被災した市民の皆様の救援対策の実施にあたっております。 
救援隊が到着するまでの間、何よりも皆さんがお互いに助け合い、落ちついて行動するこ

とが大切です。地震による被害そのものは、決して克服できないものではありません。 
市民の皆さん！ 
市が設置する各部、各機関が行う対策活動に対し、全幅の信頼を置かれますようお願いい

たします。 
また、被害が幸いに軽微であった市民の皆様は、ボランティア活動等に積極的に参加され

ますよう心よりお願いいたします。 
協定事業所の皆さん！ 
市より連絡をさしあげておりますが、連絡がつかない場合もあろうかと思います。飲料

水・食品・日用品等の被災者への提供、医薬品・医療用資機材等の病院・救護所への提供、

本庁、養父地域局庁舎、各地域局、出先事務所等へ資器材・物資・燃料及び技術者その他活

動要員の提供について、速やかに実施されますようお願いいたします。   

（      市長コメント     ） 
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第８章 災害救助法の適用要請 

第１節 計画の方針 

第１ とりまとめ責任担当部 

危機管理室 
 

第２ 災害救助法の適用要請に関する基本指針 

１ 大規模な地震が発生し、明らかに被害の程度が一定の基準を越えると推定される場合は、被害

の「大」であることをもって、躊躇なく災害救助法の適用を知事に要請し（但馬県民局経由）、

法に基づく救助の実施の決定を求める。災害救助法の適用を受けるための基準は、別に示すとお

り全・半壊住宅数によることとなっている。しかし、被害が甚大であればあるほど被害状況に関

する報告は滞りがちであり、全半壊住宅の「数」の把握に時間をとり救助の要請が遅れるような

ことがあってはならない。 
２ 市庁舎自体が壊滅的な被害を受けるなどにより、市長がその職権を行使できない状態にある場

合は、速やかに知事にその旨を通報し、知事による職権の行使を求める。 
３ 各部は、その所掌する救助活動の実施状況について、初期活動から救助活動が完了するまでの

間毎日記録、整理し、危機管理室（本部情報班）を通じて、市長（本部長）に報告する。 
４ 災害救助法適用以外の災害については、災害対策基本法第５条に基づき市長（本部長）が災害

救助法に準じて、応急措置を実施する。 
 

第２節 災害救助法の適用要請要領 

第１ 災害救助法の適用手続 

１ 災害救助法の適用要請 

災害に際し、市域内の災害が災害救助法（以下「救助法」という。）の適用基準のいずれかに該

当し、又は該当する見込みであるときは、本部長、副本部長（副市長若しくはその他の副本部長）

又は先着上位責任者は、直ちにその旨但馬県民局を通じて知事に報告し救助法適用を要請する。 
 

２ 適用要請の特例 

災害の事態が急迫して、知事による救助の実施の決定を待つことができない場合には、市長は救

助法の規定による救助に着手し、その状況を直ちに知事に報告しその後の処置に関して知事の指揮

を受けなければならない。 
 

第２ 救助法の適用基準 

 救助法の適用基準は、救助法施行令第１条第１項の規定による。養父市に適用される具体的な基準

は、次のいずれかの場合である。 
区分 人  口 

 
令和２年 
国勢調査 

１号適用 
 

（市内の住家 
滅失世帯数） 

２号適用 
 

（県内の住家滅
失世帯数2,500世
帯以上の時） 

３号適用 ４号適用 
 

  （県知事が必要 
と認めたとき） 

養父市 22,129人 50世帯以上 25世帯以上 
※１ 

※２ 

※３ 

 

※１  県下の被害世帯数が 12,000 世帯以上あり、かつ養父市内の被害世帯数が多数であるとき 
※２  災害が隔絶した地域に発生したものである等災害にかかった者の救護を著しく困難とする特別

の事情がある場合で、かつ多数の世帯の住家が滅失したとき 
※３  多数の者が生命又は身体に危害を受け又は受けるおそれが生じた場合であって、避難して継続

的に救助を必要とするとき、あるいは被災者に対する食品若しくは生活必需品の給与等について
特殊の補給方法を必要とし、又は被災者の救出について特殊の技術を必要とするとき 
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第３ 救助法による救助の実施 

１ 応急救助の実施 

(1) 避難所及び応急仮設住宅の供与 

(2) 炊出しその他による食品の給与及び飲料水の供給 

(3) 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与 

(4) 医療及び助産 

(5) 被災者の救出 

(6) 被災した住宅の応急修理 

(7) 生業に必要な資金、器具又は資料の給与若しくは貸与 

(8) 学用品の給与 

(9) 埋葬 

(10) 死体の捜索及び処理 

(11) 災害によって住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で、日常生活に著しい支障を及ぼし

ているものの除去 

救助法に基づく救助事務の実施内容は、上記のとおりであり、知事が行う。 
ただし、災害が大規模になり、下記の事項に該当するときは、知事が救助の事務の内容及び期間

を市長に通知することにより、市長が救助を実施する。 
なお、災害が突発し、県の通知等を待ついとまがない場合は、緊急を要する救助事務につき実施

することができる。 
□市長が当該事務を行うことにより救助の迅速、的確化が図られること。 
□緊急を要する救助の実施に関する事務（避難所の供与、炊出しその他による食品及び飲料水の

供給の給与、被災者の救出等）及び県においては困難な救助の実施に関する事務（学用品の給

与等）であること。 
 

２ 情報提供及び救助実施状況の報告 

救助法に基づく「情報提供」には、災害発生の時間的経過に伴い「発生情報」、「中間情報」、

「決定情報」の３段階があり、そのつど知事に情報提供する必要がある。 
また、各救助種目の救助実施状況を初期活動から救助活動が完了するまでの間、日ごとに記録、

整理し知事に提出する必要がある。 
 

３ 救助の程度、方法及び期間 

救助は、現物によって行うことが原則であるが、知事が必要と認めた場合は、救助を必要とする

者に対し、金銭を給付することができる。救助の程度、方法及び期間については、内閣総理大臣通

知に基づき知事が定めることとなっている。 
※ 資料５－７－１ 災害救助法による救助の程度、方法及び期間等  
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第９章 応急資機材等の確保計画 

第１節 計画の方針 

第１ とりまとめ責任担当部 

経営企画部 
 

第２ 応急資機材等調達の基本指針 

１ 各部が必要とする応急資機材等は、原則として各部が調達する。ただし、非常災害時の供給対象

優先順位に基づき、経営企画部が総合的に調整できる。また、防災関係機関から要請があったとき

は、可能な限り協力する。これにより、資機材不足による対応の遅れ・不要不急資機材調達の未然

防止を期する。 
２ 一括調達することが望ましい品目は、広域的な調達時においては経営企画部が、また、地区内調

達時においては各地域局地域支援班が一括確保する。これにより、全体調達量及び調達業務の最適

化を期する。 
３ 各地域局において不足する応急資機材等の調達・供給は、経営企画部が行う。 
４ 業者委託して大きな支障がない調達物資・機材等については、可能な限り当該業務に精通する各

業者に調達から供給までの全業務を委託し、一元的に行うことで、調達業務そのものの円滑化と市

本部としての業務量の軽減化を図る。 
 

第３ 供給対象優先順位 

第１順位 □被災者の救出、緊急避難のための資機材 
□医療・助産活動における資機材 

第２順位 □要配慮者救援対策実施に必要な資機材 
□物的被害軽減のために緊急を要する対策実施に必要な資機材 

第３順位 □対策実施上の重要な拠点となる公共公益施設の応急復旧のために必要な資機材 
□その他公共公益施設の応急復旧のために必要な資機材 

 

第２節 応急資機材等確保体制及び要領 

第１ 一括調達・総合調整手順 

区分 手順のめやす 

要 

調 

整 

想 

定 

品 

目 

重機類、発電機、土の

う、バリケード等 

□各部に対し要調整品目リストの提出指示 

□要調整品目リストの作成、経営企画部（又は地域支援班）への提

出 

□経営企画部（又は地域支援班）による調整指示 

通信手段（電話、携帯電

話等） 

□各部に対し電話、携帯電話使用状況報告の指示 

□各部・地域局所管電話等使用状況一覧の作成、経営企画部への提

出 

□必要に応じて、ＮＴＴドコモ等より携帯電話調達 

□経営企画部（又は地域支援班）による調整指示 

一 

括 

調 

達 

品 

目 

燃料（車両用、暖房用） 

 

□協力業者・団体等へ供給体制準備要請及び協議 

□協議結果に基づく燃料供給拠点配置計画の作成 

□各部に対し燃料（車両用）供給拠点の指定等指示 

□協力業者・団体等へ燃料（暖房用）供給先の指定等要請 

テント、防水シート、作

業用装備品類（長靴、雨

合羽、防塵マスク、防塵

めがね等）、事務用品等 

□協力業者・団体等へ調達準備要請 

□各部に対し必要品目・数量リストの提出指示 

□協力業者・団体等へ調達協力要請（供給先の指定等） 

事務用品・本部要員用食

糧等 

□協力業者・団体等への調達準備要請 

□各部に対し必要品目・数量リスト、必要員数の提出指示 

□経営企画部（又は地域支援班）による調達協力要請（供給先の指

定） 
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第２ 調達業務の業者委託 

１ 調達業務の業者委託に関する基本指針 

(1) 大規模な地震が発生し、明らかに被害の程度が一定の基準を越えると推定される場合は、行政

サービス業務の遂行上大きな支障がない限り業者委託する。 

(2) 業者の選定に当たっては、調達品目に関するノウハウ・設備・機材及び要員を有するととも

に、全国的な事業所ネットワークを有する業者若しくは同等の機能を発揮することが期待できる

業者を危機管理室があらかじめ把握しておく。 

 

２ 調達品目の例示 

  行政サービス業務の遂行上の大きな支障の有無を判断するために、現行制度下において、業者委

託になじむと思われる品目を以下に例示する。 
(1) 救護所において必要な医薬品・医療資機材 

(2) 各対策活動拠点において必要な車両用燃料、応急修理部品等 

(3) 避難所における炊出しに必要な食材・燃料等 

※ 資料３－２－２ 市備蓄の現況 
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第 10 章 輸送計画 

第１節 計画の方針 

第１ とりまとめ責任担当部 

経営企画部 
 

第２ 緊急輸送の基本指針 

１ 地震発生後 24 時間程度の間は道路交通の機能が十分に回復しないことが想定されるため、人命

救助の観点から最優先で輸送すべき救急救助要員及びその活動に必要な資材については、道路輸送

のほか、ヘリコプター、ボート等車両以外のあらゆる輸送手段を確保する。また、消防用車両や救

助に用いられる重機などについては、最優先で道路交通によって輸送する。 

２ 各部・各地域局所管車両は、原則として該当各部の活動に使用する。ただし、非常災害時の輸送

対象優先順位に基づき、経営企画部又は地域支援班が総合的に調整できる。また、防災関係機関か

ら要請があったときは、待機車両の活用等により可能な限り協力する。これにより、車両不足によ

る対応の遅れ・遊休車両の発生の未然防止を期する。 

３ 民間輸送業者の車両は、広域的な調達時においては経営企画部が、また、地区内調達時において

は地域支援班が一括確保する。また、市保有車両及び協力車両のすべてに必要な燃料の調達を行

う。 

４ 緊急輸送を円滑に行うため、救援物資集配拠点を確保する。また、必要に応じて県の支援（プッ

シュ型支援等）を求めつつ、一般社団法人兵庫県トラック協会をはじめ民間物流事業者と連携し

て、救援物資集配拠点から指定避難所等までの円滑な輸送体制を構築する。 

５ 車両による輸送が困難な場合、又は緊急を要する場合は、ヘリコプター、ボート等車両以外の輸

送手段を確保し行う。これにより事態のいかなる推移・急変に際しても必要かつ十分な輸送実施を

期する。 

６ 各部は物資・資機材、要員の調達に当たっては、可能な限り当該業者・団体に調達から供給まで

の全業務を委託し、市による輸送業務の軽減に努める。なお、県は、一般社団法人兵庫県トラック

協会と締結した「災害時における輸送の協力に関する協定」及び県倉庫協会と締結した「災害時に

おける救援物資の保管等に関する協定」に基づき、その協力を得て輸送手段等の確保を図ることと

なっている。 

 

第３ 輸送対象優先順位 

第１順位 □緊急救命医療を要する重症者の搬送 
□緊急避難を要する被災者の避難支援（搬送） 

第２順位 □人的被害軽減のために緊急を要する対策実施に必要な要員派遣、資機材の輸送 
□物的被害軽減のために緊急を要する対策実施に必要な専門家・資機材の搬輸送 

第３順位 □対策実施上の拠点となる施設の応急復旧のために必要な要員派遣、資機材の輸送 
□救援物資の輸送 

 

第２節 輸送業務実施体制及び要領 

第１ 車両等調達・調整運用手順 

区分 手順のめやす 

市 

有 

車 

両 

その時点で未使用

の車両 

□各部に対し所管車両のうち未使用車両リストの提出指示 

□配車可能車両リストの作成、経営企画部への提出 

□経営企画部（又は地域支援班）による配車指示 

使用中の車両 □各部に対し所管車両の使用内容の報告指示 

□各部・各地域局所管車両使用状況一覧の作成、経営企画部への提出 

□経営企画部（又は地域支援班）による転用配車指示 
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区分 手順のめやす 

調 

達 

車 

両 

等 

車両 

（特にトラック、

４ 輪 駆 動 車 、 バ

ス） 

□協力業者・団体等への調達準備要請 

□事前リストに基づく協力業者・団体等からの調達 

□配車可能車両リストの作成、経営企画部への提出 

□経営企画部（又は地域支援班）による配車指示 

ボート類 □経営企画部による但馬広域防災拠点への貸与要請 

□協力業者・団体等への調達準備要請 

□経営企画部（又は地域支援班）による調達協力要請（供給先の指定） 

ヘリコプター □各部に対しヘリコプター要請の有無の報告指示 

□経営企画部（又は地域支援班）による調達協力要請（出動先の指定） 

（□要請先：県災害対策本部事務局 

ＴＥＬ078-362-9900 ＦＡＸ078-362-9911 

 

第２ 県消防防災ヘリコプター等の支援要請 

１ 支援要請手続き 

  危機管理室（本部事務局本部情報班）は、次の用務に関し県消防防災ヘリコプター、他機関所有

ヘリコプターの支援要請を県災害対策本部事務局へ行う。 
ヘリコプターによる支援要請用務 

(1) 救急活動 

(2) 救助活動 

(3) 火災防御活動 

(4) 災害応急対策活動 

 

２ 要請に際し連絡すべき事項 

 要請に際し連絡すべき事項 
(1) 災害の発生場所、発生時間、内容、原因 

(2) 要請を必要とする理由 

(3) 活動内容、目的地、搬送先 

(4) 現場の状況、受入体制、連絡手段 

(5) 現地の気象条件 

(6) 現場指揮者 

(7) その他必要事項 

 

３ 要請者において措置する事項 

市（本部事務局本部情報班）は、県消防防災ヘリコプター等の支援要請を行った場合は、要請所

管部及び関係地域局に対し、次の事項に関し必要な人員を確保し措置するよう指示する。 
なお、患者の搬送については、健康福祉部（救護病院班）に対し、医師が承認し同乗するよう措

置するとともに、受入先の病院、窓口責任者等について体制の整備を図っておくよう指示する。 

 要請者において措置する事項 
(1) 離発着場の選定 

(2) 離発着場における措置（散水、ヘリポート表示、風向表示、ヘリコプターの誘導） 
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第３ 緊急通行車両の確認 

１ 緊急通行車両の範囲 
  緊急通行車両として確認される車両は、災害対策基本法第 50 条第１項に定める災害応急対策の

実施責任者又はその委任を受けた者が使用する車両で、次に掲げる業務に従事する車両とする。 

緊急通行車両の範囲 
(1) 警報の発令及び伝達並びに避難指示等の発令に関するもの 

(2) 消防、水防その他の応急措置に関するもの 

(3) 被災者の救難、救助その他の保護に関するもの 

(4) 災害時の応急教育に関するもの 

(5) 施設及び設備の応急の復旧に関するもの 

(6) 清掃、防疫その他の保健衛生に関するもの 

(7) 犯罪の予防、交通規制、その他の災害地における秩序維持に関するもの 

(8) 前各号に掲げるもののほか、災害の発生の防御又は拡大の防止のための措置に関するもの 

 

２ 緊急通行車両の事前届出 

  市において使用する車両の確認手続に関しては、経営企画部が南但馬警察署に対し届出をもって

要請する。 
 

第４ 車両以外の輸送手段 

 道路・橋梁等の損壊等により車両による輸送が困難な場合、若しくは、著しく緊急性を要する場合

等には、経営企画部は、被災地域の状況に応じた輸送計画を作成し、以下のとおり車両以外の輸送手

段を確保し行う。 
１ 航空機（ヘリコプター）による輸送   ※県（災害対策局）→自衛隊・他自治体 

２ 鉄道による輸送            ※ＪＲ西日本 

３ 船による輸送             ※円山川漁協、県（災害対策局）→県協定業者 

 

第３節 救援物資集配拠点・臨時ヘリポートの確保 

第１ 救援物資集配拠点の確保 

 経営企画部は、大規模な災害発生によりその必要があると認めたときは、広域的な救援物資集配拠

点として次の施設管理者にその旨を連絡し、協力を要請する。また、各地域局を通じて、商工会等関

係団体に対し、開設・管理協力のためのボランティア要員の提供・呼びかけ協力等を要請する。 
□道の駅ようか但馬蔵、八鹿総合体育館 
 

第２ 臨時ヘリポートの開設 

１ 開設のめやす 

道路・橋梁の損壊、交通渋滞の発生等によりヘリコプターによる輸送が必要と認める場合、臨時

ヘリポート開設予定地及び物資投下可能地点について、被害状況等の把握並びに開設・運営のため

に必要な措置を講ずる。 
 

２ 開設の方法及び県への通知 

臨時ヘリポート予定地について、被害状況を把握し開設に必要な措置を完了したときは、直ちに

県（但馬県民局、災害対策局）にそれぞれ開設の有無を報告する。 
なお、臨時ヘリポート開設の方法は、県地域防災計画の定めるところによる。  

※ 資料５－２ ヘリコプター臨時離着陸場適地一覧 
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第 11 章 災害ボランティア受入計画 

第１節 計画の方針 

第１ とりまとめ責任担当部 

健康福祉部（担当：一般ボランティア）・危機管理室（担当：専門ボランティア） 
 

第２ 災害時ボランティア受入れの基本指針 

１ 寄せられるボランティア申し出はすべて受け入れることを基本とし、必要な体制を確立する。 

２ ボランティアの「自発性」原則、「サービスの公平さより供給スピード最優先」原則を尊重し、

受け入れの中心的な業務の担い手は、市社会福祉協議会等民間団体若しくは応援にかけつけたボラ

ンティア自身とする。 

３ 被災地域におけるボランティアニーズをみながら、社会福祉協議会、日本赤十字社、地元や外部

から被災地入りしている ＮＰＯ・ＮＧＯ等のボランティア団体及びＮＰＯ等との連携を図るとと

もに、中間支援組織（ＮＰＯ・ボランティア等の活動支援や活動調整を行う組織）を含めた連携体

制の構築を図り、支援活動の全体像を把握するための情報共有の場を設置するなどし、連携のとれ

た支援活動を展開するよう努める。 

４ 健康福祉部は、専任の連絡担当員を定め、ボランティア活動実施上必要となる拠点設置スペ－

ス、設備、資機材等の提供その他のバックアップに最善を尽くす。 

５ 県・国等を通じての専門ボランティア派遣、又はあらかじめ協定する団体・事業所から出動する

専門ボランティアの受入れについては、各担当部が行い、危機管理室がとりまとめを行う。 

 

第２節 専門ボランティアの受入れ 

以下の分野に関しては、各部が県及び登録又は協定団体を通じて、専門ボランティアの受入れ、調

整を行う。 
１ 発生初期における消火活動支援（コンクリートミキサー車による水利補給等） 

２ 建物倒壊、土砂崩れ等による生き埋め者の救出活動支援（重機類等による） 

３ 負傷者の応急手当及び救護所等における医療救護活動等支援（医師、看護師、歯科医師、歯科

衛生士、歯科技工士、薬剤師、理学療法士、作業療法士、柔道整復士等による） 

４ 災害時における広報広聴活動支援（広報資料編集、外国語通訳、手話通訳等による） 

５ 災害時における情報収集活動支援（アマチュア無線、タクシー無線等による） 

６ 被災建築物応急危険度判定調査支援（建築士等による） 

７ 被災宅地危険度判定調査支援（砂防ボランティア等による） 

８ 家屋被害調査支援（家屋被害認定士等による） 

９ 避難所等における健康管理活動支援（保健師等による） 

10 ボランティアのコーディネート 

11 輸送業務 

12 災害総合相談窓口での活動支援（法律相談、税務相談、家計再建相談等） 

13 その他各部が行う災害応急対策業務への協力 
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第３節 一般ボランティアの受付及びコーディネート 

第１ 市における一般ボランティア受入体制確立の手順 

項目 手順その他必要事項 
市社会福祉協議会への協力要請 □一般ボランティア受入体制確立の要請 

□市内被害状況に関する情報（地区別）提供 
□市本部体制の現況に関する情報の提供 

関係各部への指示 □各地域局へ被災地住民・自治会の受入れ意向の把握等一般ボラ

ンティア受入れに関する支援体制確保の指示 
□経営企画部へ一般ボランティア受入れに関する広報活動実施要

請 
□経営企画部、教育部へ場所・資機材・設備等の提供支援要請 
□関係各部へその他の協力支援要請 

報道機関対応 □テレビ・ラジオ等への一般ボランティア受入れに関する情報資

料提供 
□周辺市町報道機関各支局への一般ボランティア受入れに関する

情報資料提供 
ボランティア支援チームの編成 □市社会福祉協議会との連絡調整 

□市各部、防災関係機関との連絡調整 
□市内外からの問合わせ対応 

 

第２ 市社会福祉協議会の役割 

市社会福祉協議会は、市から一般ボランティア受入体制確立の要請があったときは、災害の状況に

応じて最も相応しい施設を選定し、養父市ボランティアセンター本部を設置するとともに、市内外か

らのボランティア団体等の協力を得て、一般ボランティアの受入れに関する総合調整業務を行う。ま

た、社会福祉協議会各支部に対し、各庁舎内に提供されたスペ－ス、資機材、設備等を活用し養父市

ボランティアセンター地区支部を設置するとともに、地区内における一般ボランティアの受入れに関

する調整業務を行うよう連絡する。 
なお、県が市内又は周辺市に災害ボランティアセンター現地本部を設置したときは、これと密接な

連携のもと活動する。 
 

第３ 災害ボランティアの受入れ・派遣に当たって留意すべき事項 

市社会福祉協議会及び市（関係各部）は、災害ボランティアの受入れ・派遣に当たっては、特に、

次の事項を順守するよう努めることとする。  
１ 被災地の住民・自治会のボランティア受入れについての意向に配慮すること。 
２ ボランティアに対し、活動内容、現地の状況、ボランティア保険の加入など最低限の予備知

識を持った上で、救援活動に参加するよう周知すること。 
３ ボランティアの身分が被災地住民にわかるようにすること。 
４ ボランティアに対し、被災地住民に負担をかけずに活動できる体制を整えて、救援活動に参

加するよう周知すること。 
５ ボランティアニーズは、時間の経過とともに変化するので、それに合わせて、ボランティア

の希望や技能を把握し、活動のオリエンテーションをした上で派遣するよう努めること。 
６ ボランティア、特にボランティア・コーディネーターに対して、レスパイトケア（一時的に

現地を離れて休息をとる。）の期間を持つよう配慮すること。 
７ 被災地と後方支援との役割分担やネットワークを図るため、両者のネットワークのための会

議を開催すること。 
８ 市は、災害ボランティアと自主防災組織等地域住民との連携や円滑な関係づくりに努めること。 
９ 感染症の拡大が懸念される状況下では、感染予防措置を徹底すること。 
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第12章 災害義援金品受付計画 

第１節 計画の方針 

第１ とりまとめ責任担当部 

危機管理室・健康福祉部 
 

第２ 災害義援金品受付の基本指針 

１ 被災者救援、都市機能の早期復旧及び２次災害防止並びに災害復興と被災地の回復を適切に行う

ため、災害義援金・義援品（物資）の受け入れ体制を迅速に確立する。 

２ 大規模地震災害時においては、原則として、国・県において仕分けられた義援品、メーカー等業

者・団体から寄せられた大口救援物資についてのみ受付、保管業務を行うものとし、原則として、

一般個人を対象とした義援品の募集は行わない。 

 

第３ 役割分担 

主な任務 担当部（班） 
義援金の募集、受付、保管 健康福祉部（避難所運営支援班） 
義援金の配分 健康福祉部（避難所運営支援班） 
義援品（救援物資）の受付、保管 健康福祉部（避難所運営支援班） 
 

第２節 義援金の受付・保管 

第１ 受付 

 市に届けられる義援金は、直接市に寄せられるもののほか、県災害対策本部、日赤兵庫県支部、兵

庫県共同募金会等関係機関・団体を経由して市に寄託されるが、義援金の受入れは、市に直接寄託さ

れた分の受付も含め、健康福祉部（避難所運営支援班）が担当する。 
 なお、義援金の受付に際しては、受付記録を作成し以下に定める保管の手続を行うとともに、寄託

者に受領書を発行する。 
 

第２ 保管 

 義援金については、被災者に配分するまでの間、会計管理者名義の普通口座（当該災害に関する義

援金受付専用口座）をつくり、市指定金融機関に保管する。管理に際しては、受け払い簿を作成しな

ければならない。 
 なお、県に義援金募集（配分）委員会（以下「委員会」という。）が設置された場合は、委員会に

逐次受付状況を報告するとともに送金する。ただし、寄託者が配分先や使途を指定した場合は、市の

責任において処理する。 
 

第３ 配分 

※ 第４部第４章第５節「義援金配分計画」による。  
第３節 義援品の受付・保管・配分 

 原則として、一般個人を対象とした義援品の募集は行わない。 
 ただし、国・県において仕分けされた義援品、メーカー等事業者・団体から寄せられた災害救援物

資については、健康福祉部（避難所運営支援班）が受付、保管業務を行う。 
なお、義援品の配分は、第４部第４章第４節「生活必需品等供給計画」による。 

※ 資料６－６ 義援金受付のための様式 
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第２部 二次災害防止及び人的危険回避に関する対応計画 

第１章 地震時における火災対策 

第１節 計画の方針 

第１ とりまとめ責任担当部 

危機管理室（市各部の消防活動支援等のとりまとめ） 
 

第２ 地震発生時の火災対策の基本指針 

１ 市街地大火が発生した場合、若しくは地震発生直後においては、消防団部以外の各部、各機関

は、南但消防本部の要請を最優先し市長（本部長）の指揮のもと大火阻止を第一に対処する。 
２ 道路・橋梁の交通支障・損壊等により消防力の二次運用が困難な場合、消防職員の参集数が火災

発生状況に対して劣勢である場合、又は増強部隊の出動を要する炎上火災件数が２つ以上ある場

合、その他市の有する消防力によっては延焼火災阻止が困難であると判断される場合は、近隣消防

機関の応援出動要請、緊急消防援助隊その他消防広域応援出動の要請を迅速に行う。 
３ 緊急消防援助隊の知事への応援要請は、県緊急消防援助隊受援計画及び南但消防本部消防広域応

援受援計画により別に定める。 
４ 地震発生後相当時間内に関しては、各部・各機関は、その全組織機能を駆使して、避難の安全確

保と、倒壊建物、土砂崩れ等において生き埋めになった市民等の救出活動支援を行う。 
５ その他の場合における南但消防本部の活動は、南但消防本部警防規程による。また、消防団の活

動は、養父市消防団規則による。この場合、消防団は、本庁舎内に消防団本部を設置し行動する。 
 

第３ 大規模地震発生時における消防水利の確保 

区 
分 

消防水利種別 備考 

第 
１ 
位 

□水道消火栓 □自然流下地域、谷状の低地にある直径 250mm 以
上の管敷設の消火栓は使える可能性が高い。 

□その他まち整備部の協力による。 

第 
２ 
位 

□河川・ため池等の自然水利 
□防火水槽・貯水槽・プール・ビル受水槽等 

 

第 
３ 
位 

□コンクリートミキサー車等による給水運搬
協力 

□まち整備部給水タンク車等による充水措置 

 

 

第４ 応援協定等に基づく応援要請 

 火災が拡大・延焼し、運用可能な消防力で対応が困難と判断したときは、県広域消防相互応援協定

その他に基づき他消防機関の応援消防隊の派遣を要請する。この場合の応援消防隊の受入れについて

は、概ね以下のとおりとする。 
 

１ 緊急消防援助隊等集結等場所への要員の配置 

つるぎが丘公園、Ｙタウン駐車場及び道の駅ようか但馬蔵に消防署員又は消防団員を連絡要員と

して配置し、応援隊の投入重点地区の指定その他必要な連絡業務を行う。 
 

２ 消防水利に関する資料の配布 

派遣された他市町の応援消防隊に対しては、消火栓・防火水槽及び河川等の自然水利の配置を示

した図面資料を配布する。 
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３ 添乗署員等の配備 

派遣された他市町の応援消防隊の現地への出動に当たっては、消防署員若しくは消防団員を添乗

させる。 
 

第５ 指揮本部の設置 

南但消防本部は、緊急消防援助隊の応援等が決定した場合は、被災地での緊急消防援助隊の迅速か

つ的確な活動等に資するため、指揮本部を設置する。 
 

１ 指揮本部の構成員 

指揮本部の構成員は、南但消防本部消防広域応援受援計画の定めによるものとする。 
 

２ 指揮本部の任務 

指揮本部は、次に掲げる事務をつかさどる。 
なお、指揮本部は、市が行う災害対策及び自衛隊、警察、ＤＭＡＴ等関係機関との活動調整を図

るため、市本部と緊密に連携を図るものとし、市本部に職員を派遣する。 
ア 被害情報の収集に関すること 
イ 被害状況並びに被災地消防本部及び消防団の活動に係る記録に関すること 
ウ 緊急消防援助隊の受援体制の確立及び受援活動の実施に関すること 
エ その他緊急消防援助隊の受援に必要な事項に関すること 

 

３ その他 

その他緊急消防援助隊運用要綱及び南但消防本部消防広域応援受援計画による。 
 

第２節 南但消防本部及び消防団の活動 

第１ 震度６強以上の地震発生直後の緊急措置 

１ 消防指揮本部の設置 

震度６強以上の地震が発生した場合、南但消防本部に震災対策本部を設置し、火災の発生状況、

道路の損壊状況その他消防活動上必要な情報収集、他部・関係機関との連絡・調整を行い、初期消

火及び延焼防止のための活動の統括を行う。 
なお、市消防団は、本庁舎内に消防団本部、各地域局に地区方面隊本部を設置し、消防本部の指

揮のもと活動する。 
 

２ 発震時の初動措置 

消防本部消防課 署・所・地区消防団 
□指令電話回線の試験 
□無線局の試験 
□消防電話回線の試験 
□県防災行政無線電話・ＦＡＸ（地上系、衛

星系）の試験 
□総務部・県等関係機関との連絡 
□情報の収集と連絡 
□電源の確保 
□その他必要事項 

□署・所・分団周辺の情報収集 
□全車両の署・所前移動及び点検整備 
□全無線局の開局 
□地区内の自衛消防隊・区・自主防災組織との連絡

（地区消防団） 
□本部への増強部隊の要請 
□道路調査及び水利等の被害調査 
□火気点検処理 
□警防資機材の増強 
□電源の確保 
□その他必要事項 
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３ 防災関係機関等との連携 

市は、南但消防本部と連携し、ガス漏れや通電再開による出火並びに放火を防止するとともに、

迅速かつ円滑な消防活動支援を受けるため、部内に連絡担当班を設け、ＬＰガス・電気・電話の各

機関並びに警察署等との連携・協力に万全を図る。  
第２ 震度６強以上の地震時消防活動の基本指針 

１ 避難地、避難路の確保最優先の原則（延焼火災が多発し拡大した場合は、人命の安全を優先した

避難地、避難路確保の活動を行う。） 
２ 重要地域優先の原則（同時に複数の延焼を覚知した場合は、重要かつ危険度の高い地域を優先に

消火活動を行う。） 
３ 市街地火災消火活動優先の原則（大工場、危険物貯蔵施設等から出火し、多数の消防隊を必要と

する場合は、市街地に面する部分及び市街地の延焼火災の消火活動を優先する。） 
 

第３ 消防団の活動 

南但消防本部に震災対策本部が設置された場合における消防団の活動は次のとおり行う。 
なお、その他必要な事項については、消防団規則による。 

 

１ 出火の防止 

火災が発生するおそれがある場合は、付近の住民に対し出火防止及び飛び火の警戒を呼びかける。 
 

２ 情報の収集 

各地区方面隊本部は、道路障害の状況、救助隊の出動を要する救助事象の有無等地区内の情報収

集にあたり、収集した情報を消防団本部に報告する。消防団本部は、直ちに震災対策本部に連絡す

る。 
また、その他必要な情報の収集・報告を随時行うとともに、団員に対し震災対策本部、養父消防

署あるいは消防団本部からの指示の伝達を行う。 
 

３ 火災警報の伝達及び周知 

火災警報の発令を受けたとき、各地区方面隊本部長は、消防団施設にこれを標示した旗等を掲げ

るとともに、消防車両による巡回、各戸訪問等により住民に周知するよう各分団長に指示する指示

する。 
 

４ 消火活動 

各地区方面隊本部長は、地区内で出火があった場合は、各消防分団を指揮し住民と協力して初期

消火に全力をあげる。初期消火に失敗した場合は、住民の安全及び避難路の確保を優先した消火活

動を行う。 
 

５ 救助・救急 

各地区方面隊本部長は、各消防分団を指揮し要救助者の救助救出と負傷者に対する応急救護及び

安全な場所への搬送を行う。 
 

６ 避難誘導 

避難指示等が発令された場合は、これを住民に伝達するとともに、関係機関と連絡をとりながら

住民を安全に避難誘導する。 
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第３節 市各部・各機関の活動 

第１ 市各部配備職員の活動（緊急初動体制） 

区分 役割のあらまし 
本部情報班 □緊急初動体制各活動班の編成に関するとりまとめ 

□避難指示等本部長指示の伝達 
□コンクリートミキサー車等民間業者による消防水利支援の要請 
□その他消防団部以外の各部・班の消火活動協力のとりまとめ 
□県・国との連絡調整  

経営企画部、議会事務局

ほか □災害の全体像を把握するための特命調査活動 
□現場活動用資機材調整・調達、代替庁舎の確保に関する協力 
□ガソリン・軽油等燃料、消火活動従事職員の食事・宿舎等の確保 
□消火活動に関する市民向け広報活動の実施 地域局 

健康福祉部、市民生活

部、教育部 □救急医療活動の実施 
□危険地域住民の避難誘導 
□要配慮者の緊急避難の支援及びその他救援 地域局、認定こども園、

保育所ほか 
まち整備部 
産業環境部  □消防車両通行のための道路の確保 

□水道消火栓確保のために必要な措置 
□防火水槽・貯水槽等への充水措置その他消火用水確保のために必要な

協力 
□建物倒壊による生き埋め者の救出に関する協力 
□救出、破壊消防実施のための重機類等の確保 
□庁舎の応急補修、仮設庁舎の建設等に関する協力 
□建設業協会その他協力団体との連絡 地域局  

 

第２ 各機関の活動 

名称 役割のあらまし 
県 □広域航空消防応援（ヘリコプターの動員）の要請 

□自衛隊に対する航空等消火活動支援の要請 
□全国的広域消防応援体制の要請及び受け入れに関する支援 
□ダム用水の提供その他消火用水確保のために必要な支援措置 
□燃料・現場活動用資機材その他物資の調達に関する支援 
□消火活動応援従事職員の宿舎等の確保に関する支援 
□その他市及び南但消防本部が行う消火活動に関する支援 

国 □広域航空消防応援（ヘリコプターの動員）のとりまとめ 
□自衛隊による航空等消火活動支援の調整 
□全国的広域消防応援体制のとりまとめ 
□消防用水・燃料・現場活動用資機材等の調達支援その他市及び南但消

防本部が行う消火活動に関する支援 
ライフライン機関 □被害甚大地域における電気の供給停止、ＬＰガスの安全措置、その他

二次災害防止のために必要な措置 
□電話による非常通信機能の確保 
□その他市及び南但消防本部が行う消火活動に関する支援 

警察署  □救出救助 
□避難誘導 
□その他市及び南但消防本部が行う消火活動との連携 

 

第４節 自衛消防隊・区・自主防災組織及び市民の活動 

第１ 自衛消防隊 

各事業所の自衛消防隊は、所属する地域ごとにあらかじめ定める計画に基づき、以下のとおり、地

震発生直後の初期消火活動及びその他必要な初期応急活動を行う。 
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１ 出火の防止 

地震により火災等の発生が予測された場合は、居住地付近の住民に対し出火防止及び飛び火の警

戒を呼びかける。出火した場合は、消防団・区・自主防災組織及び住民と協力して初期消火にあた

る。 
 

２ 情報の収集 

自衛消防隊ごとに指定される情報収集担当者等により発生初期における火災等の発生状況、道路

障害の状況、救助隊の出動を要する救助事象の有無について消防団若しくは消防署に通報する。 
 

３ 消火活動 

各受持区域内において、消防団、区・自主防災組織及び住民と協力して、初期消火活動を行う。 
 

４ 応援救護 

消防団、区・自主防災組織及び住民と一体となって要救助者の救出を行うとともに、負傷者に対

する応急救護処置を行い、安全な場所への搬送を行う。 
 

５ 避難誘導等 

避難指示等が出された場合は、これを地域内の住民に伝達するとともに、市職員、関係機関と連

絡をとりながら住民の安全避難に協力する。 
 

第２ 区・自主防災組織及び市民 

区・自主防災組織及び市民は、居住する地域ごとにあらかじめ定める計画に基づき、以下のとおり、

地震発生直後の初期消火活動及びその他必要な初期応急活動を行う。 
 

１ 出火の防止 

区・自主防災組織及び市民は、地震発生後直ちに火気の使用停止、タバコの厳禁、ＬＰガスの元

栓閉鎖、その他必要な安全措置など出火の防止のために必要な措置をとるよう呼びかける。火災が

発見された場合は、直ちに初期消火活動を行うとともに、かけつけた消防団員・消防機関等職員の

指示に従い必要な協力を行う。また、倒壊家屋、留守宅等の出火に関する警戒活動を行う。 
 

２ 消火活動 

ポンプ、消火器の使用、バケツリレーその他により各居住区域内において、消防団、自衛消防隊

と協力して、初期消火活動を行う。 
 

３ 応援救護 

消防団、自衛消防隊、警察署、自衛隊及び市職員と連携し要救助者の救出を行うとともに、安全

な場所への搬送に協力する。 
 

４ 避難誘導等 

避難指示等が出された場合は、これを地域内の住民に伝達するとともに、消防団、自衛消防隊、

市職員、警察署その他関係機関と協力し安全地域へ避難誘導する。 
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第２章 地震時における水災対策 

第１節 計画の方針 

第１ とりまとめ責任担当部 

危機管理室、消防団部 
 

第２ 大規模地震発生後における水防活動の基本指針 

１ 発災後の延焼火災の危険が回避された場合は、速やかに河川管理施設・ため池・治山施設等につ

いて被害状況を調査し、緊急避難を要するなど切迫度に応じて必要最小限度の応急措置を講ずる。 
２ 倒壊建物、土砂崩れ、雪崩等からの救出活動が概ね終了すると想定される発災後４日目開始をめ

やすとして、被災した河川管理施設・ため池・治山施設等について応急復旧措置を講ずる。 
３ 河川・ため池等護岸・堤防の復旧工事が完了するまでの間に関しては、各部・各機関はその分掌

するところはもとより直接分掌しない業務に関しても、その全組織機能を駆使して、危険区域にお

ける市民の安全確保、その他水防活動における応援協力活動を積極的かつ迅速に行う。 
４ 洪水、台風等による水害発生が懸念されるとき、これを警戒・防御し被害軽減のために行う水防

活動は、南但消防本部警防規程、南但消防本部風水害対応計画等並びに別に定める養父市水防計画

による。 
５ 河川の破堤等の緊急を要する災害情報については、隣接市町に対して速やかに連絡する。なお、

各河川管理者は、危険箇所について、関係機関への連絡や住民への周知を通じて、警戒避難行動支

援を図ることとなっている。 
 

第２節 震度５強以上の地震発生直後の緊急対応措置のめやす 

第１ 樋門・ため池及び河川管理施設の応急措置 

地震、洪水等により円山川等河川及び内排水路の堤防、護岸、水門その他の河川管理施設並びに樋

門・ため池等農業用施設が被害を受けた場合には、以下のとおり、各施設を所管する機関と協力して、

応急復旧に努めるとともに排水に全力をつくす。 
応急復旧対策のあらまし 

１ 水防活動と並行して、管内の施設、特に工事中の箇所及び危険箇所を重点的に巡視し、被害箇所

については、直ちに県に報告する。また、河道閉塞箇所におけるがれき等除去、堤防・ため池崩壊

法面のクラック等に雨水の浸透による増大を防ぐためのビニールシート張等必要な措置を実施す

る。 
２ 水門等に被害を生じた場合は、必要に応じて、土のう、矢板等により応急的な締切りを行う。ま

た、速やかに県に報告し、移動排水ポンプ車の派遣を求め、これにより内水（河川に排水できずに

はん濫した水）による被害拡大防止のための体制を確保する。 
３ 施設の応急復旧については、大規模なものを除き県の指導のもとにこれを実施する。 
 

第２ 河川堤防及びため池の監視 

施設 手順その他必要な事項 
河川堤防 □地震発生による河川堤防被災の通報があった場合は、そのつど必要と認める河川堤

防に監視員及び連絡員の配置を行う。また、降雨量及び河川の増水状況により、消

防車両などでパトロールを行う。 
□監視員及び各地域消防団の巡視員は、自己の担当区域の堤防を監視又は巡視中に水

防上危険であると認められる箇所があるときは、各担当副団長を経由し消防団部長

を通じて、その状況を本部長に報告する。 
樋管・ため

池等農業用

施設 □水防上注意を要する樋管・ため池等並びに地震による被災のため、そのつど必要と

認める樋管・ため池等に監視員・連絡員の配置を行う。監視員・連絡員は、樋管・

ため池等の警戒に当たりその状況を樋管・ため池等管理者に報告する。 
□樋管・ため池等管理者は、本部長と協議して必要な措置をとる。また、その状況を

朝来土地改良センターに報告する。 
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第３節 役割分担、連携等のめやす 

第１ 南但消防本部及び消防団部の活動 

 南但消防本部及び消防団部の活動については、南但消防本部警防規程、南但消防本部風水害対応計

画等並びに別に定める養父市水防計画による。 
 

第２ 市各部の活動 

名称 役割のあらまし 
危機管理室  □災害の全体像を把握するための特命調査活動 

□避難指示等本部長指示の伝達 
□現場活動用資機材調達に関する協力のとりまとめ 
□水防活動に関する全市民向け広報活動の実施 
□消防団部以外の各部の水防活動のとりまとめ 
□南但消防本部、県・国との連絡調整 

市民生活部 □八鹿地域における危険地域住民の避難誘導、要配慮者の緊急避難支援、避難所開

設、運営対策のとりまとめ 
健康福祉部 □危険地域内要配慮者の緊急避難支援のとりまとめ 
まち整備部 □河川管理施設情報の収集及び応急措置の実施 

□土砂崩れ、雪崩等による生き埋め者の早期救出 
□宅地造成地等開発行為箇所の巡視及び被害状況の調査 
□被害宅地、宅地危険箇所等の応急措置の実施 
□道路の通行止め及び危険の掲示工作等の措置 
□危険区域住民収容のための応急仮設住宅等の確保及び提供 
□現場活動用資機材の調達・輸送、自動車の借上、作業員の招集等建設業協会・建設

業者その他協力団体との連絡 
産業環境部 □樋門・ため池・山崖情報及び雪崩情報の収集及び応急措置の実施 

□土砂崩れ、雪崩等による生き埋め者の早期救出 
□現場活動用資機材の調達・輸送、自動車の借上、作業員の招集等農協その他協力団

体との連絡 
その他各部 □所管施設、所管事務分掌に基づく水防活動協力 
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第３ 各機関の活動 

名称 役割のあらまし 
県 □河川施設・道路・砂防施設等所管施設に関する被害状況の調査及び応急措置の実施 

□近畿地方整備局・自衛隊等関係機関に対する被害状況の報告及び災害復旧に係る技

術的指導のための専門家の派遣・現地駐在等応援の要請 
□ヘリコプターによる被害状況調査依頼 
□危険区域における警察署及び関係機関合同パトロールの実施 
□被災施設の応急復旧の実施及び本格復旧方法の検討 
□燃料・現場活動用資機材その他物資の調達に関する支援 
□降雨期、融雪期における二次災害防止体制の強化に関する総合調整 
□その他市及び南但消防本部が行う水防活動に関する支援 

国 □専門家派遣のためのとりまとめ 
□災害復旧に係る技術的指導 
□改良復旧事業に係る事前調査の実施 
□降雨期、融雪期における二次災害防止体制の強化に関する支援 
□その他県・市及び南但消防本部が行う水防活動に関する支援 

南但馬警察署 □倒壊建物、土砂災害、雪崩発生地域等における救出・救助 
□危険地域住民の避難誘導 
□その他市及び南但消防本部が行う水防活動との連携 

 

第４ 自衛消防隊、区・自主防災組織及び市民の活動 

自衛消防隊、各業種別団体、事業所、区・自主防災組織及び市民は、常に気象状況、水防状況等に

注意し、自らの居住地域において水害が予想される場合は、洪水等による水災を警戒し防御し、これ

による被害を軽減するための水防活動に進んで協力する。 
特に、市や南但消防本部、消防団等の水防関係者から水防活動のため必要な建設用機械・資機材の

提供要請があった場合は、積極的に提供するよう努める。  
 

第４節 河川敷、河川区域等駐車場等駐車車両の退避等 

河川敷、河川区域等における駐車場等駐車車両については、車両そのものの毀損ばかりでなく、河

川の円滑な流下に対し阻害要因となる可能性があるため、河川堤防の破損、河川水位上昇その他の状

況によりその必要があると認めるときは、早期に退避させるよう、車両所有者、管理者に対し十分な

事前広報を行う。 
※ 資料１－２ 重要水防箇所の現況 
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第３章 危険建物等・土砂災害・積雪災害による人的危険回避対策 

第１節 計画の方針 

第１ とりまとめ責任担当部 

まち整備部 
 

第２ 大規模地震発生後における人的危険回避のための基本指針 

１ 危険建物等・土砂災害による人的危険を回避するため、各指定観測地点の降雨量（県・国等の

助言を得てその都度決める。当座は、通常警戒時の 50％として、時間雨量 10mm 以上又は 24 時間

雨量 75mm 以上をめやすとする。）を基準として、できる限り先行的に危険建物等及び土砂災害へ

の注意の喚起、巡視、警戒、避難指示等の発令を行う。 

２ 市に土砂災害警戒情報が発表された場合は、気象庁の土砂災害警戒判定メッシュ情報により危

険度が高まっている領域を把握し、危険度が高まっている関係地区に対し、避難指示等の発令を

行う。 

３ 避難路となる道路支障発生その他により孤立危険のある地区については、大雨警報が発令され

た時点で「高齢者等避難」を当該地区の区長及び消防団員に伝達し、市指定緊急避難場所への避

難を促す。 

４ 河道閉塞、地すべりにより重大な土砂災害の急迫しているときにおいて、「土砂災害緊急情

報」（国土交通大臣又は県知事から「土砂災害防止法」に基づく緊急調査により得られた当該土

砂災害が想定される土地の区域及び時期に関する情報）が通知された際には、警戒区域等の設定

等の対応を適切に行う。 

５ 震度５強以上の地震発生後においては、土石流危険渓流及び特に危険な箇所や崩壊・倒壊時の

支障が大である箇所に警戒員の配置、ワイヤーセンサー・変位計・傾斜計その他のセンサー類の

設置等を行い、状況の変化に迅速に対処する体制をとる。また幹線道路沿道の危険建物等につい

ては、所有者の責任若しくは市の責任において必要な範囲における取り壊しを行う。 

６ 強風が予想される場合、並びに緊急地震速報発表時については、危険建物等からのガラス・看

板類の落下物に注意するよう、必要な広報活動を行う。 

７ 雪崩等降・積雪による人的危険を回避するため、各指定観測地点の警戒積雪深（県・国等の助

言を得てその都度決める。当座は、50cm をめやすとする。）を基準として、できる限り先行的に

積雪災害への注意の喚起、巡視、警戒、避難指示等の発令を行う。 

８ 警戒活動及び避難誘導支援は、区等住民の協力を得て行う。 

９ 対策の実施に当たっては、県・国の技術的指導及び応援出動実施要請とともに、市内外の関係

機関・団体・事業所・専門ボランティアの全面的協力体制を確保する。また、情報連絡上のミス

による逃げ遅れのないよう、各部、消防本部、各機関・団体等相互との密な情報連携を漏れなく

行う。 

10 本部長は、警戒活動に従事する者の安全の確保に十分配慮する。 
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第２節 危険建物等・土砂災害対策 

第１ とるべき措置のめやす 

１ 危険箇所に関する情報収集 

区分 対象となる地域・箇所等 
土砂災害 □急傾斜地崩壊危険箇所、土石流危険渓流、地すべり危険地区 

□山地災害危険地区 
□その他必要と認める地域・箇所等 

危険建物 
ブロック塀

その他 □幹線道路、小・中・義務教育学校通学路沿道のもの 
□駅周辺地区 
□その他必要と認めるもの 

 

２ 立入禁止措置等当面の安全対策の実施 

初期情報収集活動により把握された危険箇所について、その必要があると認めるときは、関係各

部と連携し、下記のとおり立入禁止措置等当面の安全対策を実施する。 
なお、実施した措置については、速やかに本部長に報告する。 
区分 措置のあらまし 

土砂災害 □土砂災害危険箇所の通行、立入禁止措置 
□必要と認める場合のシート保護 
（落石防止対策若しくは降雨対策として行う。） 

危険建物 □立入禁止区域の設定 
（ガラス落下危険範囲は、概ね建物の高さ相当とする。） 
□沿道通行禁止措置の実施 
□幹線道路沿道などその必要があると認める場合の取り壊し 
（所有者の了解が得られた場合、市が行う。） 

ブ ロ ック塀

その他 □倒壊若しくは落下危険がある旨の標識設置 
□通学路沿道などその必要があると認める場合の取り壊し 
（所有者の了解が得られた場合、市が行う。） 
□適切な管理のなされていない空家等（飛散のおそれのある外壁等）に対する安全

確保のための必要最小限の措置（当該物件の所有者を確認できる場合は、応急措

置の実施を依頼） 
 

３ 安全点検調査体制の確立等 

項目 措置のめやす 
要員の確保 □部の職員により安全点検調査班（一部建物危険度判定班を兼ねる。）を編成する。 

□建設業協会その他業種別民間団体若しくは事業所に必要な協力を要請する。 
県・国への応

援の要請 □県・国に対し専門家及び被災宅地危険度判定士、被災建築物危険度判定士等の派遣

支援を要請する。 
緊急安全点検

調査の実施 □緊急安全点検調査は、「継続的な監視が必要な箇所」（Ａランク）の状況を短期間

に把握することを目的として行う。 
□土砂災害危険箇所の目視調査、ヘリコプターによる空中探査等による。 

第二次安全対

策の実施 □安全点検調査の結果に基づきその必要があると認めるとき、関係各部・機関・協力

団体等と連携・協力し行う。 
□土砂災害危険に対して、斜面崩壊により発生した土砂の除去（二次的崩壊の原因と

なるおそれがあるもの）、崩壊面の補強等を行う。 
□幹線道路沿道などその必要があると認める場合の危険建物に対しては、取り壊し措

置、倒壊防止のための建物補強等を行う。 
□全体的に立入禁止区域の拡大、定期的パトロールの実施、センサー類の設置等を行

う。 
※ 第４部第５章第２節「被災建築物応急危険度判定等の実施」参照 
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４ 巡視及び警戒 

(1) 巡視により収集すべき情報項目 

□土砂災害危険箇所及びその付近の地表及び湧水の状況 
（落石・湧水の濁りの有無、湧水量の増加等） 
□土砂災害危険箇所及びその付近の亀裂の有無 
□土砂災害危険箇所及びその付近の竹木等の傾きや倒れの状況 
□土砂災害危険箇所及びその付近の建築物等の損壊等の状況 
□土砂災害危険箇所及びその付近の住民及び滞在者の数 
□危険建物及びその付近の住民及び滞在者の数 
□その他住民の生命の安全を損ねる可能性のある危険箇所に関する上記に準じた事項 
(2) 警戒に関する手順その他必要な事項 

□警戒体制をとるべき時期 

（□震度４以上の余震が発生した場合又は発生するおそれがある場合 

（□危険区域内の状況等に異常が生じた場合で、本部長が必要と認めたとき 

（□地震発生後の調査結果を踏まえた県・国等による専門的技術的指導によりそのつど定める基準

雨量と地域の特性等を考慮して、本部長が必要と認めたとき 

□警戒員の配置 

（□危険が予想される箇所に警戒員を配置し、巡視、警戒にあたる。 

（□この場合、本部長は、警戒活動に従事する者の安全の確保に十分配慮する。 

□その他 

（□警戒体制をとったのち必要と認める場合は、各雨量観測所における雨量計により 10 分～30 分の

間隔で雨量測定を行う。また、必要に応じ、変位計、傾斜計その他必要なセンサー類の設置を

行う。 

 

５ 危険箇所における緊急避難 

危険箇所における避難指示等の発令、避難の誘導及び避難所の開設・運営に関しては、第６章

「緊急避難に関する計画」及び第４部第３章「避難所開設・運営計画」に基づき行う。 
 

第２ 区長及び住民等の活動 

団体、事業所、区長及び住民は、常に気象状況、崩壊の前兆となる事象等に注意し、自らの居住地

域において、土砂災害等が予想される場合は、自主的に避難する。また、区や消防署・消防団等から

必要な活動協力、建設用機械・資機材の提供、避難所としてのスペース提供等の要請があった場合は、

積極的に協力・提供する。 
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第３節 降・積雪対策 

第１ とるべき措置のめやす 

１ 情報の収集・受付・連絡 

(1) 気象情報、雨量情報、降・積雪情報及び地震情報（南海トラフ地震関連情報含む。） 

(2) 住民、各機関からの前兆現象情報、小規模被害発生情報、小規模雪崩等発生情報 

２ 警戒対策の実施 

(1) 住民等からの各種情報の各機関への連絡 

(2) パトロール活動、雪崩危険箇所標識設置、迂回路利用広報活動等の実施 

(3) 雪おろし、雪庇落し等建物・施設等管理者への安全措置要請 

(4) 雪おろし、雪庇落し等要支援世帯の確認 

(5) 要配慮者世帯の雪おろし、雪庇落し等支援体制の確保 

(6) 危険区域住民向け高齢者等避難又は避難指示等の発令の連絡（防災行政無線、関係区長への

電話、ＣＡＴＶ、巡回広報等による。） 

(7) 緊急避難体制準備又は避難誘導実施指示 

(8) 配備体制の移行・強化要請を伴う｢重要情報｣の評価 

(9) 必要に応じて配備体制移行・強化準備 

３ 道路の除雪 

道路の除雪は、毎年定める「道路除雪要綱」による。 

４ その他必要な事項 

その他の事項については、土砂災害対策に準じて行う。 

 

第２ 区長及び住民等の活動 

団体、事業所、区長及び住民は、常に気象状況、崩壊の前兆となる事象等に注意し、自らの居住地

域において、雪崩が予想される場合は、自主的に避難する。また、区や消防署・消防団等から必要な

活動協力、建設用機械・資機材の提供、避難所としてのスペース提供等の要請があった場合は、積極

的に協力・提供する。 
※ 資料１－３－２～１－３－８  
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第４章 救急救助活動計画 

第１節 計画の方針 

第１ とりまとめ責任担当部 

危機管理室（市各部の救急救助活動支援等のとりまとめ） 
 

第２ 大規模地震時における救急救助活動の基本指針 

１ 建物倒壊、土砂崩れ、雪崩や屋内外落下物・倒壊物により多数救助・救急事案が発生した場合

は、南但消防本部が警察署救助隊、ＤＭＡＴ、消防団と区長・建設業者、住民等の連携により早

期救出活動・重症患者の早期救命搬送を行う。 

２ 各部、関係機関はその全組織機能を駆使して、自衛隊、南但馬警察署及び南但消防本部救助・

救急隊、消防団に対し連携支援する。 

３ 救急救助活動は、救命処置を必要とする者を最優先し、発生後 72 時間以内の全事案対応完了に

努める。 

４ 事態把握後市のもてる能力では対応困難と判断した場合は、可能な限り速やかに自衛隊の災害

派遣出動、ＤＭＡＴ派遣及び広域的な消防応援、救助・救急用資機材調達支援を要請し救助・救

急活動に必要な要員、資機材、重機類等の大量かつ迅速な補充体制を確立する。 

 

第２節 計画の内容 

第１ 緊急調達資機材等のめやす 

区分 緊急調達資機材等の一例 
救助関係 消防用ホース、投光器、発電機、捜索用探知機、災害救助犬、特殊カメラ、削岩機、ブル

ドーザー・クレーン車等、重機類、エンジンカッター、ジャッキ、チェーンソー、スコッ

プ、ハンマー、バール、のこぎり、防塵メガネ、防塵マスク 
救急関係 集団救急用資機材、浄水装置、医療ガス、毛布、担架、防水シート 
その他 自転車、オートバイ、スクーター、携帯無線機、簡易トイレ、テント、貯水タンク、車両

応急修理用部品 
 

第２ 南但消防本部及び消防団部の活動 

 南但消防本部の活動については、南但消防本部警防規程に基づき、消防長の指揮により行う。また、

消防団部の活動については、消防団規則に基づき、消防団長の指揮により行う。  
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第３ 市その他各部の活動 

名称 役割のあらまし 
危機管理室 □現場活動用資機材調達に関する協力 

□各部の被災者救出活動協力のとりまとめ 
□被災者救出活動に関する全市民向け広報活動の実施 
□南但消防本部との連絡調整 

□県・国との連絡調整 
市民生活部 □八鹿地域における負傷者の避難所、救護所指定施設への一時収容、その他被災者

救援対策のとりまとめ 
健康福祉部 □重症者等に対する救急医療活動体制の確保 

□第２次搬送先収容医療機関の広域的確保 
□公立八鹿病院、県（朝来健康福祉事務所）、医師会等との連絡調整 

まち整備部 □重機類等現場活動用資機材調達に関する協力 
□その他所管施設、所管事務分掌に基づく被災者救出活動協力 

その他各部 □所管施設、所管事務分掌に基づく被災者救出活動協力 
 

第４ 各機関の活動 

名称 役割のあらまし 
県 □重症者救急搬送用ヘリコプターの動員 

□自衛隊に対する救出活動支援の要請 
□全国的広域消防応援体制の要請及び受入れに関する支援 
□県職員の派遣 
□他の市町長に対する応援の指示 
□燃料・現場活動用資機材その他物資の調達に関する支援 
（□県建設業協会に対する建設用資機材及び労力の支援要請 
（□日本レスキュー協会との「災害時における災害救助犬の出動に関する協定」に

基づく救助犬出動要請 
□その他市及び南但消防本部が行う被災者救出活動に関する支援 

国 □広域航空消防応援（ヘリコプターの動員）のとりまとめ 
□自衛隊による救助・救急活動支援の調整 
□全国的広域消防応援体制のとりまとめ 
□その他市及び南但消防本部が行う被災者救出活動に関する支援 

ライフライン 
機関 □被害甚大地域における電気の供給停止、ＬＰガスの安全措置、その他二次災害防

止のために必要な措置 
□電話による非常通信機能の確保 
□その他市及び南但消防本部が行う被災者救出活動に関する支援 

南但馬警察署  □被害実態の把握 
□必要に応じ立入禁止区域の設定 
□救出・救助活動及び避難誘導活動 
□行方不明者の捜索 
□その他市及び南但消防本部が行う被災者救出活動との連携 

 

第５ 区長及び住民等の活動 

団体、事業所、区長及び住民は、自らの居住地域において、南但消防本部、消防団その他各機関の

行う救助・救急活動に協力し人的被害の軽減に努める。また、必要な建設用機械・資機材の提供要請

があった場合は、積極的に提供するよう努める。 
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第５章 危険物等応急対策計画 

第１節 計画の方針 

第１ とりまとめ責任担当部 

危機管理室（市各部の危険物等応急対策への協力等のとりまとめ） 
 

第２ 大規模地震時における危険物・有毒物等施設対策の基本指針 

１ 各施設責任者は、地震、浸水、土砂災害等発生により必要と認めたときは、あらかじめ定める計

画に基づき必要な安全措置、危険防除措置を行う。また、危険物・有毒物等の漏洩、流出、発火等

の災害が発生した場合は、直ちに市本部（本部設置前：危機管理室）、南但消防本部・南但馬警察

署等関係機関に緊急通報するとともに、必要な応急措置、付近住民及び一般従業員の安全を守るた

めの緊急避難の警告等、人的被害の防止と周辺地区に対する被害の拡大阻止を第一に対処する。 
２ 各施設責任者から通報を受けた場合、若しくは危険物・有毒物等取扱施設における災害発生を

知った場合は、所管する県各部・関係機関・関連団体等による災害防除のための専門家その他要員

の派遣を要請する。また、市及び南但消防本部の有する消防力によっては災害防ぎょが困難である

と判断される場合は、近隣消防機関・自衛隊等への応援出動の要請、その他消防広域応援出動の要

請等あらゆる方法を迅速に講じて、人的被害の防止と周辺地区に対する被害の拡大阻止を第一に対

処する。 
３ 地震発生後、危険物・有毒物等施設において大規模な災害が発生した場合、若しくは発生するも

のと判断される場合においては、市各部・各機関は、南但消防本部の要請を最優先し、南但消防本

部の指揮のもと人的被害の防止と周辺地区に対する被害の拡大阻止を第一に対処する。 
 

第２節 計画の内容 

第１ 施設責任者のとるべき安全措置、危険防除措置 

区 

分 
安全措置、危険防除措置 

石 

油 

類 

等 

危 

険 

物 

□危険物の流出あるいは、爆発等のおそれのある作業及び移送の停止 

□施設の応急点検と出火等の防止 

□危険物の移送運搬の中止並びに車両の転倒防止と出火漏洩の防止 

□初期消火要領の徹底並びに、混触発火等による火災の防止、及び異常反応、タンク破壊等に

よる広域拡散の防止 

□石油類の流出又は火災の発生の場合は、発火源の除去、油類の流出及び拡散防止策、自衛消

防隊による応急措置、立入禁止区域の設定及び交通整理を講ずるとともに、市本部（本部設

置前：危機管理室）、南但消防本部・南但馬警察署等関係機関へ直ちに通報する。 

□充填容器等が危険な状態になったときは、直ちに安全な場所に移動する。 

□緊急対応措置を講ずることができないとき、又は必要と認めたときは従業者及び付近の住民

に避難するよう警告する。 

□消防隊の到着に際しては、誘導員を配置するなど消防活動を容易にし、かつ災害の状況及び

事業所内の石油類等の保有量と保有位置等について報告する。 
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区 

分 
安全措置、危険防除措置 

火 

薬 

類 

□保安係員等による施設の損傷状況の目視による確認 

□異常無しの場合、保安要員を確保し余震による被害発生に備える。 

□火災発生等異常ありの場合は、保管又は貯蔵中の火薬類を安全な位置に移す余裕のある場合

は、速やかに移し、見張人をつけて、関係者以外の者の近づくことを禁止する。 

□道路が危険であるか又は搬送の余裕がない場合は、火薬類を付近の水溝等の水中に沈める等

安全な措置を講ずる。 

□搬出の余裕がない場合には、火薬庫にあっては入口等を目張等で完全に密閉し、爆発により

危害を受けるおそれのある地域はすべて立入禁止の措置をとり、危険区域内の住民等を避難

させるための措置を講ずる。 

□その他法令に定める安全措置を講ずるとともに、主として延焼防止活動を行い、県産業保安

課、県民局並びに市本部（本部設置前：危機管理室）、南但消防本部・南但馬警察署等へ直

ちに通報する。 

□消防隊の到着に際しては、誘導員を配置するなど消防活動を容易にし、かつ災害の状況及び

事業所内の火薬類の保有量と保有位置等について報告する。 

高

圧

ガ

ス 

□保安係員等による施設の損傷状況の目視及びガス検知器等による異常の有無の確認 

□異常なしの場合、保安要員を確保し余震による被害発生に備える。 

□爆発又はガス漏洩発生の場合は、高圧ガス運転設備の緊急停止、注水、消火活動、引火性物

質又は発火性物質の移動、立入禁止区域の設定及び交通整理、これらの作業に必要な作業員

以外の従業員の退避等の安全措置を講ずるとともに、市本部（本部設置前：危機管理室）、

南但消防本部・南但馬警察署、県高圧ガス地域防災協議会指定防災事業所等関係機関へ直ち

に通報する。 

□貯蔵所又は充填容器が危険な状態になったとき、又は必要と認めたときは直ちに充填容器等

は安全な場所に移動する。 

□上記の措置を講ずることができないとき、又は必要と認めたときは従業者及び付近の住民に

避難するよう警告する。 

□消防隊の到着に際しては、誘導員を配置するなど消防活動を容易にし、かつ災害の状況及び

事業所内の高圧ガスの保有量と保有位置等について報告する。 

毒 

物 

・ 

劇 

物 

□保安係員等による施設の損傷状況の目視及びガス検知器等による確認 

□異常なしの場合、保安要員を確保し余震による被害発生に備える。 

□異常ありの場合、発火源除去、毒物・劇物の安全な場所への移動、漏出防止及び除毒等安全

措置を講ずるとともに、市本部（本部設置前：危機管理室）、南但消防本部・南但馬警察

署、朝来健康福祉事務所等関係機関へ直ちに通報する。 

□飲料水汚染の可能性がある場合は、直ちに市（本部設置前：市民生活部・まち整備部）へそ

の旨通報する。 

□上記の措置を講ずることができないとき、又は必要と認めたときは、従業者及び付近の住民

に避難するよう警告する。 

□消防隊の到着に際しては、誘導員を配置するなど消防活動を容易にし、かつ災害の状況及び

事業所内の毒物・劇物の保有量と保有位置等について報告する。 

放 

射 

性

物

質 

□保安係員等による施設の損傷状況の目視及び放射線検知器等による確認 

□異常なしの場合、保安要員を確保し余震による被害発生に備える。 

□異常ありの場合、放射性同位元素の安全な場所への搬出並びに放射線障害発生の防止措置及

び汚染区域・危険区域の設定・立入禁止制限、放射線量の測定、被曝者等の救出・救護を行

うとともに、その旨を市本部（本部設置前：危機管理室）、南但消防本部・南但馬警察署並

びに国等関係機関へ直ちに通報する。 

□必要があると認めるときは、付近の住民に避難するよう警告する。 

□消防隊の到着に際しては、誘導員・放射線取扱主任者等を配置・確保するなど消防活動を容

易にし、かつ災害の状況、要救助者の有無及び事業所内の放射性物質の種類、保有量と保有

位置等について報告する。 
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第２ 南但消防本部及び消防団部の活動 

 南但消防本部の活動については、南但消防本部警防規程に基づき、消防長の指揮により行う。また、

消防団部の活動については、消防団規則に基づき、消防団長の指揮により行う。 
 

第３ 市その他各部の活動 

名称 役割のあらまし 
危機管理室  □避難指示等本部長指示の伝達 

□危険物・有毒物等対策活動に関する全市民向け広報活動の実施 
□各部の危険物・有毒物等対策活動協力のとりまとめ 
□南但消防本部との連絡調整 
□県・国との連絡調整 

市民生活部 □八鹿地域における危険地域住民の緊急避難対策のとりまとめ 
健康福祉部 □負傷者等に対する救急医療活動体制の確保 

□第２次搬送先収容医療機関の広域的確保 
□公立八鹿病院、県（朝来健康福祉事務所）、医師会等との連絡調整 
□要配慮者の緊急避難支援のとりまとめ 

産業環境部 □除毒、防除等環境保全対策に関する県・国等との連絡調整 
□除毒、防除等作業の市内関係事業所への協力要請 

まち整備部 □水道取水施設の安全管理 
□重機類等現場活動用資機材調達に関する協力 
□その他所管施設、所管事務分掌に基づく被災者救出活動協力 

その他各部 □所管施設、所管事務分掌に基づく危険物・有毒物等対策活動協力 
 

第４ 各機関の活動 

名称 役割のあらまし 
県 □各危険物・有毒物等所管省庁・関連団体等へ応援出動の要請 

□自衛隊に対する危険物・有毒物等対策活動支援の要請 
□全国的広域消防応援体制の要請及び受入れに関する支援 
□燃料・現場活動用資機材その他物資の調達に関する支援 
□その他南但消防本部・市が行う危険物・有毒物等対策活動に関する支援 

国 □所管する危険物・有毒物等取扱施設に関する危険防除等応急措置の実施 
□各関連団体等への応援出動の指示 
□自衛隊による危険物・有毒物等対策活動支援の調整 
□全国的広域消防応援体制のとりまとめ 
□その他南但消防本部・市が行う危険物・有毒物等活動に関する支援 

ライフライン 
機関 □危険地域における電気の供給停止、ＬＰガスの安全措置、その他二次災害防止の

ために必要な措置 
□電話による非常通信機能の確保 
□その他南但消防本部・市が行う危険物・有毒物等対策活動に関する支援 

南但馬警察署  □必要に応じて立入禁止区域の設定 
□危険地域住民の避難誘導 
□その他南但消防本部・市が行う危険物・有毒物等対策活動との連携  
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第６章 緊急避難に関する計画 

第１節 計画の方針 

第１ とりまとめ責任担当部 

危機管理室 
 

第２ 緊急避難の基本指針 

１ 危険地区における住民等の緊急避難誘導は、関係地域局又は市本部職員、消防団部が養父消防

署、南但馬警察署、自衛消防隊、区長等と協力・連携し行う。 

２ 住民及び事業所等施設管理者は建物倒壊、市街地延焼火災、土砂崩れ、洪水、浸水、雪崩等の災

害危険に関する情報の把握、周知徹底に努めるとともに、自ら危険であることを察知した場合は、

自らの判断で避難する。 

３ 市（本部）は住民及び事業所等施設管理者が自ら適切に避難の有無を判断できるよう、市が把握

した延焼火災、危険物・有毒物等取扱施設事故の発生情報、建物倒壊、土砂崩れ、洪水、浸水、雪

崩等災害危険情報については、漏れなく公開する。 

４ 警戒を要する時期においては、「警戒情報（警戒レベル１～２）」、「警戒レベル３、高齢者等

避難」、「警戒レベル４、避難指示」、「警戒レベル５、緊急安全確保」など多段階的に、関係住

民及び事業所等施設管理者向けの情報発信を行い、情報の不足・周知徹底不十分による逃げ遅れの

ないよう努める。なお、躊躇なく避難指示等を発令できるよう、全庁をあげた体制の構築に努め

る。 

５ 降雨時の避難そのものにも危険が伴うことなどを考慮し、台風等による豪雨や暴風の襲来が予測

される場合には十分早期に発令するとともに、緊急かつ可能な場合における、近隣のより安全な建

物への緊急的な退避や、屋内安全確保（自宅や隣接する堅牢な建物の２階以上への垂直避難）等の

緊急安全確保措置を指示する。 

６ 要配慮者への伝達に際しては、「避難行動要支援者名簿」及び「個別避難計画」に基づき、本人

の同意のない者についても円滑に避難のための立ち退きが行われるよう「避難支援関係者等」への

連絡を漏れなく行う。 

７ 土砂災害の警戒避難伝達については、兵庫県及び神戸地方気象台からの土砂災害警戒情報を指標

として判断する。また、判断に当たっては、神戸地方気象台及び県土木事務所の助言、現場の巡視

報告、通報等を参考に総合的かつ迅速に行う。 

８ 災害の予測規模、避難者数等にかんがみ、市域外への広域的な避難、指定避難所及び指定緊急避

難場所の提供が必要であると判断した場合において、県内の他市町への受入れについては当該市町

に直接協議し、他都道府県の市町村への受入れについては県に対し当該他都道府県との協議を求め

るほか、事態に照らし緊急を要すると認めるときは、県知事に報告した上で、自ら他都道府県内の

市町村に協議する。また、指定避難所等を指定する際にあわせて広域避難の用にも供することにつ

いても定めるなど、他市町村からの避難者を受け入れることができる施設等をあらかじめ決定して

おくよう努める。 
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第３ 避難に関する情報等の区分のめやす 

避難情報等 居住者等がとるべき行動等 
【警戒レベル５】 
緊急安全確保 
（市長が発令） ●発令される状況：災害発生又は切迫（必ず発令される情報ではない。） 

●居住者等がとるべき行動：命の危険 直ちに安全確保！ 
・指定緊急避難場所等への立退き避難することがかえって危険である場合、

緊急安全確保する。 
・災害発生・切迫の状況で、本行動を安全にとることができるとは限らず、ま

た本行動をとったとしても身の安全を確保できるとは限らない。 
【警戒レベル４】 

避難指示 
（市長が発令） ●発令される状況：災害のおそれ高い 

●居住者等がとるべき行動：危険な場所から全員避難 
・危険な場所から全員避難（立退き避難又は屋内安全確保）する。 

【警戒レベル３】 
高齢者等避難 
（市長が発令） ●発令される状況：災害のおそれあり 

●居住者等がとるべき行動：危険な場所から高齢者等は避難 
・高齢者等（避難を完了させるのに時間を要する在宅又は施設利用者の高齢

者及び障がいのある人等、及びその人の避難を支援する者）は、危険な場

所から避難（立退き避難又は屋内安全確保）する。 
・高齢者等以外の人も必要に応じ、出勤等の外出を控えるなど普段の行動を

見合わせ始めたり、避難の準備をしたり、自主的に避難するタイミングで

ある。例えば、地域の状況に応じ、早めの避難が望ましい場所の居住者等

は、このタイミングで自主的に避難することが望ましい。 
 

※ 「避難支援等関係者」とは、事前登録者や緊急連絡先、避難支援者のほか、社会福祉協議会、民

生委員・児童委員、介護保険制度関係者、障がい者団体等の福祉関係者、消防団のこと  



第２編 第２部 第６章 緊急避難に関する計画 

応復－295 

第２節 避難指示等及び警戒区域の設定 

第１ 高齢者等避難、避難指示、緊急安全確保 

１ 実施責任者 

機関の名称 実施のための要件 根拠法規 

市長 □市民の生命、身体を災害から保護し、その他災害の拡大を防止

するため特に必要と認めるとき、避難のための立退きの指示を

行う。 

□避難のための立退きを行うことによりかえって人の生命又は身

体に危険が及ぶおそれがあると認めるときは、必要と認める地

域の居住者等に対し、屋内での待避その他の屋内における避難

のための緊急安全確保措置を指示することができる。 

□住民その他関係のある公私の団体に対し、予想される災害の事

態及びこれに対してとるべき避難のための立退きの準備その他

の措置について、必要な通知又は警告をすることができる。 

災害対策基本法 

第 60 条第 1 項 

 

災害対策基本法 

第 60 条第３項 

 

災害対策基本法 

第 56 条 

県知事 □災害の発生により、市がその全部又は大部分の事務を行うこと

ができなくなったときは、市長が実施すべき立退きの指示に関

する措置の全部又は一部を市長に代わって実施する。 

災害対策基本法 

第 60 条第６項 

警察官 □市長から要求があったとき 

□市長が避難のための立退き若しくは屋内での待避等の緊急安全

確保措置の指示をできないと認めるとき、必要と認める地域の

居住者等に対し避難のための緊急安全確保措置を指示すること

ができる（この場合、警察官は直ちにその旨市長に通知す

る。）。 

災害対策基本法 

第 61 条 

□人の生命若しくは身体に危険を及ぼし、又は財産に重大な

損害を及ぼすおそれがあり、特に急を要する場合に避難等

の必要な措置をとることができる。 

警察官職務執行 

法第４条 

自衛官 □災害派遣を命ぜられた部隊の自衛官は、危険な事態が生じ、か

つ警察官がその場にいないときに限る。 

自衛隊法 

第 94 条 

県知事又はそ

の命を受けた

職員 

□災害が発生し、著しい危険が切迫していると認められるとき、

必要と認める区域の住民に対して避難の指示を実施する。 

水防法第 29 条 

 

地すべり等防止法

第 25 条 

 

２ 避難指示等の内容 

避難指示等は、次のことを明らかにして行う。 
なお、避難の必要がなくなったときは、避難指示等の発令時に準じて、速やかにその旨公示する。 

□発令日時 
□発令者 
□避難対象地域（地区名、施設名等）及び対象者 
□避難すべき理由（避難要因となった危険要素の所在地、避難に要する時間等） 
□危険の度合い 
（例：「危険物・有毒物等取扱施設事故の発生により有毒ガスの漏出があること」「延焼火災の勢

いが強まり拡大するおそれがあること」等予想される被災状況等についての説明を含めるこ

と。） 
□高齢者等避難、避難指示、緊急安全確保の別（いずれも、警戒レベルを併せて発令） 
□避難先（安全な方向及び避難場所の名称） 
□避難経路（あるいは通行できない経路） 
□避難行動時の最小限の携帯品、要配慮者の優先避難・避難支援・介助協力の呼びかけ等住民のとる

べき行動や注意事項 
□担当者、連絡先 
 

  



第２編 第２部 第６章 緊急避難に関する計画 

 応復－296 

３ 避難指示等の伝達 

避難指示等の伝達は、広報車による巡回、エリアメール、ＣＡＴＶ、音声告知等、あらゆる伝達

手段の複合的な活用を図るとともに、自主防災組織等の協力を得て周知徹底を図る。特に要配慮者

への伝達に際しては、避難支援計画等を踏まえ、それぞれのニーズに応じた情報伝達手段を準備す

るなど、十分な配慮を行う。 

なお、安全な場所にいる人まで避難した場合、混雑や交通渋滞が発生するおそれ等があることか

ら、災害リスクのある区域に絞って避難指示等の発令対象区域を設定する。また、避難時の周囲の

状況等により避難のための立退きを行うことがかえって危険を伴うおそれがあり、かつ、事態に照

らして緊急を要する場合は、居住者等に対し、屋内での待避等の緊急安全確保措置を指示するもの

とする。 

伝達に当たっては、事前に例文を作成するなど、住民等にその意味や具体的な避難先がわかりや

すく伝わるよう努める。  
第２ 警戒区域の設定 

１ 実施責任者 

機関の名称 実施のための要件 根拠法規 

市長 □災害による市民の生命・身体に対する危険を防止するため特に

必要があると認めるとき、警戒区域を設定し、災害応急対策に

従事する者以外の者に対して当該区域への立入りを制限若しく

は禁止し、又は当該区域からの退去を命ずる。 

災害対策基本法 

第 63 条 

□災害による市民の生命・身体に対する危険を防止するため特に

必要があると認めるときで、危険が切迫して、市長が発令する

いとまがないときは、危機管理監、経営企画部長、まち整備部

長、その他の部長及び地域局長が実施する（この場合事後ただ

ちにその旨を市長に報告する。）。 

警察官 □市長又はその職権を代理する職員から要求があったとき 

□市長又はその職権を代理する職員が現場にいないとき警戒区域

を設定することができる（この場合直ちにその旨市長に通知す

る。）。 

災害対策基本法 

第 63 条第 2 項 

 

 

災害対策基本法 

第 63 条第３項 
自衛官 □災害派遣を命ぜられた部隊の自衛官は、危険な事態が生じ、か

つこの職権を行う者が現場にいないときに限る（この場合直ち

にその旨市長に通知する。）。 

消防長又は消

防署長（委任

を受けて職権

を行う消防職

員、消防団員

を含む。） 

□ガス、火薬又は危険物の漏えい、飛散、流出等の事故が発生し

た場合において、当該事故により火災が発生するおそれが著し

く大であり、かつ、火災が発生したならば人命又は財産に著し

い被害を与えるおそれがあると認められるときは、火災警戒区

域を設定して、火気の使用禁止、関係者以外の退去を命じ、そ

の区域への出入りを禁止又は制限する。 

消防法 

第 23 条の 2 

南但馬警察署長 □消防長又は消防署長（委任を受けて職権を行う消防職員、

消防団員を含む。）が現場にいないとき、又は消防長又は

消防署長から要求があったとき、火災警戒区域の設定等の

職権を行うことができる。（この場合直ちにその旨消防長又

は消防署長に通知する。） 

消防団長、消

防職員、消防

団員 

□水防上緊急の必要がある場所においては、警戒区域を設定し、

水防関係者以外の者の退去を命じ、その区域への立入りを禁止

又は制限する。 

水防法第 21 条 

警察官 □水防上緊急の必要がある場所においては、水防団長、水防団員

若しくは消防職員がいないとき、又はこれらの者の要求があっ

たときは、警戒区域を設定し、水防関係者以外の者に対して、

その区域への立入りを禁止し、若しくは制限し、区域からの退

去を命ずることができる。 
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２ 警戒区域の設定が必要とされる地域のめやす 

●土砂災害危険地域 
 □土石流危険箇所 
 □がけ崩れ危険箇所 
 □山崩れ危険箇所 
 □地すべり危険箇所 
 □雪崩危険のある箇所 
 □その他必要と認める箇所 
●倒壊危険のある大規模建物周辺地域 
●施設の被害により有毒ガスの危険が及ぶと予想される地域 
●施設の被害により爆発の危険が及ぶと予想される地域 
●放射線使用施設等の被害・事故等により被曝の危険が及ぶと予想される地域 
●その他住民の生命を守るため必要と認められる地域 
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第３節 緊急避難実施要領 

第１ 市各部の役割 

名称 役割のあらまし 

危機管理室 
 

□危険区域・安全区域に関する情報の提供 

□避難施設・避難所等安全確保のための施設若しくは情報の提供 

□高齢者等避難、避難指示、緊急安全確保の発表又は発令、並びに解除の決定 

□避難誘導員の配置等避難路・避難地の安全確保のとりまとめ 

□消防団部以外の各部の緊急避難活動協力のとりまとめ 

□必要な場合の神戸地方気象台への助言要請 

□県・国との連絡調整 

□緊急避難に関する全市民向け広報活動の実施（あらゆる伝達手段を複合的に活用） 

（□防災行政無線（同報系）等による広報 

（□Ｌアラート（災害情報共有システム） 

（□テレビ、ラジオ（コミュニティＦＭ放送を含む。） 

（□広報車等による広報 

（□サイレンの半鐘による広報 

（□インターネット 

（□携帯電話メール（ひょうご防災ネット、緊急速報メール機能を含む）、ワン

セグ 

（□ファクシミリ等による広報 

（□ＣＡＴＶによる広報 

（□ＮＨＫ等放送事業者への連絡及び協力要請 

市民生活部 □八鹿地域における緊急避難のとりまとめ 

まち整備部 □避難路確保のために必要な場合の養父土木事務所、国との連絡調整 

□県建設業協会等関係団体との連絡調整 

健康福祉部 □「避難行動要支援者名簿」及び「個別避難計画」に基づく「避難支援関係者等」

への緊急連絡、避難誘導協力要請 

（□「避難支援プラン」事前登録者や緊急連絡先、避難支援者 

（□市社会福祉協議会、 

（□民生委員・児童委員 

（□消防団 

（□自主防災組織、町内会役員 

（□介護保険制度関係者 

□対象となる要配慮者リスト資料 

（□避難所開設地区別「避難支援プラン」作成・提出者リスト 

（□避難所開設地区別その他の本人同意のない者リスト 

□要配慮者の緊急避難支援のとりまとめ 

□福祉避難所（要配慮者向け避難所）設置予定施設の安全確認 

□その他所管施設、所管事務分掌に基づく緊急避難活動協力 

その他各部 □所管施設、所管事務分掌に基づく緊急避難活動協力 
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第２ 各機関の役割 

名称 役割のあらまし 
県・国等防災

関係機関 □市がその機能を発揮できない場合の権限代行 
□所管施設等に関する避難措置 
□市の行う措置に関する協力 

南但消防本部 □緊急必要な場合の避難、屋内での待避等の緊急安全確保措置指示 
□必要な場合の避難誘導 
□避難路・避難施設における秩序の安定 
□その他市の行う措置に関する協力 

南但馬警察署 □緊急必要な場合の避難、屋内での待避等の緊急安全確保措置 
□必要な場合の避難誘導 
□避難路・避難施設における安全安心活動 
□その他市の行う措置との連携 

危険物・有毒

物等取扱施設 □管理施設等に関する緊急避難措置 
□その他市・県・国・南但馬警察署等防災関係機関の行う措置に関する協力 

事業所等 □自ら必要と判断した場合の従業員、施設利用者等の安全確保のための緊急避難の

実施 
□緊急に必要な場合の避難所としての施設の提供 
□その他市等防災関係機関の行う措置に関する協力 

 

第３ 区長及び住民等の果たすべき役割 

団体、事業所、区長及び住民は、自らの居住地域において、自ら必要と判断した場合の安全確保の

ための緊急避難の実施、必要な場合の避難誘導、要配慮者の避難支援に関する協力、その他市等防災

関係機関の行う措置に協力し人的被害の軽減に努める。また、必要な建設用機械・資機材の提供要請

があった場合は、積極的に提供するよう努める。 
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第４ 緊急避難実施手順のめやす 

項目 手順その他必要な事項 

危険区域・安

全区域の想定 

□災害の規模・態様、道路、橋梁の状況等により危険区域を評価する。 

□消防隊の運用等を加味して安全区域を想定する。 

□災害危険箇所に関する調査その他資料を活用する。 

避難指示等発

令の決定 

□関係各部、関係機関からの防災情報を集約する。 

□神戸地方気象台とのホットラインの活用による各種防災情報を分析･評価する。 

□避難指示、緊急安全確保いずれによるか地域別に検討する。 

□避難指示、緊急安全確保の発表対象地域を決定する。 

関係地域内住

民等への避難

指示等の伝達 

□ＣＡＴＶ緊急放送、拡声器付広報車、サイレン、職員・消防団員による巡回等に

より関係地域内の全ての人に伝わるよう留意し伝達する。 

□避難措置解除の連絡は避難指示等の伝達に準じて行う。 

関係機関への

通報 

□避難場所として利用する学校施設等の管理者に対し連絡し協力を要請する。 

□南但馬警察署、その他の県関係機関に連絡し協力を要請する。 

□地域住民が避難のため隣接市町内の施設をやむを得ず利用する場合が想定

される。また、避難の誘導上経路により協力を求めなければならない場合

もあるので隣接市町に対しても連絡する。 

避難路・避難

場所の安全確

保 

□避難指示等の発令時点以降の消火活動は、被災者の移動が完了するまでの間、避

難道路の安全確保に努める 

□避難場所周辺への延焼防止及び飛び火等による避難場所内部の火災発生の防止を

最優先で行う。 

□南但馬警察署は、避難指示等が発令された旨の通報を受けたときは、必要により

部隊を派遣し、避難路の安全を確保する。 

避難誘導支援

体制の確保 

□あらかじめ指定する避難場所及びその都度指示する要所となる地点にそれぞれ複

数の市職員を派遣する。 

□派遣された職員は、本部長からの指示・情報等の収受にあたるとともに、警察

官、消防団員、区長等の協力により市民等の危険地域内から安全な地域への避難

誘導に努める。 

□学校、認定こども園、保育所、福祉施設及び夜間多数人が集まっている場所等に

ついて、災害の規模、態様により必要と認められるときは、相当数の市職員を派

遣し、その施設の責任者、管理者等に積極的に協力して、安全な場所への避難誘

導等の必要な措置を講ずる。 

□交通機関等における避難の誘導は、その交通機関があらかじめ定める防災

計画、避難計画に基づき、各交通機関施設の組織体制により必要な措置を

講ずる。 

避難誘導時の

留意事項 

□避難の誘導は、病弱者、高齢者、乳幼児、障がい者その他単独で避難することが

困難な者を優先する。また、できる限り早めに事前避難させる。 

□交差点やトンネル・橋梁・ガード等の混雑又は混乱予想地点においては、災害時

要援護者を含む避難グループであることを示す旗その他の目印を掲げるととも

に、その旨を連呼し優先避難誘導を受けやすいよう努める。 

□避難に先立ち、必ず火気、危険物等の始末を完全にすること。特に会社、工場に

あっては油脂類の流出防止、発火しやすい薬品、電気、ガス等の安全措置を講ず

る。 

□携帯品は、円滑な避難行動に支障を興さない最小限度のものとする。 

□自動車による避難、家財の持出し等は危険なので中止させる。 

□感染症禍においては、マスク着用等、感染症対策に配慮する。 

避難の完了報

告 

□避難誘導員は、安全な地域・施設への避難を完了させたのち、完了報告を市本部

あて速やかに行う。 
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項目 手順その他必要な事項 

県への報告そ

の他 

□避難の措置及びその解除について、次の事項を明らかにして、速やかに但馬県民

局を通じて、県（災害対策局）に報告する。 

（□発令者 

（□発令の理由 

（□発令日時 

（□避難の対象区域 

（□避難場所、避難所 

□避難の措置及びその解除について、以上の事項を記録する。 

 

第５ 孤立集落全戸集団避難について 

大規模地震発生により、孤立集落全戸集団避難が必要となった場合は、別に定める計画に基づき、

国・県及び自衛隊等関係機関の協力を得て、以下のとおり行う。 
計画名 計画のあらまし 

孤立集落全戸集団避難受

入計画の実施 □大規模地震発生時を想定した孤立集落全戸集団避難計画の実施 
□計画実施上の主な必要事項のめやす 
（□地域局ごとに策定する孤立集落全戸集団避難計画において、対象と

する孤立集落及び第１次避難施設を想定 
（□県立但馬長寿の郷及び八鹿総合体育館を主な第２次避難受入施設と

して確保 
（□豊岡市及び朝来市との相互施設応援提供協定に基づき第３次避難受

入施設を確保 
（□必要な場合のその他近隣市町への第３次避難受入施設確保要請 
（□交通途絶時のヘリコプター輸送を想定 

 

第６ 避難所の開設・運営 

 避難所の開設・運営については、第４部第３章「避難所開設・運営計画」参照 
 

第７ 被災者の他地区への移送等 

 避難所の開設後の被災者の他地区への移送、他市町村からの被災者の受入れについては、第４部第

３章「避難所開設・運営計画」参照 
※ 資料２－３－１ 避難所等の現況 
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第３部 応急復旧及び都市機能早期回復に関する対応計画 

第１章 道路交通対策計画 

第１節 計画の方針 

第１ とりまとめ責任担当部 

まち整備部 
 

第２ 大規模地震災害時における道路交通対策に関する基本指針 

１ 指定緊急交通路をはじめ緊急輸送路に関して、最優先で交通支障箇所の有無を把握する。 

２ 所管の如何によらず道路の優先順位により各道路管理者が協力・連携して、被災した道路の啓開

確保（注：車両の通行が可能となるよう障害物の除去、亀裂・段差の解消等措置実施）を行う。 

３ 各道路管理者は、放置車両対策の強化のため必要と認める路線について、災害対策基本法第 76

条の 6 に基づき通行禁止道路指定区間の指定を行い、その旨速やかに周知するための広報を実施す

る。 

４ その他緊急活動車両の交通確保のために必要な措置を行う。 

５ 大規模地震発生後の被災により本市及び県がその全部又は大部分の事務を行うことが不可能と

なった場合は、国（国土交通省等）が応急措置を実施するため、市町村に与えられた権限のうち緊

急輸送路を確保するための緊急かつ必要最小限のがれき・土砂等の除去等、他人の土地等を一時使

用し、又は土石等を使用し、若しくは収用する権限及び現場の災害を受けた工作物等で応急措置の

実施の支障となるものの除去等をする権限並びに現場にある者を応急措置の業務に従事させる権限

により実施すべき応急措置の全部または一部を当該市町村に代わって行うこととなっている。 

 

第３ 対策実施上の時期区分のめやす 

時期区分のめやす 手順その他必要事項 

発災直後の緊急措置 

（～３日目） 

□市中心地域を含む被災地域全域における交通支障箇所の有無把握 

□国、県が管理する区間の交通支障箇所については、該当する道路管理者

にその旨を連絡し、応急措置の実施等を依頼するなど、連携・調整を図

る。 

□必要に応じて、災害対策基本法第 76 条の６に基づく通行禁止道路指定区

間の指定及び周知のための広報の実施 

□必要に応じて、一般車両の通行規制の要請 

□緊急輸送路指定路線のうち主要幹線道路の応急復旧・通行の確保（国道

９号等の重要物流道路等については、必要に応じ、国による道路啓開や

災害復旧の代行制度の活用を検討） 

□必要に応じ、道路法（第 17 条第８項）に基づく市管理道路の啓開・災害

復旧工事の代行を県に要請する。 

□その他緊急自動車の通行確保のために必要な措置（道路上の倒壊障害物

の除去・移動や、放置車両の移動等） 

避難所開設期間 

（４日目～28 日目） 

□引き続き必要な場合における上記の措置項目 

□広域的応援受入れのための搬入・搬出ルート及び迂回ルートの設定 

□案内板等の設置 

□著しい被害を受けた区間を除く緊急輸送路指定路線の応急復旧完了 

避難所閉鎖以降 

（29 日目～） 

□引き続き必要な場合における上記の措置項目 
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第４ 市各部の活動 

名称 役割のあらまし 
まち整備部 □交通支障箇所に関する情報のとりまとめ 

□道路交通対策に関する総合調整 
□県・国等道路管理者、協力団体との連絡調整 

経営企画部  □応急復旧用資機材調達に関する協力 
□消防団部以外の各部の道路交通対策に関する活動協力のとりまとめ 
□交通規制情報の収集等南但馬警察署との連絡調整 
□道路交通対策に関する全市民向け広報活動の実施 

その他各部 □交通支障箇所に関する情報の収集協力 
□その他所管施設、所管事務分掌に基づく道路交通対策活動協力 

 

第５ 警察署の役割 

名称 役割のあらまし 
南但馬警察署  □交通支障箇所発見の場合の各道路管理者への通報 

□必要な場合の災害時交通規制の実施 
□その他市が行う道路交通対策との連携 

 

第２節 交通支障箇所の把握 

まち整備部は、災害発生によりその必要があると認めた場合は、緊急輸送路指定路線を中心として、

交通支障箇所の有無を最優先で把握するため、調査担当チームを編成し出動させる。調査班は、調査

の結果交通支障箇所を発見した場合は、速やかにその路線名・箇所・拡大の有無・迂回路線の有無そ

の他被災の状況等を本部長に報告する。まち整備部は、豊岡河川国道事務所及び県養父土木事務所に

対し同様の情報を通報する。  
第３節 道路・橋梁応急対策計画 

第１ 道路の確保順位 

１ 市は、建設業協会者等建設土木関係業者、関係機関と連携・協力し、指定路線のうち第１順位の

路線から順次確保する。 

２ 建設業協会は、市からの依頼がなくとも大規模地震発生により交通支障が予想されるときは、区

間ごとに定めた複数の会員（施工業者）に道路支障箇所の有無の把握、道路の確保のための作業を

開始するよう指示する。ただし、この場合事後速やかに市本部に連絡する。 

３ 第１順位の路線は、原則として災害発生後３日目までの通行確保を目標とする。 

４ 指定路線は、原則として災害発生後 28 日目までに応急復旧完了を目標とする。 

５ 積雪時については、毎年定める「道路除雪要綱」を準用し行う。 
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第２ 緊急輸送路確保作業のめやす 

１ 応急復旧目標 

原則として、２車線の車両用走行帯を確保する。 
 

２ 応急復旧方法のあらまし 

□倒壊した街路樹、落下物等は、人力・重機械等により道路端に移動し堆積する。 
□倒壊した電柱は、関西電力送配電㈱と連携して撤去する。 
□鉄骨性構造物は、切断し道路端等へ移動し堆積する。 
□放置車両や立ち往生車両等が発生した場合は、緊急通行車両の通行を確保するため緊急の必要があ

るときは、運転者等に対し車両の移動等の命令を行い、運転者がいない場合等においては、道路管

理者自らが車両の移動等を行う。放置車両の撤去は、小型車等は人力又はレッカー車等で、大型車

は車両による牽引、クレーンの使用等重装備により行う。 
□路面の陥没及び亀裂は、土砂充填、アスファルトパッチング等を施し自動車走行に支障のない程度

に応急復旧する。 
□橋梁取付部の段差は、土砂・木材等の仮置、アスファルト混合物による応急的な擦り付け工事等に

より自動車走行に支障のない程度に応急復旧を施す。 
□がけ崩れにより生じた崩壊土は、重機械（ブルドーザー等）により除去を行う。また、不安定土砂

が斜面・切土法面に残っている場合には、特に不安定な部分を切土するか、ネットで崩落を防止す

る。又は、路側に崩土防止柵を設置する。 
□落下した橋梁若しくはその危険があると認める橋梁を被害状況により応急復旧できない場合は、南

但馬警察署等関係機関との連絡・調整の上通行止め若しくは交通規制の標示等必要な措置を講ず

る。 
□橋梁の応急復旧は、落橋部分に木角材、Ｈ型鋼をかけ渡し敷板を敷き並べ、土砂をかぶせて行う。

また、状況によっては中間に仮橋脚を設ける。 
 

第３ 警察署の任務 

□緊急輸送路に指定される道路に関し、交通の障害となっている路上駐車車両、倒壊樹木、垂れ下

がっている電線等の障害物の除去について、その状況（重機の必要の有無その他）を各道路管理者

及び関係機関に通報するとともに、必要な交通規制を行う。 
□通行禁止区域等（緊急交通路等）における緊急通行車両の通行の妨害となる放置車両等がある場

合、兵庫県警察、日本自動車連盟及び兵庫県自動車修理業レッカー事業協同組合との覚書に基づ

き、放置車両等の除去について協力要請を行う。 
□緊急輸送路に指定される道路に関し、応急復旧工事の円滑な実施を図るため所要の交通規制を行

う。  
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第２章 交通規制計画 

第１節 計画の方針 

第１ とりまとめ責任担当部 

経営企画部・まち整備部 
 

第２ 大規模地震時における交通規制に関する基本指針 

１ 緊急通行車両以外の車両の通行を禁止し、又は制限することができる区域又は道路の区間として

「通行禁止区域等」を指定する。 

２ 各道路管理者は、放置車両対策の強化のため必要と認める路線について、災害対策基本法第 76

条の６に基づき通行禁止道路指定区間の指定を行い、その旨速やかに周知するための広報を実施す

る。 

３ 市民に対しマイカー利用自粛、多人数相乗利用を要請するとともに、臨時バスの運行等を行う。 

４ 必要に応じて、道路交通対策関係機関等連絡協議会を設置し、南但馬警察署と市その他の道路管

理者、関係防災機関並びにバス・タクシー等公共交通事業者等が連携し総合的に道路交通対策を行

う。 

 

第２節 交通規制対策 

第１ 実施責任者 

機関の名称 実施のための要件 根拠法規 

県公安委員会 □災害が発生し、まさに発生しようとしている場合において、災

害応急対策が的確かつ円滑に行われるようにするため緊急の必

要があると認めるときは、緊急通行車両以外の車両の通行を禁

止、又は制限することができる区域又は道路の区間として「通

行禁止区域等」を指定することができる。 

災害対策基本法 

第 76 条 

警察官 □道路の損壊、火災その他の事情により道路において交通の危険

が生ずるおそれがある場合において当該道路における危険を防

止するため緊急の必要があると認めるときは、必要な限度にお

いて当該道路につき一時、歩行者又は車両等の通行を禁止し、

又は制限することができる。 

道路交通法 

第６条第４項 

災害派遣を命

ぜられた自

衛官又は消

防吏員 

□自衛官又は消防吏員は、自衛隊用緊急通行車両又は消防用緊急

通行車両の円滑な通行のため、警察官がその場にいない場合に

限り、やむを得ない限度において、放置された車両等を移動さ

せることを目的として、当該車両等を破損することができる

（この場合、管轄警察署長に直ちにその旨通知する。）。 

災害対策基本法 

第 76 条の 3 

道路管理者 □災害による道路の破損、欠壊その他の事由により道路交通が危

険であると認められる場合、通行の禁止又は制限することがで

きる（この場合、事後において速やかに警察署長に当該禁止又

は制限の内容及び理由を通知しなければならない。）。 

道路法第 46 条 

 

 

道路法 

第 95 条第２項 

（「放置車両の強制除去」該当要件は以下のとおり） 

□災害対策基本法第 76 条の６の第１項の規定による措置をと

ることを命ぜられた者が当該措置をとらない場合 

□同じく命令の相手方が現場にいないために同項の規定によ

る措置をとることを命ずることができない場合 

□道路の状況その他の事情により車両等の占有者に同項の規

定による措置をとらせることができないと認めて同項の規

定による命令をしないこととした場合 

災害対策基本法 

第 76 条の６第

３項 
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第２ 対策のめやす 

交通規制対策は、県地域防災計画（地震災害対策計画第３編第３章第３節「交通・輸送対策の実

施」）及び「災害時における道路の通行の禁止又は制限の実施要綱」の定めるところにより行うが、

実施協力に当たっては、その他以下の点について、留意する。 
 

１ 交通量の多い場合 

□規制区域内においては、ロープ、パイプ、柵等の資機材を活用する。 
□運転者が車両を離れるときは、ドアをロックせず、キーをつけておくよう広報する。 
□道路の中央に放置された車両については、手段をつくして道路の左側に寄せる。 
□混乱している交差点、主要道路等の近くに公園、空地、その他車両の収容可能な場所があるとき

は、道路上の車両をできるだけそこへ収容して、車道を空けるように努める。 
□交通規制及び交通整理に当たっては、現場の運転者等の協力を求めるなど適切な措置をとる。 
□規制区域内の住民に対しては、絶対に家財道具等を道路に持ち出さないように指導する。 
□被災者と緊急通行車両等が混雑した場合においては、被災者を優先して誘導するよう措置する。 
□避難誘導に際しては、主要交差点、車両と被災者の境界部に特に配慮して避難誘導を確保するとと

もに、被災者の混乱による事故防止に努める。 
 

２ 交通量の少ない場合 

規制の方法は、「交通量の多い場合」に準じて行うが、これ以外に特に以下の事項に留意する。 
□警備要員が少ないときは、主要交差点等に重点的に配置する。 
□できるだけ多くの照明具を用いて、必要な広報を積極的に行う。 
□自動車を用いて避難することが予想されるが、重症者が病院への搬送のため、また、要配慮者が移

動のため、それぞれ乗車している車両の場合を除き、自動車による避難はやめさせる。 
 

第３節 交通情報の収集及び広報 

第１ 交通情報の収集 

交通情報の収集は、緊急輸送道路指定路線を重点にして、以下のとおり、市本部・道路管理者及び

南但馬警察署が協力して行う。  
１ 警察署 

□災害警備活動、街頭活動、その他あらゆる警察活動を通じて交通情報の収集を行う。 
□道路管理者、電力・ガス・通信企業等ライフライン機関その他関係行政機関からの交通情報の収集

を行う。 
□適宜、交通情報を県警災害警備本部に報告するとともに、市（本部）に通報する。 
 

２ 市本部 

市本部（危機管理室本部情報班、まち整備部復旧対策班）は、南但馬警察署、道路管理者、その

他関係行政機関と密に連絡するとともに、職員を派遣するなどして、以下の事項について、交通情

報の収集を行う。 
□鉄道、駅等の交通機関の被害状況及び復旧の見通し 
□主要道路、橋梁等の被害状況及び復旧の見通し 
□交通規制の実施状況 
□特に危険と認められた道路及び橋梁 
□その他必要な事項 
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第２ 交通情報の広報 

交通情報の広報は、交通規制の実施状況及び解除の見通し・迂回路・交通渋滞状況等に関し、日本

道路交通情報センター等によるほか、以下のとおり、市本部（危機管理室本部情報班）及び南但馬警

察署が協力して行う。 
□市ホームページ災害専用サイトへの掲載 

□ＣＡＴＶによる随時関係情報の市民への提供 

□「広報やぶ被災者支援情報」への掲載 

□避難所等掲示板への掲示 

□区長等へ連絡し、地域住民にその周知徹底を依頼する。 

□記者クラブ所属各新聞社に随時情報を提供し、交通情報を記事とするよう依頼する。 

□市民等からの交通情報の照会に対して、各職員が適切に回答できるよう市各部へ随時関係情報を提

供し、情報の周知漏れのないよう留意する。 

 

第４節 異常気象時通行規制区間及び道路通行規制基準 

 国及び県は、市内の路線に関し、異常気象時（豪雨時等）において、道路通行規制の基準を定めて

いる。 
他の路線においても、状況に応じて必要な規制を行うものとする。    
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第３章 道路、河川等障害物除去計画 

第１節 計画の方針 

第１ とりまとめ責任担当部 

まち整備部 
 

第２ 道路、河川等障害物除去対策に関する基本指針 

１ 県指定緊急輸送道路をはじめ緊急輸送路に関しては、所管の如何によらず道路の優先順位により

各道路管理者が協力・連携して、災害により堆積した土砂、木材等の障害物を除去し、通行の確保

を図る。 

２ 各道路管理者は、放置車両対策の強化のため必要と認める路線について、災害対策基本法第 76

条の６に基づき通行禁止道路指定区間の指定を行い、その旨速やかに周知するための広報を実施す

る。 

３ 河川障害物の除去に関しては、それぞれの管理者が行うが、災害のおそれがあり、緊急を要する

場合は、市が関係団体・業者の協力を得て行う。 

※ 住宅関係障害物除去については、第４部第５章「住宅確保対策計画」参照 

 

第２節 計画の内容 

第１ 道路上の障害物の除去 

名称 手順その他必要事項 
市 □市域内道路の障害物の有無について、まち整備部及び各地域局の地域支援班による調査

活動（道路パトロールを含む。）、国（八鹿国道維持出張所）、県（養父土木事務

所）、南但馬警察署等への照会、参集職員からの情報収集その他により把握に努める。 
□調査の結果障害物による通行支障箇所を発見した場合は、速やかにその路線名・箇所・

拡大の有無・迂回路線の有無その他被災の状況等を本部長及び国（八鹿国道維持出張

所）、県（養父土木事務所）に報告する。発生直後においては、緊急活動用道路の通行

確保を最優先事項として、除去を行う。 
□倒壊した街路樹、落下物等は、人力・重機械等により道路端に移動し堆積する。なお、

電柱等電力設備については、関西電力送配電㈱に連絡し除去を要請する。 
□鉄骨性構造物は、切断し道路端等へ移動し堆積する。 
□路上駐車及び放置自動車の撤去は、小型車等は人力又は軽装備で、大型車は車両による

牽引、クレーンの使用等重装備により行う。 
□がけ崩れにより生じた崩壊土は、重機械（ブルドーザー等）により除去を行う。また、

不安定土砂が斜面・切土法面に残っている場合には、特に不安定な部分を切土するか、

ネットで崩落を防止する。又は、路側に崩土防止柵を設置する。 
□上下水道、電気、電話等の道路占用施設の被害を発見した場合は、当該施設管理者及び

当該道路管理者にその旨通報する。緊急のため、そのいとまがない場合には、必要に応

じて現場付近の立入禁止、避難の誘導、周知措置等市民の安全確保のための措置をとり

事後に連絡する。 
県 □国・県道（国道９号及び国道 483 号を除く。）の障害物の有無について、調査するとと

もに、市・各機関からの報告をまとめ、道路網の障害物の状況に関する全体像の把握に

努める。 
□豊岡河川国道事務所との連絡を密にし、緊急度に応じて、復旧、障害物除去等の総合対

策の樹立と指導・調整・作業の実施を早急に行う。 
□通行が危険な路線、区間については南但馬警察署長に通報するとともに、状況によって

は職員を現場に派遣し、通行止め等の措置を講じ、迂回路の指示を含めた道路標識、保

安施設に万全を期する。 
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名称 手順その他必要事項 
国 □国道９号及び国道 483 号の障害物の有無について、調査するとともに、市・県・各機関

からの報告をまとめ、道路網の障害物の状況に関する全体像の把握に努める。 
□緊急度に応じて、復旧、障害物除去等の総合対策の樹立と指導・調整・作業の実施を早

急に行う。 
□通行が危険な路線、区間については南但馬警察署長に通報するとともに、状況によって

は職員を現場に派遣し、通行止め等の措置を講じ、迂回路の指示を含めた道路標識、保

安施設に万全を期する。 
 

第２ 河川・排水路等の障害物の除去 

名称 手順その他必要事項 
市 □市域内河川、公共下水道・排水路等の障害物の有無について、まち整備部、産業環境部

及び各地域局の地域支援班による巡視、参集職員からの情報収集等により把握に努め

る。 
□巡視等の結果、橋脚、暗渠流入口及び工事箇所の仮設物等につかえる障害物やその他河

川等の機能を確保するために除去しゅんせつを必要とする箇所を発見した場合は、速や

かにその河川等名・箇所の状況等を本部長及び国（豊岡河川国道事務所）、県（養父土

木事務所）に通報、報告する。 
□建設業協会等民間業者の協力を得て、応急的な除去作業を実施するなど当面必要な措置

を講ずる。 
□八鹿地域を除く各地域内建設業者等への連絡は、所管する地域局が行い、必要に応じて

まち整備部、産業環境部が総合的に調整する。 
県 □県管理河川及び所管する排水路等の障害物の有無について、調査するとともに、市・各

機関からの報告をまとめ、河川・排水路の障害物の状況に関する全体像の把握に努め

る。 
□豊岡河川国道事務所との連絡を密にし、緊急度に応じて、復旧、障害物除去等の総合対

策の樹立と指導・調整・作業の実施を早急に行う。 
国 □国管理河川及び所管する排水路等の障害物の有無について、調査するとともに、市・

県・各機関からの報告をまとめ、河川・排水路の障害物の状況に関する全体像の把握に

努める。 
□緊急度に応じて、復旧、障害物除去等の総合対策の樹立と指導・調整・作業の実施を早

急に行う。  
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第４章 災害時防犯対策計画 

第１節 計画の方針 

第１ とりまとめ責任担当部 

市民生活部 
 

第２ 大規模災害時における防犯対策の基本指針 

１ 警察署は、県警察本部と連携を図り、被災地における凶悪犯罪や集団窃盗事件等の犯罪防止、交

通指導取締り及び犯罪検挙等の治安維持活動を実施する。 
２ 市並びに市民・区長・地区防犯協会・各事業所等は、警察署と連携・調整を図り、協同して「被

災地内の安全確保」のための地域防犯対策を実施する。 
 

第３ 対策実施上の時期区分のめやす 

時期区分のめやす 手順その他必要事項 

発災直後の緊急措置 

（～３日目） 

□緊急活動用車両の通行の確保 

□救護隊員による要援護者、行方不明の救出救助活動 

□検視要員等による遺体の検視 

□避難所に危険が迫った場合における避難誘導 

□市民・事業所に対する協力要請、広報及び相談受付業務 

避難所開設期間 

（４日目～28 日目） 

□引き続き必要な場合の上記の措置の継続 

□被災地域における重点警戒 

（□パトカー等によるパトロール活動の実施 

（□必要により臨時交番の設置 

□重点地域における防犯・街路灯の新設・復旧 

□ボランティア防犯パトロール活動の要請及び連携 

避難所閉鎖以降 

（29 日目～） 

□被災地域及び仮設住宅団地等における重点警戒 

（□交番勤務員等による管轄地域内の巡回連絡 

（□必要により女性警察官を中心にしたこころのケアを兼ねた巡回 

□防犯・街路灯の新設・復旧 

□その他被災地の安全確保のために必要な措置 

 

第２節 計画の内容 

第１ 警察署の役割 

項目 手順その他必要な事項 
治安情勢の把握 □警戒区域、無人化地域及び避難所の治安状況、並びに不安に乗じて発生する

悪徳商法等の生活経済事犯及び援助物資をねらった犯罪、その他各種犯罪の

発生状況、犯罪を誘発し又は犯罪に移行するおそれのある事象等の治安情勢

について実態把握を行う。 
地域警戒活動の強

化 □被災地及び避難場所等の重点地域に対し、必要により臨時交番の設置、集団

警ら等による地域警戒活動を行う。 
ボランティア防犯

パトロール等の協

同活動 □市並びに市民・区長・地区防犯協会・各事業所等に対してボランティアによ

る防犯パトロール及び防犯情報による啓発等の実施への協力を要請し、協同

して地域の防犯活動を実施する。 
銃砲刀剣類対策 □銃砲刀剣類の所持者及び販売業者に対して、保管状況の調査を行うととも

に、委託保管等保管管理の徹底による盗難・紛失防止について指導し、また

必要に応じて緊急措置告示時における仮領置等による二次被害の防止を図る。 
危険物対策 □消防等関係機関と連携し、施設の被害実態調査、危険物による被害の発生防

止及び被害の拡大防止のための管理者対策等必要な措置を行う。 
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第２ 市並びに市民・事業所等の役割 

１ 市各部の役割分担 

名称 手順その他必要な事項 
経営企画部 □各部、各関係機関、協力団体及び区等の住民団体が行う、避難所及び被災

地における「安全確保」のための活動への協力に関する調整を行う。 
□防犯灯・街路灯の復旧・設置等に関して必要な協力措置のとりまとめ、調

整を行う。 
市民生活部 □被災した街路灯・防犯灯の調査を行う。 

□調査結果に基づき、まち整備部、県（養父土木事務所）・関係機関等と連

携・協力し復旧・設置等の必要な措置を講ずる。 
□その他防犯活動に必要な協力を行う。 

消防団部 □災害の発生初期においては、消防団員が主力となり、区長及び付近住民を

指揮し、道路通行規制、救助・救出活動等を行う。 
□消防署並びに警察署・自衛隊等が到着した以降は、現場指揮者の指示に基

づき、必要な活動に協力従事する。 
□夜間においては、消防署並びに警察署・各協力団体・警備業者等と連携・

協力し、放火・窃盗その他の犯罪防止のための巡回パトロールを行う。 
各部共通 □各部は、その所管する業務に基づき必要な協力を行う。 
 

２ 市民・事業所の果たすべき役割 

□自ら居住する区域において、可能な限り消防署・警察署・自衛隊等の救助・救出部隊に協力し

救出活動に参加する。 
□避難所及び被災地における「安全確保」のための防犯活動への協力 
□市・警察署等防災関係機関から要請された場合は、「ボランティア防犯パトロール」の編成による

巡回協力（男女ペアによる巡回警備）など被災地における安全確保のために必要な協力  
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第５章 防疫及び保健衛生計画 

第１節 計画の方針 

第１ とりまとめ責任担当部 

健康福祉部 
 

第２ 大規模地震時における防疫・保健衛生対策に関する基本指針 

１ 消毒、ねずみ族・昆虫類の駆除等の感染症予防措置その他、防疫上緊急を要する対策を最優先で

実施する。 

２ 県・国・その他防災関係機関、協力団体等と連携し、当面の対策として、消毒・予防接種の実施

を中心とした防疫活動、食品の衛生監視活動、健康診査・栄養指導・入浴機会の確保その他の保健

衛生活動を行う。 

３ 対策全般を通じて、甚大な被災地及び要配慮者等向けの措置を優先して実施する。 

４ 各部の行う復旧対策との連携、他市町・都道府県・関係機関・団体・関連業者・専門家・ボラン

ティア並びに市民・事業所等に広く協力を求め最大限の体制を確保し、迅速かつ混乱を最小限にと

どめるよう配慮し行う。 

５ 対策の実施に当たっては、十分な事前広報を実施する。 

６ 被害が激甚なため又は市の機能が著しく阻害されたため業務の実施が困難若しくは実施しても不

十分であると認めるときは、県に対し災害対策基本法第73条に基づく代執行を行うよう要請する。 

 

第３ 対策実施上の時期区分のめやす 

時期区分のめやす 手順その他必要事項 

発災直後の緊急措置 

（～７日目） 

□各地域局並びに朝来健康福祉事務所等との連携による被災地の良好な衛

生状態を維持するための消毒その他必要な応急措置の実施 

（感染症病原体媒介昆虫・ねずみ族の駆除、死亡動物の適正処理等） 

□同じく避難所の衛生管理状態の把握及び防疫・保健衛生対策上緊急を要

する応急措置の実施 

□避難所における飼養困難な愛玩動物の把握 

□被災放置された愛玩動物の保護収容対策 

□避難所開設期間中における対策実施計画の検討及び体制の確保 

□市民・事業所に対する良好な衛生状態維持の協力要請並びに防疫・保健

衛生対策計画に関する広報 

避難所開設期間 

（８日目～28 日目） 

□避難所等の仮設トイレの衛生管理指導 

□避難所等の食品・飲料水の衛生管理指導 

□避難所等の健康診査・栄養指導の実施 

□避難所における飼養困難な愛玩動物の保護 

□各地域局並びに朝来健康福祉事務所等との連携による感染症防止のため

必要な臨時予防接種実施、その他避難所の感染症対策指導 

□被災地における食品の衛生監視 

□被災者に対する入浴機会の確保 

□被災放置された愛玩動物の保護収容対策 

□避難所閉鎖以降の対策実施計画の検討及び体制の確保 

避難所閉鎖以降 

（29 日目～） 

□仮設住宅等における防疫・保健衛生対策 

□各地域局並びに朝来健康福祉事務所等との連携による仮設住宅等巡回健

康相談 

□仮設住宅等における巡回栄養指導 

□被災放置された愛玩動物の保護収容対策 

□平常時防疫・保健衛生体制への移行 
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第２節 計画の内容 

第１ 対策実施手順のめやす 

１ 防疫活動 

項目 手順その他必要事項 

県が行う健康調査・

健康診断への協力 

□健康調査に関する情報提供、健康診断対象人員把握等への協力 

臨時予防接種の実施 □県の指示に基づく臨時予防接種の実施 

被災者に対する衛生

指導 

□避難所の被災者及びその他の一般被災者に対する、台所、トイレ等の衛生的

管理並びに消毒、手洗の励行 

防疫用薬剤・資機材

及び要員の確保 

□市備蓄分による初期防疫活動の実施 

□不足防疫用薬剤・資機材の調達（県への応援供給要請、薬剤師会等への協力

要請による） 

□防疫・保健衛生対策要員等の確保（応援他市町に対する協力要請） 

避難所の消毒 □必要に応じて適宜トイレその他の消毒の実施 

□消毒方法は、災害防疫実施要綱（昭和 40 年５月 10 日衛発第 302 号厚生省公

衆衛生局長通知）も参考すること 

被災家屋等の消毒 □被災家屋、下水のあふれ出し箇所その他必要と認める場所の消毒実施 

□消毒薬交付による自主的消毒の協力呼びかけ 

□消毒方法は、災害防疫実施要綱（昭和 40 年５月 10 日衛発第 302 号厚生省公

衆衛生局長通知）も参考すること 

ねずみ族・昆虫等の

駆除 

□市又は市の一部区域の被害が集中的かつ著しい場合等に被災家屋において実

施 

被災井戸（飲料水）

の消毒 

□被災井戸の通報等により必要と認める場合に実施 

□消毒薬交付による自主的消毒の協力呼びかけ 

□消毒方法は、災害防疫実施要綱（昭和 40 年５月 10 日衛発第 302 号厚生省公

衆衛生局長通知）も参考すること 

感染症患者の入院等 □状況に応じ感染症対策班編成による１類感染症、２類感染症及び新型インフ

ルエンザ等感染症の患者、並びに１類感染症、２類感染症及び新型インフル

エンザ等の無症状病原体保有者の医療機関への入院の勧告又は措置、患家消

毒等の実施 

□消毒方法は、災害防疫実施要綱（昭和 40 年５月 10 日衛発第 302 号厚生省公

衆衛生局長通知）も参考すること 

その他県が行う防疫

活動への協力 

□県の指示により適宜実施 

県への報告 □朝来健康福祉事務所を通じ県に対する被害状況、防疫活動状況、災害防疫所

要見込額の報告 

□災害防疫活動終了後「災害防疫完了報告書」の作成・提出 

代執行の要請 □市のみで困難と認める場合は迅速にその旨県（朝来健康福祉事務所）に連絡

し協力若しくは代執行要請 

 

２ 食品の衛生監視 

知事が実施する。大規模地震時には、停電や断水などによる冷凍機器の機能低下や飲料水の汚染

等により食料品が腐敗、汚染されることが考えられる。このため、県（朝来健康福祉事務所）は、

食品衛生監視員を食品の流通集積拠点、避難所等に派遣し、概ね以下のような活動を行い、食品の

安全確保を図ることとなっている。 
□救護食品の監視指導及び試験検査 
□飲料水の簡易検査 
□弁当製造業者その他食品関係営業者の監視指導 
□その他食料品に起因する危害発生の防止 
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３ その他の保健衛生対策 

項目 手順その他必要事項 
巡回栄養指導 □市は、災害時における行政栄養士活動ガイドラインに基づき、朝来健康福祉

事務所、その他関係機関、協力団体・ボランティア等と連携・協力して、巡

回相談や家庭訪問を実施し避難所・被災地及び仮設住宅に暮す市民に対し、

食生活自立に向けてのアドバイスを行う。 
健康診査・健康相談 □市は、朝来健康福祉事務所、医師会、協力団体・ボランティア等と連携・協

力し避難所及び仮設住宅等において、巡回相談や家庭訪問による健康診査・

健康相談を実施する。 
□これにより健康不安の解消及び疾病の予防と早期発見を図り、医療機関への

受診勧奨を行う。 
入浴機会の確保 □具体的には、そのつど可能な方法によるが、市内温泉施設、ホテル、旅館な

どのうち、開設可能な施設の提供協力を受け行う。自衛隊の野外入浴セッ

ト、仮設シャワーの設置等については、必要に応じて、タンクローリーによ

る温泉水の補給等により行う。 
保健衛生活動におけ

る連携体制の整備 □市と県は、連携して、発災後迅速に保健衛生活動が行えるよう、災害時の派

遣・受入れが可能となる体制の整備、災害時のマニュアルの整備及び保健師

等に対する研修・訓練の実施等の体制整備に努める。 
 

４ 被災放置された愛玩動物の保護収容 

飼養されていた犬等が放浪することによる市民への危害発生を防止するため、これら動物の保護

収容等の対策については、県（朝来健康福祉事務所）、県獣医師会、動物愛護団体・ボランティア

等と連携・協力して行う。具体的な対策については、動物愛護センター但馬支所、獣医師会及び動

物愛護団体により組織・設置される動物救援本部がそのつど関係機関と協議して決めるが、概ね以

下をめやすとして行う。 
なお、市は、動物救援本部に対し、被災者が同行避難した愛玩動物の避難所における飼養管理が

適切に行われるよう必要な措置を講ずるとともに、必要に応じ、その状況等の情報の提供及び救援

支援要請を行う。 
□放浪動物の保護収容 
□負傷している動物の収容・治療 
□飼養困難な動物の一時保管並びに所有者、新たな飼養者探し 
□その他動物に関する相談の受付 
 

第２ 事前広報の実施等 

 防疫・保健衛生対策の実施に当たっては、「広報やぶ被災者支援情報」、市ホームページ災害専用

サイト、ＣＡＴＶ等により事前広報を行い市民・事業所等の協力を要請する。また、地域局、災害総

合相談窓口等を通じてその趣旨の徹底と被災者の要望の把握に努める。具体的な広報実施に際しては

以下に掲げる点に留意する。 
□避難所等における仮設トイレの衛生的使用の必要性 
□避難所等における手洗の励行 
□生水の飲用に対する注意 
□食中毒の防止のための注意 
□バランスのとれた食事・睡眠による健康の保持の重要性 
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第３ 家畜伝染病の予防、応急対策 

１ 家畜伝染病の予防及びまん延防止対策の実施 

災害発生に伴う家畜伝染病の予防及びまん延防止については、家畜伝染病予防法の規定に基づき、

朝来家畜保健衛生所を主体として、これに産業環境部が協力し、検査、予防注射及び消毒等を実施

する。また、病性鑑定については、朝来家畜保健衛生所が実施する。 
 

２ 鳥インフルエンザ等、重大家畜伝染病対策の実施 

市長は、市内または近隣市町において、高病原性鳥インフルエンザ等の重大家畜伝染病が発生し

たときには、「養父市重大家畜伝染病対策本部設置要綱」に基づき、重大家畜伝染病対策本部を設

置する。 
各部は、速やかに情報を共有するとともに、「養父市重大家畜伝染病対策マニュアル」等に基づ

き、迅速かつ適切な対応を行う。 
なお、患畜等の処分については、「養父市重大家畜伝染病対策マニュアル」等に基づき、安全か

つ適切な処理を行う。  
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第６章 遺体対策計画 

第１節 計画の方針 

第１ とりまとめ責任担当部 

市民生活部 
 

第２ 大規模地震時における遺体対策に関する基本指針 

１ 災害発生直後（発災後 72 時間をめやすとする。）においては、生存者救出を最優先として、行

方不明者の捜索を行う。 

２ 行方不明者の捜索から遺体の火葬までの措置は、発災後７日間以内完了を目標として行う。 

３ 遺体の検案、検視は、各遺体収容場所設置施設内で行う。 

４ 犠牲者への哀悼の意を表するとともに、市民の生活再建を支援・促進する観点から、市民合同

葬を避難所開設期間中に、また、市民合同慰霊祭は避難所閉鎖後２か月以内を目途として、それ

ぞれ行う。 

５ 各部の行う復旧対策との連携、他市町・都道府県・関係機関・団体・関連業者・専門家・ボラ

ンティア並びに市民・事業所等に広く協力を求め、最大限の体制を確保し、迅速に、しかも混乱

を最小限にとどめるよう配慮し行う。 

６ 対策の実施に当たっては、十分な事前広報を実施する。 

 

第３ 対策実施上の時期区分 

時期区分のめやす 手順その他必要事項 

発災直後の緊急措置 

（～７日目） 

□死者・行方不明者の人数の把握 

□要捜索者名簿の作成 

□行方不明者の捜索・遺体の収容・火葬に必要な人員、資機材等並びに処

理のための施設の確保 

□遺体収容場所の開設 

□行方不明者の捜索・遺体収容場所への収容 

□収容された遺体の検案・火葬（期内完了目標） 

□市民・事業所に対する協力要請、広報及び相談受付業務 

避難所開設期間 

（８日目～28 日目） 

□引き続き必要な場合の上記の措置の継続 

□発生後 10 日以内に完了しない場合の延長手続 

□市民合同葬の実施 

□市民・事業所に対する協力要請、広報及び相談受付業務 

□避難所閉鎖以降の対策計画に関する事前広報 

避難所閉鎖以降 

（29 日目～） 

□引き続き必要な場合の上記の措置の継続 

□行方不明者捜索作業の完了時期に関する検討 

□合同慰霊祭の実施に関する計画の検討 

□市民・事業所に対する協力要請、広報及び相談受付業務 
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第２節 計画の内容 

第１ 市各部の役割分担 

名称 手順その他必要な事項 
市民生活部 □要捜索者名簿の作成 

□遺体の検案に関する連絡・調整 
□遺体の収容、埋葬の実施 
□遺体の埋葬手続に必要な事務処理 
□身元不明遺体の警察からの引継ぎと措置 
□行方不明者の捜索及び遺体の収容・埋葬に関する総合調整 

消防団部 □行方不明者及び遺体の捜索 
□遺体の収容並びに搬送に関する協力 

経営企画部 □市民合同葬等の実施 
各部共通 □所管施設及び所管業務に係る協力 
 

第２ 対策実施手順のめやす 

項目 手順その他必要な事項 

捜索依頼・届出の

受付等 

□所在の確認できない市民に関する問合わせや行方不明者の捜索依頼・届出

の受付は、市民生活部が南但馬警察署と連携・協力し行う。 

□届出を受けたときは、行方不明者の住所、氏名、年齢、性別、身長、着衣

その他の特徴について、可能な限り詳細に聴き取り記録する。 

□警察署及び市は、「届出」に関する情報の共有に努める。 

□市は、「届出」のうち避難所記録簿、医療救護班診療記録簿、その他市で

把握する災害規模や被災地の状況に関する情報・安否情報等により生存が

確認されるものを除き「要捜索者リスト」を作成する。 

遺体収容場所の開

設 

□県立八鹿高校体育館等あらかじめ指定する施設内に遺体収容場所を開設す

る。 

□施設には、検視場所、遺体安置場所、遺族待機所を確保する。 

□予定施設以外に開設する場合は、照明設備、水道設備を有する施設とす

る。 

※ 遺体収容場所設置予定施設（第１部第２章第５節「活動拠点の配置計

画」）参照 

捜索の実施及び遺

体の収容 

□捜索活動は、要捜索者リストに基づき消防団部及び関係各部が消防署、警

察、自衛隊その他の関係機関及び地元区長、ボランティア等の協力を得て

行う。 

□捜索活動中に遺体を発見したときは、市本部及び警察に連絡する。 

□遺体は、現地最寄りの遺体収容場所に収容し検視・検案を受ける。検案を

待つ間所要の警戒員を配置し監視を行う。 

□遺体収容時に確認・記録すべき事項 

（□発見者 

（□発見日時 

（□発見場所 

（□発見時の状況 

（□身元確認資料の有無等 

（□身元引受者等の連絡先 

遺体の検視・検案 □発見した遺体の検視・検案は、各遺体収容場所設置施設内において、警

察、市及び県医療救護班又はその他の医師の協力を得て実施する。 

□検案は、死亡診断のほか、洗浄、消毒等の必要な処置を行う。 

□身元不明遺体については、警察が必要な調査を実施できるように協力す

る。 

□検視・検案を終えた遺体に関し警察、地元区長等の協力を得て、身元確認

と身元引受人の発見に努める。 
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項目 手順その他必要な事項 

遺体の安置・保存 □県立八鹿高校体育館等あらかじめ指定する遺体収容場所施設内に遺体安置

場所を確保する。ただし、当該施設内に確保できない場合は天幕等を設置

して代用する。又は市内寺院に対しては、一時安置協力を要請する。 

□市内葬儀業者等の協力を得て、ドライアイス及び納棺用品、仮葬祭用品等

必要な器材を確保するとともに、納棺作業の指導のための要員を確保す

る。なお、不足する場合は、県に対し確保のあっせんを要請する。 

□死体検案書（写し）を引き継ぎ、死体処理票及び遺留品処理票を作成す

る。 

□棺に氏名及び番号を記載した氏名札を添付する。 

□遺族その他より遺体引き受けの申し出があった時は、死体処理票及び遺留

品処理票により整理の上、引き渡す。 

□遺体引受人が見つからない遺体については、本部長（市長）を身元引受人

として、死体火（埋）葬許可証の発行手続をとる。 

埋火葬 □各遺体収容場所内に要員を配置し「火葬相談室」を開設し、遺族との対応

及び埋火葬に関する事務を処理する。 

□引き取り手のない遺体及び遺族等が埋火葬を行うことが困難な場合につい

ては、市で応急措置として埋火葬する。 

□遺体を火葬する場合は、災害死体送付票を作成の上、市火葬場・斎場若し

くは指定された火葬場に送付する。 

□遺体の火葬場への搬送については、民間輸送業者、民間葬祭業者等に依頼

して行う。 

□遺体が多数若しくはその他やむを得ない事情のため、静霊苑で処理できな

いときは、県（朝来健康福祉事務所）に連絡し、近隣府県市町村等の協力

体制の確立を要請する。 

□遺骨、遺留品は包装し、氏名札及び遺留品処理票を添付の上、各庁舎内に

設置する「遺骨遺留品保管所」に一時保管する。 

□家族その他関係者から遺骨、遺留品の引き取り希望のあるときは、遺骨及

び遺留品処理票により整理の上引き渡す。 

□身元不明遺体の遺骨は、遺留品とともに遺骨遺留品保管所に保管する。こ

の場合、１年以内に引取人の判明しないものは身元不明者扱いとして、市

が別に定める場所に移管する。 

市民合同葬等の実

施 

□災害により住宅を失いかつ家族を失った市民の生活再建を支援・促進する

とともに、死者に対する哀悼の意を市・県・国・関係機関並びに市民が共

に表明する場を提供し再建への意志を新たにする観点から、市民合同葬を

避難所開設期間中に行う。 

□市民合同慰霊祭は避難所閉鎖後２か月以内を目途として行う。 

※ 資料５－５ 遺体収容場所の候補施設一覧 
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第７章 廃棄物対策計画 

第１節 し尿処理対策計画 

第１ 計画の方針 

１ とりまとめ責任担当部 

まち整備部 
 

２ 大規模地震時におけるし尿処理対策に関する基本指針 

(1) 下水道整備区域において、通水機能が確保される場合は、流下用の水を確保することによって

水洗トイレ（下水道機能）を有効に活用する。 

(2) 上記の措置が困難な区域については、仮設トイレの設置により収集する。 

(3) し尿の処理対策の実施に当たっては、避難所・公立八鹿病院・要配慮者救援施設その他拠点施

設から排出される「し尿」並びにその他の「仮設トイレ」からの収集を最優先する。 

(4) 仮設トイレ、バキュームカーその他の収集用資機材並びに処理場等の確保については、収集業

務委託業者の全面的な協力を得るとともに県を通じて広域的な応援体制の確立により対処する。 

(5) 対策の実施に当たっては、十分な事前広報を実施する。 

 

３ 対策実施上の時期区分のめやす 

時期区分のめやす 手順その他必要事項 

発災直後の緊急措置 

（～７日目） 

□し尿の要収集施設・場所、量等の把握 

□防疫対策上緊急を要する応急措置 

□仮設トイレの補充確保及び設置 

□バキュームカーの補充確保 

□被災地域及び避難所等拠点施設における重点対策 

（□避難所・医療対策施設・要配慮者救援施設等拠点施設からの収集 

（□その他被害甚大な地域等の仮設トイレからの収集 

□衛生公園及び各浄化センターにおけるし尿処理 

□周辺市町処理施設におけるし尿の応援処理 

□広域的体制によるし尿の応援処理 

□市民・事業所に対する広報 

避難所開設期間 

（８日目～28 日目） 

□引き続き必要な上記措置の継続 

□仮設トイレの消毒（週１回程度をめやすとする。） 

□仮設トイレの使用状況点検、下水道復旧状況等に応じた撤去・縮小 

□汲取地域からのし尿の収集 

□平常時収集・処理体制への移行 

 

第２ 計画の内容 

１ 市各部の役割分担 

名称 手順その他必要な事項 
まち整備部 □し尿の収集・処理対策の実施 

□衛生公園・各浄化センターによる「し尿」処理 
□下水道を利用した「し尿」処理 
□仮設トイレの設置、管理のとりまとめ 

各部共通 □所管施設及び所管業務に係る「し尿」処理対策に関する協力 
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２ 対策実施手順のめやす 

し尿処理対策の実施手順のめやすは、以下のとおりとする。 
なお、避難所等の仮設トイレの必要数及びし尿の収集・処理見込みに関する情報の収集・連絡、

し尿処理施設の被害状況と稼働見込の把握、仮設トイレの管理に要する消毒剤等の準備及び確保、

収集・処理能力が不足する場合の県等への応援要請については、発災後 24 時間以内に実施する。 

(1) 仮設トイレの設置 

区分 仮設トイレ設置のめやす 
設置すべき場所 □避難所（避難所内でトイレが不足又は使用不可能な場合） 

□その他被災者を収容する施設 
□公立八鹿病院、物資集配拠点、仮置場等救援対策活動拠点施設 
□中層集合住宅、住宅密集地及びホテル・旅館等観光客滞在施設 

設置期間 □上下水道施設復旧など、その必要がないと認めるときまで 
(2) 初期における重点収集・処理の実施 

項目 手順その他必要な事項 
重点収集 □避難所・公立八鹿病院・要配慮者救援施設その他拠点施設を最優先で収集す

る。 
緊急的な処理 □衛生公園及び各浄化センターに搬入して処理する。 

□下水道管路・ポンプ場等排水施設の処理機能が確認された場合は、収集時に最

寄りの汚水マンホール等から直接投入する。 
(3) 第二次処理対策の実施 

項目 手順その他必要な事項 
し尿収集の実施 □汲取地域について、収集を開始する。 

□交通渋滞の要因となることのないよう、周辺市町の協力を得て、収集地域区分

ごとに臨時の搬入先処理場を指定し行う。 
□下水道管路・ポンプ場等の排水施設の処理機能が確認された場合は、収集時に

最寄りの汚水マンホール等から直接投入する。 
仮設トイレの撤

去・縮小 □水洗トイレの復旧状況、仮設トイレの利用状況等に関して、関係各部からの情

報連絡、巡回点検活動により把握し段階的に仮設トイレの撤去・縮小を行う。 
□関係各部・機関への通報及び市民に対する事前広報を十分に行う。 

平常時収集・処理

体制への移行 □施設等の復旧状況により、関係各部及び各防災関係機関と協議して、平常時収

集・処理体制への移行手順について、検討する。 
□関係各部・機関への通報及び市民に対する事前広報を十分に行う。 

 

３ 事前広報の実施 

し尿処理対策の実施に当たっては、「広報やぶ被災者支援情報」、市ホームページ災害専用サイ

ト、ＣＡＴＶ等を通じて事前に市民・事業所等の協力を要請する。また、各地域局、災害総合相談

窓口等を通じてその趣旨の徹底と被災者の要望の把握に努める。具体的な広報実施に際しては以下

に掲げる点に留意する。 
□被害軽微な汲取地域に対する収集一時中止措置の必要性 
□仮設トイレ利用上の留意事項 
□平常時収集体制への移行に関する見通し 
※ 資料５－４ ごみ・し尿等処理施設の現況 
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第２節 ごみ・災害廃棄物等処理対策計画 

第１ 計画の方針 

１ とりまとめ責任担当部 

産業環境部 
 

２ 大規模地震時におけるごみ・災害廃棄物等処理に関する基本指針 

(1) 生ごみ、医療廃棄物、緊急輸送道路の安全な交通機能確保のために必要な限度における道路上

の「堆積ごみ」等緊急に収集・処理すべき「ごみ」を最優先で収集する。処理に当たっては、一

般家庭、事業所からの廃棄物は一般ごみとして最終処分場等で処分し、道路、農地の土砂や漂着

ごみはそれぞれの管理者が処分する。 

(2) 生活ごみ等仮置場を設置する方が効率のよい場合は、公共の広場に設定する。 

(3) 甚大な被災地及び避難所・医療対策拠点施設、要配慮者救援施設等拠点施設を最優先で収集す

る。 

(4) 有害ごみの収集・処理は、排出源における分別と安全管理を徹底するとともに、県・国の協力

を得て行う。 

(5) 建築物の解体によって発生したガレキ（コンクリート、瓦、その他）は、産業廃棄物として解

体事業者が処分する。その際、可能な限り分別・減量・再利用を徹底・指導する。 

(6) 収集・搬出・中間処理（分別・減量・再利用）及び最終処分場への搬出の各場面において、

県・国・民間廃棄物関係業者・団体の全面的協力を得る。 

(7) 収集・処理対策実施上、「分別」が重要となるため、市民、事業者に対しては排出方法その他

必要な事項について事前広報を徹底し協力を求める。 

(8) 災害により一時的に大量に発生した生活ごみや粗大ごみについては、遅くとも３～４日以内に

収集を開始し、７～10 日以内に収集を完了することを目標とする。 

(9) 災害廃棄物に関する情報及び災害廃棄物処理支援ネットワーク（Ｄ.Ｗａｓｔｅ－Ｎｅｔ）や地

域ブロック協議会の取組み等に関して、ホームページ等において公開するなど、周知に努める。 

(10) ボランティア、ＮＰＯ等の支援を得て災害廃棄物等の処理を進める場合には、社会福祉協議

会、ＮＰＯ等と連携し、作業実施地区や作業内容を調整・分担するなどして、効率的に災害廃棄

物等の搬出を行う。 

(11) 適切な管理のなされていない空き家等に対し、緊急に安全を確保するための必要最小限の措置

として、必要に応じて、外壁等の飛散のおそれのある部分や、応急措置の支障となる空き家等の

全部又は一部の除却等の措置を行う。 

 

３ 対策実施上の時期区分のめやす 

時期区分のめやす 手順その他必要事項 

発災直後の緊急措置 

（～７日目） 

□ごみ等の発生状況（要収集地域・施設・場所、量、質等）の把握 

□災害廃棄物処理の必要性（要収集地域・施設・場所、量、質等）の把握及

び県（農政環境部環境管理局）への連絡 

□防疫対策上緊急を要する応急措置 

□緊急輸送道路上の堆積物のうち、安全な通行を確保するため必要な限度に

おける収集・搬出措置 

□有害ごみ発生状況の把握及び当面の危険防止措置 

□その他被災地域及び拠点施設における重点対策 

（□避難所・医療施設・要配慮者専用施設その他拠点施設からの収集 

（□被災地放置ごみの収集 

□仮置場における分別・仮置処理 

□南但クリーンセンターにおける中間処理 

□周辺市町処理施設による応援処理 

□仮置場における中間処理 

□広域的支援、産業廃棄物処理許可業者等による中間処理及び最終処分 

□市民・事業所に対するごみ・災害廃棄物分別・排出抑制等の協力要請並び

にその他応急収集計画に関する広報 
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時期区分のめやす 手順その他必要事項 

避難所開設期間 

（８日目～28 日目） 

□引き続き必要な上記措置の継続 

□全市域を対象とする応急的収集・処理対策 

□有害ごみに対する安全対策上必要な措置 

避難所閉鎖以降 

（29 日目～） 

□引き続き必要な上記措置の継続 

□平常時収集体制への移行 

□災害廃棄物処理処分計画の検討及び体制の確立  
第２ 計画の内容 

１ 市各部の役割分担 

名称 手順その他必要な事項 
産業環境部 □ごみ・災害廃棄物等収集・処理対策の実施 

□仮置場の確保 
□空き家の除却等 
□県（農政環境部環境管理局）との連絡・調整 
（□災害廃棄物処理の必要性のある場合の連絡 
（□ごみ・災害廃棄物等の最終処分までの処理ルートが確保できない場合の

支援要請 
□各部、関係機関・団体等とのごみ・災害廃棄物等収集・処理対策に関する

連絡・調整 
まち整備部 □仮置場の確保に関する協力 

□空き家の除却等に関する協力 
各部共通 □所管施設及び所管業務に係るごみ・災害廃棄物等収集・処理対策に関する

協力 
 

２ 対策実施手順のめやす 

(1) 第１次収集・処理対策の実施 

項目 手順その他必要事項 
産業環境部内にごみ・

災害廃棄物等処理各専

任担当班編成 □ガレキ処理班：被災建築物、道路上障害物等災害廃棄物の収集・処理 
□清掃班：生活ごみ、粗大ごみの収集・処理 
□有害ごみ班：医療廃棄物、事業所排出有害ゴミ等の収集・処理 

仮置場の設置 □仮置場は、公共の広場等の空地に複数確保する。搬出動線の簡略化、車両

の効率的運用の観点から市域をいくつかの区域に区分し各地域内で発生し

た、災害廃棄物等の受入れを行う。 
生ごみ等腐敗しやすい

廃棄物の収集・処理 □委託業者等の協力を得て、最優先で収集・搬送の体制を確立し南但クリー

ンセンターへ搬送し焼却処理する。 
□施設破損等により市施設のみで処理困難な場合は、周辺市町・処理業者等

に協力を要請の上、搬送する。 
□収集できずに空地等に置かれたごみについては、必要に応じて定期的な消

毒を行う。 
その他の「燃えるご

み」及び「燃えないご

み」の収集・処理 □いったん仮置場又は市クリーンセンターに搬送し分別・仮置の上、状況に

応じて、漸次南但クリーンセンターに搬送し適切に処理する。 
災害廃棄物等の収集・

処理 □分別の厳守その他基本指針の徹底を図るため、各区域を単位として、解

体・修理等事業者（可能な限り単独企業体）へ作業委託する。 
□原則として、各現場において、「木質系」「コンクリート系」「金属系」

の分別を行うよう指導・監視に努める。 
□仮置場は、火災対策を講ずる。また、定期的な消毒を行う。 
□不燃物処理場において破砕処理し、可能な限りリサイクル利用に努める。 

医療廃棄物の収集・処理 □専門業者等の協力による車両を適宜配車して、収集の上適切に処理する。 
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項目 手順その他必要事項 
路上又は農地放置等廃

棄物の収集・処理 □道路又は農地等に漂着若しくは放置された廃棄物は、それぞれの管理者が

関係各部・機関、応援市町・委託業者等の協力による車両を適宜配車し

て、仮置場まで収集・搬送する。 
(2) 第２次収集・処理対策の実施 

項目 手順その他必要事項 

仮置場における減量

化、分別回収処理 

□仮置場において、必要に応じて中間処理のための設備（破砕機・金属磁選

機等）を設置し、可能な限り減量化を図る。 

□仮置場において、可能な限り資源の分別回収に努め、リサイクル業者に対

し買取・搬送の協力を求める。 

処理業者等への協力要請 □施設破損等により市のみで処理困難な場合は、「兵庫県災害廃棄物処理の

相互応援に関する協定」等に基づき、周辺市町・処理業者等に協力を要請

の上搬送する。 

□全国産業廃棄物連合会等をはじめ民間廃棄物処理許可業者等の協力を得

て、搬送し適切に処理する。 

□県内市町等による応援が困難な場合は、（公財）ひょうご環境創造協会の

活用または県に処理に関する事務委託を行う。 

最終処分 □焼却灰を含め埋め立て最終処分については県に協力を要請し適切に処理す

る。 

□災害廃棄物等については、災害発生後、概ね２年以内の最終処分を目指

し、最長でも３年以内に最終処分が完了するよう、適宜県・国と協議し、

速やかに処理を行う。 

 

３ 事前広報の実施 

ごみ・災害廃棄物等処理対策の実施に当たっては、「広報やぶ被災者支援情報」、市ホームペー

ジ災害専用サイト、ＣＡＴＶ等を通じて事前に市民・事業所等の協力を要請する。また、各地域局、

災害総合相談窓口等を通じてその趣旨の徹底と被災者の要望の把握に努める。具体的な広報実施に

際しては以下に掲げる点に留意する。 
□避難所等救援対策施設、被害の甚大な地域を最優先することへの理解の要請 
□被害軽微地域に対する収集一時中止措置の必要性 
□分別排出と排出抑制の協力要請 
□各地域の収集日の区別の徹底 
□有害・危険廃棄物等の分別の徹底及び適正処理の遵守 
（例えば、使用済のカセットボンベの「使いきりの確認」、「分別」の徹底、適正処理困難物（タイ

ヤ・廃油・消火器等）の混入禁止など） 
□粗大ごみは、直接最終処分場へ持込むものとし、地域局又は市民生活部を通じた減免申請書の記入

提出方式によること 
□平常時収集体制への移行に関する見通し 
※ 資料５－４ ごみ・し尿等処理施設の現況 
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第８章 環境対策計画 

第１節 計画の方針 

第１ とりまとめ責任担当部 
産業環境部 

 

第２ 大規模地震時における環境保全対策に関する基本指針 

１ 水道取水施設周辺の有害物質（大気汚染防止法及び水質汚濁防止法に規定されているもの）等取

扱事業所及び燃料等貯蔵施設の破損による二次災害防止措置を最優先で実施する。 
２ 対策全般を通じて、甚大な被災地及び主要工場・事業場に関する措置を優先して実施する。 
３ 市民・中小事業者を含めて有害物質発生排出源における危険防止のための応急措置の実施、市及

び関係機関への早期通報、分別その他の安全管理措置等の実施を徹底する。 
４ 県は、市と協力して、被災により損壊した建築物の解体撤去工事において生じる、粉じんや石綿

の飛散を防止するため、建築物の損壊状況実態調査の情報をもとに、当該建築物等の所有者及び解

体工事事業者等に対し、粉じんや石綿の飛散防止等環境保全対策を実施するよう指導する。 
５ 各部の行う復旧対策との連携、他市町・都道府県・関係機関・団体・関連事業者・専門家・ボラ

ンティア並びに市民・事業所等に広く協力を求め最大限の体制を確保し、迅速かつ混乱を最小限に

とどめるよう配慮し行う。 
６ 対策の実施に当たっては、十分な事前広報を実施する。 
 

第３ 対策実施上の時期区分のめやす 

時期区分のめやす 手順その他必要事項 

発災直後の緊急措置 

（～７日目） 

□有害物質等取扱事業所における被害状況等の把握 

（□主要工場・事業場に対する緊急ヒアリング調査 

（□必要な場合における応急措置の指示 

 （除去、規制、周辺地域住民への周知等） 

□燃料等貯蔵施設の被害状況の把握 

（□公共用水域及び地下水への影響調査 

（□必要な場合における応急的汚染防止措置 

□建築物の損壊状況実態調査の実施 

□建築物等の解体、ごみ・災害廃棄物等処理状況の把握 

□環境汚染防止措置の指導 

（□アスベスト飛散防止のために必要な措置 

（□その他粉塵の飛散防止のために必要な措置 

（□オゾン対策、ダイオキシン対策、特に野焼禁止の徹底 

（□有害物質の分別・安全管理の徹底 

□市民・事業所に対する環境保全に関する広報及び苦情等相談受付事務 

第１次対策実施期間 

（８日目～14 日目） 

□有害物質等取扱事業所における二次災害防止対策 

（□原因工場・事業場に対する防止対策及び管理指導 

（□公共用水域及び地下水の汚染追跡調査 

□その他上記措置の継続 

第２次対策実施期間 

（15 日目～） 

□有害物質等取扱事業所における二次災害防止対策 

（□汚染状況等詳細調査の実施 

 （汚染範囲の特定、汚染物質除去計画の検討） 

（□汚染地域の拡大防止措置 

 （除去、地下水の飲料禁止、浄化措置等） 

□大気汚染調査、水質汚濁調査の定期的実施 

□その他上記措置の継続 
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第２節 計画の内容 

第１ 市各部の役割分担 

名称区分 手順その他必要な事項 
産業環境部 □環境保全対策の実施 

□環境保全対策に関する連絡・調整 
まち整備部 □水道取水施設の安全管理 

□道路上の障害物除去に伴う適正処理に関する協力 
□建築物解体に伴う適正処理に関する協力 
□公共用水域及び地下水の環境保全に関する協力 

各部共通 □所管施設及び所管業務に係る環境保全対策に関する協力 
 

第２ 対策実施手順のめやす 

１ 有害物質に係る二次災害防止対策 

項目 手順その他必要事項 
緊急汚染源調査 □被災により有害物質が漏洩した場合、大きな環境汚染のおそれがある主要工

場については、地震発生後できる限り速やかに電話、現地調査その他の方法

により緊急ヒアリングを行う。 
□必要に応じて適切な措置を講ずるよう指導する。 

被災状況調査及び緊

急現地調査 □被災地域を中心として、有害物質を取り扱う工場、事業場をリストアップ

し、被災状況を把握するためアンケート調査を実施する。 
□そのうち主要な工場に対しては、緊急現地調査を行い、被害状況を把握する

とともに、環境汚染に対する二次災害防止について技術指導を行う。 
公共用水域及び地下

水の監視 □水道施設、温泉施設と密接な関係があることから上水道取水施設周辺水域及

び温泉水源井戸の確保を最重要として監視する。 
□簡易専用井戸の被害状況把握及び水質検査を行い、その結果から汚濁井戸を

把握し必要な対策を講ずる。 
 

２ 建築物の被災若しくは解体に伴う対策 

項目 手順その他必要事項 
粉塵飛散防止対策 □工事現場においては、シートでカバーする。 

□水を確保し解体作業時に散水を必ず行う。 
アスベスト飛散防

止対策 □解体・撤去工事を行う元請事業者は、当該建築物が吹付けアスベストを使用

している可能性のある建築物であるか否かをあらかじめ確認する。 
□吹付けアスベストを使用している可能性のある建築物については、工事着手

前に吹付けアスベストの使用の有無等について、現地調査を実施する。 
□調査の結果、使用していることが判明したもの及び使用していないことが確

認できない場合は、市に報告する。 
□吹付けアスベスト使用建築物、又は吹付けアスベストの使用の有無が確認で

きない建築物については、次の対策を講ずる。 
□事前に除去できる場合については、事前に除去する等飛散防止対策を実施す

る。 
□事前に除去できない場合及び使用の有無が確認できない場合については、薬

剤の散布による固化又は散水を実施する。 
□全壊建物で飛散のおそれがある場合は、直ちにシートによる囲い込みを行

う。 
□吹付けアスベスト使用建築物、又は吹付けアスベストの使用の有無が確認で

きない建築物について、解体・撤去工事が完了したときは、市に報告する。 



第２編 第３部 第８章 環境対策計画 

 応復－326 

項目 手順その他必要事項 
災害廃棄物等の搬

出時の飛散防止対

策 □災害廃棄物等の搬出を行う元請け事業者は、必要に応じて運搬時に荷台シー

トカバーをかぶせる。 
□その他必要な措置を講ずる。 

 

３ 大気・水の監視 

大規模災害が発生した場合における環境調査については、そのつど国・県・関係機関等と協議し

て決める。 
 

第３ 事前広報等の実施 

 環境保全対策の実施に当たっては、「広報やぶ被災者支援情報」、市ホームページ災害専用サイト、

ＣＡＴＶ等を通じて事前に市民・事業所等の協力を要請する。また、各地域局、災害総合相談窓口等

を通じてその趣旨の徹底と被災者の要望の把握に努める。具体的な広報実施に際しては、以下に掲げ

る点に留意する。 
□環境汚染のおそれがある箇所に関する情報の市本部への提供 
□できるだけ解体工事現場等の粉じんの発生する場所には近付かないこと 
□手洗・うがいの励行 
□防じんマスク着用の呼びかけ 
□その他環境汚染のおそれがある箇所に関する留意事項  
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第９章 上下水道施設応急対策計画 

第１節 計画の方針 

第１ とりまとめ責任担当部 

まち整備部 

 

第２ 上下水道施設の応急対策に関する基本指針 

１ 初期消火の重要性を考慮し、「水道」については、消火栓使用が可能となるよう、地震発生直後

相当の時間に関し供給を継続する。 

２ 被害甚大地域に関する情報収集は、所管の如何によらず、各部が協力・連携し「被災概要」の早

期把握に努める。なお、県は、情報収集で得た航空写真・画像等については、ライフライン施設の

被害状況の早期把握のため、ライフライン事業者等の要望に応じて、情報提供に努めることとなっ

ている。 

３ 復旧は、学校、病院、避難所などの施設から優先的に行うとともに、被害の少ない地域から順次

行い早期復旧に努める。 

４ まち整備部は、市ホームページ、ＣＡＴＶ、並びに報道機関等を通じて、施設の被災状況、復旧

見込み及び応急給水・仮設トイレの設置等代替サービスの実施等必要な情報提供を行うとともに、

各部、他市町・県・関係機関の行う応急対策との連携、市民・事業所等への協力要請により、混乱

を最小限にとどめるよう努める。 

５ 農業集落排水処理施設及び浄化センターについては、まち整備部が下水道施設に準じて応急対策

の実施にあたる。 

 

第３ 対策実施上の時期区分のめやす 

時期区分のめやす 手順その他必要事項 

発災直後の緊急措置 

（～当日相当時間） 

□消火栓使用が可能となるよう水道の火災発生地域への供給の継続並びに必

要な応急措置 

□下水道施設の使用継続並びに必要な応急措置 

□地域分担に基づく「被災概要」の早期把握 

□詳細調査、早期復旧のために必要な体制の確立 

□その他早期復旧のために必要な応援・協力の要請 

避難所開設期間 

（～28 日目） 

□被災地域向代替サービスの供給 

□基本指針に基づく応急復旧の実施 

 （応急復旧のめやす） 

 ※水 道 … 期間中に応急復旧完了 

 ※下水道 … 期間中に応急通水完了 

□上下水道施設の復旧見込み、応急給水に関する広報活動並びに相談業務 

避難所閉鎖以降 

（29 日目～） 

□本復旧計画の検討並びに実施 

□上下水道施設の本復旧計画等に関する広報活動並びに相談業務 

 

第４ 災害時ライフライン対策実施体制の確立 

１ 市防災会議 

災害時におけるライフライン対策の効率的かつ安全な復旧が進展するよう、必要に応じて市防災

会議を開催する。 
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２ ライフライン施設対策関係機関等連絡協議会 

ライフライン施設応急復旧に係る二次災害発生の未然防止、「区域」としてのトータルな復旧の

実施等を推進するため必要と認めるときは、各事業者実務担当者並びに警察署、道路管理者等を構

成メンバーとしてライフライン施設対策関係機関等連絡協議会を本庁舎内に設置する。事務局業務

は、危機管理室本部情報班が行う。 

 

第２節 上水道施設応急対策計画 

第１ 応急活動体制 

１ 応急活動体制 

大規模地震発生時及び南海トラフ地震等地震発生のおそれがある場合には、まち整備部内に応急

活動体制を指令し、本部と密接な連絡を保ちながら応急活動に対処する。 

 

２ 被害状況の収集及び伝達 

取水、導水、浄水、送水、配水の各施設についての被害状況を早急に調査し、被害の全体像の迅

速な把握に努める。有線による通信連絡が不可能な場合は、携帯電話、防災行政無線、伝令派遣そ

の他による。とりまとめた被害状況は、本部長に報告するとともに、関係各部、南但消防本部、但

馬県民局、警察署等関係機関に迅速に伝達する。 

 

３ 動員体制 

発災時における応急給水及び応急復旧に従事する必要人員の確保を図るため、以下のとおり動員

体制を確立する。 

(1) 全職員は、周囲の状況から判断し水道施設に多大の被害が発生し、若しくは発生するおそれの

ある場合は、自主的に参集する。 

(2) 交通機関が途絶した場合、職員は、徒歩、自転車、バイク等により可能な限り現所属又は最寄

りのまち整備部の施設に参集する。 

(3) 最寄りのまち整備部の施設に参集した職員は、当該施設長の指揮命令を受ける。災害初期にお

いて、施設長が不在の場合の指揮命令は、参集した職員のうち管理職又は上席の職員がこれにあ

たる。施設の参集職員に不均衡が生じたときは、まち整備部長の指示に基づき職員を移動させ

る。 

 

４ 応援体制 

まち整備部職員及び保有資機材等で対応が困難な場合は、県、隣接市町（水道事業者）及び関係

会社等に協力を要請し、発災時の応援確保に努める。 

 

５ 災害広報 

まち整備部は、市各部及び県と連携し、上水道にかかわる各施設の被災状況及び復旧見込みにつ

いて、地域住民に広報し、社会混乱を未然に防止するようにする。 
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第２ 応急復旧体制 

１ 基本方針 

(1) 応急復旧は、原則としてまち整備部職員の監督のもとで施工業者によって行う。 

(2) 水源施設・浄水場施設等の基幹施設の復旧を最優先で行い、逐次末端施設の復旧を行う。 

(3) 配水管路及び給水装置の復旧順位は、送水管と配水管を最優先し、次に配水小管へと適切な情

報把握と実情に即した判断のもとに配水調整を行い、断水区域を限定した上で応急復旧を実施す

る。 

(4) 本復旧が困難なときは、応急復旧を実施し、飲料水の早期供給に努める。 

(5) 応急復旧作業は昼夜兼行で行い、災害発生の日から７日以内若しくは避難所開設期間内に完了

させる。 

 

２ 復旧活動のあらまし 

(1) 把握した被害状況を基に、所要資機材、復旧工程等を策定した復旧計画を確立する。 

(2) 復旧計画に基づいて、復旧資材の手配等の出動準備を行う。 

(3) 施工業者に出動要請を行う。ただし、宅地内給水装置の応急復旧は、原則として給水装置の所

有者等から修繕依頼があったものについて、指定工事店等の協力により行う。 

(4) 応急復旧は、次により行うほか、別に定める復旧要領に基づいて行う。 

ア 応急復旧は本復旧（原形復旧）を原則とし、これが困難なときは、施工容易な資材等をもっ

て仮配管等による仮復旧とする。 

イ 施工に当たっては、作業の難易、能力及び復旧資材の有無等を勘案し、最も早期に復旧可能

な方法を選定する。 

ウ 施設の機能に重大な影響を及ぼす被害の復旧を優先して行い、通水に支障のない漏水等の軽

微な被害は二次的に扱う。 

エ 応急復旧完了後直ちに充水又は試運転を行い、洗浄及び消毒を行って速やかに通水する。 

(5) 仮復旧による応急復旧完了後は、施工可能な区域から原形復旧を実施する。 

 

第３節 下水道施設応急対策計画 

第１ 応急活動体制 

１ 応急活動体制 

第２節「上水道施設応急対策計画」を準用し行う。 

 

２ 被害状況の収集及び伝達 

地震災害の発生時に、管渠・ポンプ場・処理場の各施設についての被害状況を早急に調査し、被

害の全体像の迅速な把握に努める。有線による通信連絡が不可能な場合は、携帯電話、防災行政無

線、伝令派遣その他による。とりまとめた被害状況は、本部長に報告するとともに、関係各部、南

但消防本部、但馬県民局、警察署等関係機関に迅速に伝達する。 

 

３ 災害広報 

まち整備部は、市各部及び県と連携し、下水道にかかわる各施設の被災状況及び復旧見込みにつ

いて、地域住民に広報し、利用者の生活排水に関する不安解消に努めるとともに、応急復旧工事が

完了するまで、水洗トイレ等の使用を停止するように周知する。 
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第２ 管渠の応急措置 

１ 下水管渠の被害に対しては、とりあえず汚水の疎通に支障のないように移動式ポンプを配置して

排水に努めるとともに、迅速に管渠の応急復旧措置を講じる。 

２ 幹線の被害は、相当広範囲にわたる排水機能の停止をまねくおそれがあるので、原則として応急

復旧を行い、本復旧の方針をたてる。 

３ 枝線の被害については、直接本復旧を行う。 

４ 多量の塵芥等により管渠の閉塞又は流下が阻害されないよう、マンホール、雨水桝等で流入防止

等の応急措置を行い、排水の円滑を図る。 

５ 工事施工中の箇所においては、工事請負人に対して、被害を最小限にとどめるよう指揮監督する

とともに、状況に応じて、現場要員、資機材の補給を行わせるものとする。 

 

第３ 下水処理場・ポンプ場等の応急措置 

１ 下水処理場・ポンプ場等が停電した場合は、直ちに自家発電装置に切り替え、下水処理・下水排

除に万全を期する。 

２ 下水道施設に浸水をきたした場合には、土のう等により浸水を阻止し、破損箇所の応急修理を行

い、下水処理・下水排除に万全を期する。 

 

第４ 農業集落排水処理施設及び浄化センター 

下水道施設に準じて行う。 
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第 10 章 通信・電力施設応急対策計画 

第１節 計画の方針 

第１ とりまとめ責任担当部 

経営企画部（通信・電力施設応急対策に関する市各部調整業務等のとりまとめ） 

 

第２ 大規模地震時における通信・電力、放送施設の応急対策に関する基本指針 

１ 応急対策実施上有用であるが、被害拡大要因ともなり得る電力については、送電停止等適切な危

険予防措置を講ずる。また、通電再開に当たっては、二次災害防止に努める。 

２ 電話については、地震の発生した時間帯により即電話輻輳が想定されにくい場合は、直後１～２

時間は発信規制を行わず、防災機関への通報を確保する。 

３ 被害甚大地域に関する情報収集は、所管の如何によらず、各施設管理者が協力・連携し「被災概

要」の早期把握に努める。なお、県は、情報収集で得た航空写真・画像等については、ライフライ

ン施設の被害状況の早期把握のため、ライフライン事業者等の要望に応じて、情報提供に努めるこ

ととなっている。 

４ 電力の復旧は、災害状況、各設備の被害状況、各設備の被害復旧の難易度を勘案し、供給上復旧

効果の最も大きいものから復旧することを基本とする。なお、必要に応じ市と連携し、病院、交

通、通信、報道機関、水道、ガス、官公庁等の公共機関、避難所、その他重要施設の復旧を優先す

る。 

５ 復旧は、供給・処理施設から需要家・末端施設へ向けて行う。 

６ 復旧再開に当たっては、復旧によるサービス再開に伴う連携に配慮するとともに可能な限りトータ

ルなサービスの復旧を実現するよう各ライフライン機関が相互の連携・協力体制を確立する。 

７ 市、県等行政機関並びに各ライフライン機関は、連携・協力して代替サービスの供給を行う。 

８ 市は、市ホームページ、ＣＡＴＶ等を通じて通信・電力施設の被災状況、復旧状況等必要な情報

提供を行うとともに、各部、他市町・県・関係機関の行う応急対策との連携、市民・事業所等への

協力要請により、混乱を最小限にとどめるよう努める。 

 

第３ 大規模地震時における対策実施上の時期区分のめやす 

時期区分のめやす 手順その他必要事項 

発災直後の緊急措置 

（～当日相当時間） 

□電気の被害甚大地域への供給停止措置 

□電話の「緊急連絡機能」確保のために必要な措置 

□地域分担に基づく「被災概要」の早期把握 

□詳細調査、早期復旧のために必要な体制の確立 

□その他早期復旧のために必要な応援・協力の要請 

避難所開設期間 

（～28 日目） 

□被災地域向代替サービスの供給 

□基本指針に基づく応急復旧の実施 

 （応急復旧のめやす） 

※電 話 … ７日目までに応急復旧完了 

□通信施設・電気施設に関する広報活動並びに相談業務 

避難所閉鎖以降 

（29 日目～） 

□必要な場合の被災地域向代替サービスの供給継続 

□基本指針に基づく応急復旧の実施 

□本復旧計画の検討並びに実施 

□通信施設・電気施設に関する広報活動並びに相談業務 
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第４ 災害時ライフライン対策実施体制の確立 

１ 市防災会議 

災害時におけるライフライン対策の効率的かつ安全な復旧が進展するよう必要に応じて、市防災

会議を開催する。 

 

２ ライフライン施設対策関係機関等連絡協議会 

ライフライン施設応急復旧に係る二次災害発生の未然防止、「区域」としてのトータルな復旧の

実施等を推進するため必要と認めるときは、各事業者実務担当者並びに警察署、道路管理者等を構

成メンバーとしてライフライン施設対策関係機関等連絡協議会を本庁舎内に設置する。事務局業務

は危機管理室本部情報班が行う。 

 

第２節 通信施設応急対策計画 

第１ 西日本電信電話㈱、㈱ＮＴＴドコモ関西支社、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ㈱の

計画 

 

１ 災害発生直後の対応 

区分 あらまし 

被害状況の把握 □設備の被害状況の把握 

□復旧に必要な資材、要員の確保 

防護措置 □設備被害の拡大を防止するため、必要な防護措置の実施 

 

２ 復旧作業にいたるまでの対応 

区分 あらまし 

通信の途絶の解

消と通信の確保 

□災害により設備に大きな被害を被った場合、一次応急措置として衛星通信・無線

機を主体とした復旧を行う。 

□一次応急措置完了後は、線路設備を主体とした二次応急措置として、通信の途絶

の解消と重要通信を確保するため、次の措置を講ずることとする。 

（□自家発電装置、移動電源車等による通信用電源の確保 

（□衛星通信・各種無線機による伝送路及び回線の作成 

（□電話回線網に対する切替措置、伝送路切換装置等の実施 

（□応急復旧ケーブル等による臨時伝送路、臨時回線の作成 

（□非常用可搬形ディジタル交換装置の運用 

（□臨時・特設公衆電話の設置 

（□停電時における公衆電話の無料化 

通信の混乱防止 □災害の発生に伴い、全国各地から一時的に集中する問合せや見舞いの電話の殺到

により交換機が異常輻輳に陥り、重要通信の疎通ができなくなるのを防止するた

め、一般からの通信を下記により規制し、110 番、119 番、災害救助活動に関係

する国又は地方公共団体等の重要通信及び街頭公衆電話の疎通を確保することと

する。 

（□通信の利用状況を監視し、利用制限、通話時分の制限の実施 

（□非常、緊急電話及び非常、緊急電報の疎通ルートを確保し、他の通話に優先し

た取扱いの実施 

（□「災害用伝言ダイヤル（１７１）」及び「災害用伝言板（ｗｅｂ１７１）」で

の輻輳緩和の実施 
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第２ ＫＤＤＩ㈱の計画 

 

区分 あらまし 

情報収集及び被

害状況の把握 

□災害状況の情報収集と、通信設備の被害状況を把握するとともに、社内関係部門

及び社外防災関係機関（総務省、内閣府等）との連絡調整を行い、必要な措置を

実施することとする。 

準備警戒 □災害予報が発せられた場合等において、通信の疎通に重大な支障を及ぼす事態が

予想される場合は、その状況に応じ緊急連絡用設備等の運用に必要な措置、異常

事態の発生に備えた監視要員の配置、防災上必要な要員の待機、災害対策用機器

の点検と出動準備、電源設備に対する必要な措置、伝送路の代替設定の準備、他

の中央局における代替運用の準備等の準備警戒措置をとる。 

防災に関する組織 □災害・被害の規模により、応急復旧措置を組織的、統一的かつ緊急に実施するた

め、本社に災害対策本部、神戸支店に災害対策現地対策部を設置することとす

る。同本部及び現地対策部は、あらかじめ定められた災害対策要員を招集し、被

害状況、通信の疎通状況等の情報連絡、通信の疎通確保、設備の復旧、広報活動

その他の災害対策に関する業務策を行うこととする。 

通信の非常疎通

措置 

□災害に際し、通信の疎通に重大な支障を及ぼす事態が生じたときは、臨時回線の

設定、災害対策用設備等の運用等により臨機の措置をとるとともに関係電気通信

事業者に必要な協力を要請し、重要な通信の確保を図る。 

□通信の疎通が著しく困難となり、重要な通信を確保するため必要があるときは、

電気通信事業法第８条第２項及び電気通信事業法施行規則第 56 条の定めるとこ

ろにより、利用制限等の措置をとる。 

設備の応急復旧 □被災した通信設備等の応急復旧工事は、他の一般の諸工事に優先して、速やかに

実施する。 

 

第３ ソフトバンク㈱の計画 

ＫＤＤＩ㈱の計画に準じて行う。 
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第３節 電力施設応急対策計画 

第１ 計画の方針 

関西電力㈱、関西電力送配電㈱は、電気施設を災害から防護するため、各種施策を行うとともに、

災害が発生した場合には速やかに応急復旧作業により電力の供給確保に努める。 

 

第２ 計画の内容 

１ 地震発生直後の対応 

区分 あらまし 

応急対策人員の

確保 

□協力会社等も含め、応急対策（工事）に従事可能な人員をあらかじめ調査し、把

握する。 

□非常災害時における特別組織の構成により、動員体制を確立すると同時に連絡方

法を明確にする。なお、交通途絶や対策要員自身の被災により参集困難となった

場合の対応要領についてあらかじめ定めておく。 

□社外者（協力会社等）及び他電力会社に応援を求める場合の連絡体制を確立する

とともに、応援の受け入れ、管理及び指揮の体制を確立する。 

非常災害時の体制 □非常災害が発生した場合には、規模、その他の状況により、非常災害に係る復旧

対策を推進するために非常災害対策本部等の対策組織を設置し、被害復旧等応急

対策を実施する。なお、非常災害が発生するおそれがある場合にも、予防対策を

推進するために対策組織を設置する。 

被害状況の把握 □電力施設の被害状況を把握し、復旧対策に当たる。 

□電力施設のみならず、道路の被害状況等の災害全般にわたる被害状況を把握す

る。 

応急復旧用資機

材の整備、確保 

□保有資機材を確認し、在庫量を把握することとする。 

□応急復旧資機材を緊急に手配する。 

□道路情報を入手の上、応急復旧用資機材の運搬方法、ルート等を検討し、輸送手

段を確保する。 

□緊急用資機材の現地調達及び使用に関する県又は市町との連携を確保する。 

□災害時において、復旧用資機材置場としての用地確保が必要であり、かつ自社単

独の交渉によってはこれが遅延すると思われる場合（他人の土地を使用する必要

がある場合等）には、県又は市町に要請して確保する。 

 

２ 復旧作業過程 

区分 あらまし 

復旧順位に基づ

く復旧箇所の決

定 

□電力の復旧は、災害状況、各設備の被害状況、各設備の被害復旧の難易度を勘案

し、供給上復旧効果の最も大きいものから復旧することを基本とする。なお、必

要に応じ市と連携し、病院、交通、通信、報道機関、水道、ガス、官公庁等の公

共機関、避難所、その他重要施設の復旧を優先する。 

復旧作業の現状

と見通し等の伝

達、広報 

□電力施設の被害状況、供給状況、復旧作業の現状と見通し等について、防災関係

機関、報道機関に対し、迅速かつ的確に情報を伝達する。 

□復旧の見通し、感電や火災等の公衆災害並びに二次災害を防止するための被害地

区における電気施設、電気機器使用上の注意等について、あらかじめ作成した広

報素材の提供、報道機関による報道、ホームページ・停電情報アプリ・ＳＮＳ・

Ｌアラート等の媒体の活用及び広報車による巡回放送等により、一般市民に対す

る広報宣伝活動を行う。 
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３ 災害時における危険予防措置等 

区分 あらまし 

災害時における

危険予防措置 

□電力需要の実態にかんがみ、災害時においても原則として送電を継続するが、地

震の被害及び火災の拡大等に伴い、感電等の二次災害のおそれのある場合で、関

西電力送配電㈱が必要と認めた場合、又は、県、市町、県警察本部、消防本部等

から要請があった場合は、送電停止を含む適切な危険予防措置を講じる。 

□送電を再開するに当たっては、前述の事象が解消され、かつ安全を確認した上で

送電を行う。 

災害時における

電力の融通 

□各電力会社と締結している「全国融通電力受給契約」及び関西電力㈱と隣接する

各電力会社間に締結している「二社融通電力受給契約」に基づき、電力の確保を

図る。 

 

４ 災害時における自衛隊との連携 

被害が極めて大きく、管内の工事力に余力のない場合または工事力を動員してもなお、応援を必

要とすると判断される場合には、対策組織の長は、被害地域の府県知事に対して、関西電力㈱及び

関西電力送配電㈱が自衛隊による支援を受けられるよう依頼する。 

 

５ 災害時における電力の融通 

災害の発生により、電力需給に著しい不均衡が生じ、需給状況を速やかに改善する必要がある場

合には、本店非常災害対策総本部の流通チーム長は、広域機関の指示等に基づく電力の緊急融通に

より需給状況の改善を図る。 
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第 11 章 ＬＰガス設備応急対策計画 

第１節 計画の方針 

第１ とりまとめ責任担当部 

経営企画部 

 

第２ ガス施設の応急対策に関する基本指針 

１ ＬＰガス供給事業者は、ＬＰガス設備に被害が発生した場合、ガス漏洩による二次災害の防止等
安全の確保を最重点とし、施設周辺住民に対し必要な場合の避難の指示、危険区域の設定等応急対
策に万全を尽くす。あわせて、南但消防本部、警察署及び市にその旨を速やかに通報する。 

２ 火災爆発等のおそれがなくなったとき、ＬＰガス施設の応急復旧を迅速に行いＬＰガスの供給を
確保する。 

３ 市は、市ホームページ、ＣＡＴＶ等を通じてガス施設の被災状況、復旧見込み等必要な情報提供
を行うとともに、各部、他市町・県・関係機関の行う応急対策との連携、市民・事業所等への協力
要請により、混乱を最小限にとどめるよう努める。 

 

第２節 県ＬＰガス協会の応急対策計画 

第１ 計画の方針 

県ＬＰガス協会は、ＬＰガス設備を災害から防護するため各種施策を行うとともに、災害発生時に

は、災害対策本部を設置し、地域防災機関と緊密な連携をとりながら応急対策を実施して、被害の最

小限化とＬＰガスの安定供給に努める。 

 

第２ 計画の内容 

１ 情報の収集伝達及び報告 

□気象予報の収集、伝達 

（□本部では、収集した気象予警報は所定の伝達経路により各ＬＰガス販売事業者に伝達する。 

□被害状況の連絡、報告 

（□各ＬＰガス販売事業者等は、製造設備、貯蔵設備及び人的被害等並びに自ら供給する顧客設備の
受けた被害状況を所定の経路により本部へ報告する。また、本部は、防災関係機関へ緊急連絡を
行う。 

□支援可能状況の連絡、報告 

（□保安員の確保 

（□入出荷及び周辺の道路状況 

（□在庫量等 

 

２ 応急対策要員の確保 

□災害発生予想時におけるＬＰガス販売事業者の待機並びに非常出動要員体制の確立を行う。 

 

３ 災害対策の実施 

□災害広報 

（□災害時において混乱を防止し、被害を最小限にくいとめるため、必要に応じ顧客及び地域住民に
対し、広報車による災害に関する各種の情報を広報する。 

□応急対策 

（□災害状況、現場状況に基づき、災害対策本部からの指令で、ＬＰガス供給設備の点検・防護、ガ
ス配管等の損傷の危険が予想される箇所にあっては供給遮断並びに撤去を実施する。 

（□災害による事故が発生した場合は、直ちに防災活動を実施するとともに、不測の事態を考慮して
付近住民に避難の要請を行うなど危険防止のための応急対策を行う。 

（□風水害により容器が流出し、河川を漂流した場合は、漁業協同組合等と連携し回収に努める。 

□災害復旧対策 

（□ＬＰガスの安定供給を確保するため、消防機関と連携をとり、供給上可能な範囲で応急復旧作業
にあたる。 

（□あらかじめ保安台帳等により、高齢者・身体障がい者等の家庭をチェックし、最優先で点検調
査、安全対策等を実施する。 

（□不要となった容器は、市の担当者と連携し、迅速に回収する。また、災害時に使用する容器に
は、不要になった時の返却・連絡先を明記した荷札を取り付けるなど、返却を周知する。 
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第 12 章 鉄道施設応急対策計画 

第１節 計画の方針 

第１ とりまとめ責任担当部 

経営企画部 

 

第２ 大規模地震時における鉄道施設応急対策に関する基本指針 

１ 一定規模以上の揺れを感知した場合は、線路災害等保安準則に基づき運転規制又は運転中止の措

置をとり、旅客・乗客の安全を確保する。この場合、西日本旅客鉄道㈱は、駅等でアナウンス、掲

示等を行うほか、市にその旨を速やかに通報する。 

２ 地震により列車や構造物等の鉄道施設が被災した場合、西日本旅客鉄道㈱は、旅客・乗客の生

命・身体・財産を保護するため、安全避難、救護その他必要な措置を講ずるとともに、市及び関係

機関に通報し、連携協力により輸送業務の早期復旧を図る。 

３ 市は、市ホームページ等を通じて鉄道施設の被災状況、復旧見込み等必要な情報提供を行うとと

もに、各部、他市町・県・関係機関の行う応急対策との連携、市民・事業所等への協力要請によ

り、混乱を最小限にとどめるよう努める。 

 

第２節 西日本旅客鉄道㈱の計画 

第１ 対策本部の設置 

災害が発生した場合には、統括本部内等に統括本部対策本部を設置するとともに、現地等に現地対

策本部を設置することとする。 

 

第２ 発災時の初動態勢 

区分 あらまし 

運

行

規

制 

感 震 器 が 作 動

し、40 ガル以上

80 ガル未満を示

したとき※1 

□規制範囲内を初列車は速度 15km/ｈ以下、初列車が到着し異常がなけれ

ば、次列車以降異常なしの通報があるまで速度 45km/ｈ以下で徐行運転を

行う。 

□施設・電力係員による要注意箇所のスポット巡回と、異常の有無の報告

を行う。 

感 震 器 が 作 動

し、80 ガル以上

を示したとき※2 

□規制範囲内には列車は進入させず、通過中の列車は速度 15km/ｈ以下で最

寄り駅に到着し、運転を見合わせる。 

□運転再開時には、施設・電力係員が全線巡回し線路を点検、異常の有無

を確認する。 

乗務員等の対応 

乗務員は、運転中地震を感知したとき直ちに列車を停止させ、列車及び

線路に異常がないと認めたときは、前途見通しの範囲に停止できる速度で

次の駅まで注意しながら運転する。 

保守責任者等は、毎事業年度、警備計画を定め社員に周知徹底する。 

乗客の避難・

救護対策 

駅構内 

□災害状況を的確に把握し、避難を必要と判断した場合、適切な案内放送

と安全な避難場所へ誘導する。 

（各駅は、大規模事故又は災害に備えて、乗客の避難場所を指定） 

列車内 
□二次災害を警戒し、輸送指令及び最寄りの駅長と協議の上、乗客を安全

な場所へ誘導する。 

冬期対策 
「福知山支社冬期対策要領」に基づき、毎年度雪害対策計画を決定し、こ

れに基づき除雪及び凍結防止を実施する。 

その他の措置 
□各駅の異常時マニュアルに基づき、負傷者救護を行うとともに、消防本

部・警察署・医療機関等へ救護要請する。 

※1 感震器がない区域では、指定駅での体感震度４以上と認められる場合 

※2 感震器がない区域では、指定駅での体感震度５弱以上と認められる場合 
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第 13 章 市の施設、社会福祉施設及び観光施設等応急対策計画 

第１節 計画の方針 

第１ とりまとめ責任担当部 

経営企画部 

 

第２ 大規模地震時の市施設、社会福祉施設及び観光施設等応急対策に関する基本指針 

１ 各施設等管理者は、地震情報、気象情報、河川情報、土砂崩れ、浸水、雪崩等災害危険に関する

情報の把握、周知徹底に努める。また、自ら危険であることを察知した場合は、自らの判断で利用

者、職員の安全避難、施設・設備の浸水防止対策、臨時休業等必要な措置を実施する。 

２ 市各部は、所管施設等管理者が自ら適切に避難その他防災のための措置の要否を判断できるよう

市が把握する災害危険に関する情報については、漏れなく連絡する。また、警戒を要する時期にお

いては、「警戒情報」、「高齢者等避難」、「避難指示」、「緊急安全確保」など多段階的に、各

施設等管理者向け情報発信を行い、情報の不足・連絡不十分による逃げ遅れ等のないよう努める。 

３ 施設・設備の被災状況は、活動拠点としての役割、施設の有するサービス供給能力を発揮する

ことが可能かどうかを中心として概要調査し、把握後速やかに市本部に報告する。 

４ 市は、各施設を避難所として開設する必要がある場合は、当該施設管理者等に対して、その旨を

通報し、社会福祉施設は「要配慮者の二次的避難の受入先」としての業務、その他の施設について

は被災者の初期受入れ等の業務に関する協力を要請する。 

５ 応急復旧対策の実施は、応急的な危険度判定調査、浸水・冠水状況調査その他に基づき把握され

た被害の程度、当該施設の当該状況における活動拠点としての必要度を踏まえ、優先順位をつけて

行う。 

 

第３ 対策実施上の時期区分のめやす 

時期区分のめやす 手順その他必要事項 

発災直後の緊急措置 

（～３日目） 

□利用者・入所者の安全の確保、避難誘導 

□施設の出火防止措置 

□施設の被害状況の把握と報告 

□立入禁止措置その他人的危険防止のための当面の措置実施 

□機能確保のための必要限度内の応急復旧措置実施 

□建築物に関する応急危険度判定調査の実施 

□応急対策実施のために必要な要員、資材等の応援要請 

第１次応急対策 

（４日目～14 日目） 

□引き続き必要な場合の上記の措置の継続 

□施設・設備、備品の被害に関する詳細調査の実施 

□応急危険度判定調査結果及び詳細調査に基づき必要となる安全対策、応急

的な補修・補強等応急復旧措置の実施 

□被災度区分判定調査の実施 

第２次応急対策 

（15 日目～） 

□引き続き必要な場合の上記の措置の継続 

□被災度区分判定調査結果に基づく補修・補強の要否の判定と解体又は恒久

復旧の措置の検討、実施 

□詳細調査結果に基づく本格復旧方針の検討、実施 

□激甚災害の特別財政援助に関する予算措置等必要な財務処理 

□その他必要な財政措置 



第２編 第３部 第 13 章 市の施設、社会福祉施設及び観光施設等応急対策計画 

応復－339 

第２節 計画の内容 

第１ 各施設等管理者の発災直後にとるべき措置 

項目 手順その他必要な事項 

施設利用者・入所者

の安全確保 

□施設利用者・入所者の人命救助を第一として、避難計画に基づき、災害発生

時に万全を期する。 

□館内放送、職員・従業員の案内等により、発災時における混乱の防止措置を

講ずる。特にＣＡＴＶ、ラジオ、テレビ、インターネット等による情報の収

集及び施設滞留者への情報の提供により不安の解消に努める。 

□負傷者等の発生時には、応急措置をとる。 

□講じた応急措置のあらましについて、市所管部又は消防本部・署若しくは警

察署交番等の関係機関を通じて市本部長へ速やかに報告する。 

□市文化施設、観光施設その他公共公益施設等において、災害が発生した場合

の各種事業の続行若しくは中止の決定については、施設の管理者又は各事業

統括責任者が利用者の安全確保を第一に行う。 

出火及び浸水防止措

置 

□地震発生後直ちに火気の点検、消火設備・器具の点検、その他出火防止措置

を講じる。 

□万一火災が発生したときは、直ちに消防本部・署に通報するとともに、消火

設備、消火器等を用いて初期消火を行い、火災の拡大防止に万全を期する。 

□浸水のある場合は、土のう積み等により応急的な措置を講じるとともに、市

本部又は消防本部・署に通報し消防団、消防隊等の出動を要請する。 

被災状況の把握、報

告及び必要な措置の

実施要請 

□施設の被災状況を速やかに把握し、地震発生後１時間以内にまず安否報告そ

の他把握された限りの情報を報告する。 

□１時間ごとに利用者・入所者等の状況、拠点施設としての機能を果たせるか

どうかを中心にした施設・設備の被害状況、周辺の被害状況等について、順

次所管部に報告し、必要な措置の実施を要請する。 

□電話の輻輳その他により連絡が困難な場合は、伝令の派遣など速やかな通報

を最優先する。 

避難者受入れの報告 □避難者を受け入れる必要があるとき、又は受け入れたときは、直ちに市本部

に報告する。 

 

第２ 施設の点検基準のめやす 

□建築物の構造躯体の傾斜、損傷の有無 

□建築物・設備の浸水・冠水の有無 

□建築設備（機械設備・電気設備・放送設備）の機能点検 

□使用停止する設備（エレベーター、冷暖房、その他必要以外の電気・機械の運転） 

□受水槽等の貯水確認（受水槽等の貯水確認を行うとともに、上水を確保） 

□消防用設備等の点検・確認（防火戸、火災報知設備、屋内消火設備、消火器、避難設備等） 

□自家発電設備、可搬式発動発電機の点検 

 

第３ 応急措置のめやす 

１ 応急措置が可能な程度の被害の場合 

□危険箇所があれば緊急保安措置を実施する。 

□機能確保のための必要限度内の復旧措置を実施する。 

 



第２編 第３部 第 13 章 市の施設、社会福祉施設及び観光施設等応急対策計画 

 応復－340 

２ 応急措置が不可能な被害の場合 

□危険防止のための必要な保全措置を講ずる。 

□防災活動の拠点として重要な建物で業務活動及び機能確保のため必要がある場合は、市所管部へ連

絡し仮設建築物の建設等の手配を行う。 

□電気、水道、ＬＰガス、通信施設等の設備関係の応急措置及び補修が単独で対応困難な場合は、直

接市所管部、協力会社等へ、あるいは消防署・警察署交番等を通じて、連絡をとり、応援を得て実

施する。 

 

３ 浸水時の清掃等の実施 

□浸水した施設はなるべく建具、床板等を取り外し、日光の射入、空気の流通を図る。 

□床下の汚物、泥土を除去し、床下には湿潤の程度に応じて所要の石灰などを撒布する。 

□泥土などで汚染された建具、床板等は、よく清浄した後クレゾール水等の消毒薬を用いて拭浄す

る。 

□浸水したトイレは、よく清浄した後石炭酸水、クレゾール水若しくはフォルマリンをもって拭浄す

る。又はクレゾール水若しくはフォルマリンを撒布する。便池には苛性石灰末、石灰乳又はクロー

ル石灰水を注ぐ。 

 

４ その他の留意事項 

□ガラス類等の危険物の処理 

□危険箇所への立入り禁止の表示 

□特に社会福祉施設については、高齢者、障がい者その他の「要配慮者」のための福祉避難所とし

て、「二次的避難の受入先」となることを想定し、必要な体制を準備する。 
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第14章 農林業関係応急対策計画 

第１節 計画の方針 

第１ とりまとめ責任担当部 

産業環境部 

 

第２ 農林業関係応急対策に関する基本指針 

１ 地震による被害状況の早期・的確な把握に努め、その被害の拡大や２次災害の発生を防止のため

の応急措置を最優先で実施する。 

２ 被災した農林畜産物の生産、流通、加工施設等について、速やかな復旧に努める。 

３ 被災した林道の速やかな復旧に努める。 

 

第２節 計画の内容 

第１ 農業用施設 

□朝来土地改良センター、農協等と連携し、農地、かんがい排水施設、農業用道路等の被災状況を早

急に調査し施設の管理者に必要な応急措置をさせるとともに、復旧が早期に行われるよう努める。 

□管理施設（頭首工、揚水機場、樋門、ため池、水路等）ごとの被災状況に基づいて応急復旧の計画

を策定し、緊急性の高いものから適切な復旧対策措置を講ずる。 

□被害を受けなかった場合は、要請により農道の緊急通行、農業用水の飲料・消火利用等協力する。 

 

第２ 農業集落排水処理施設（まち整備部所管） 

□主要施設について、緊急調査を実施し被災状況を把握するとともに、二次災害の危険があると判断

される場合は、緊急措置を行う。 

□復旧に急を要する箇所については、応急復旧に先立ち、被害状況の写真撮影等で記録を保管し、災

害関連農村生活環境施設復旧事業の災害査定を受ける前に、農林水産大臣に報告するとともに、事

前協議を行い応急工事に着手する。 

 

第３ 畜産施設 

□畜産農家は、地震により畜舎及び関連施設が破壊等の被害を受け、家畜の逃亡、斃死、病気の発

生等が生じた場合は、朝来農業改良普及センター、朝来家畜保健衛生所、農協・畜産関係団体等

関係機関と連携し、その実態を早急に把握し、その協力を得て適切な応急措置を講ずる。 

□市は、県、農協・畜産関係団体の協力を得て、畜産物等被害の拡大防止のため、家畜の管理につ

いて地域の実情に応じた管理指導を速やかに畜産業者に周知徹底する。 

□各種家畜伝染病発生のおそれのある場合は、朝来家畜保健衛生所等関係機関と連携し、救命治療

の体制の整備と獣医師及び動物用医薬品の確保、死亡獣畜の処分施設・場所の調整・確保、家畜

の逸走防止、家畜排せつ物の流出阻止及び畜舎等の消毒の指導、発生のおそれのある疾病につい

てのワクチン接種、緊急予防注射の実施、家畜伝染病発生時における家畜等の移動制限、他の都

道府県への家畜防疫員の派遣要請その他の措置を講ずる。 

□県は、市町及び関係団体等と協力し以下の流通対策を講ずる。 

（□食肉センター、食鳥処理場、乳業工場、集出荷施設等における被害状況の把握と生産管理団体

への情報提供 

（□輸送経路の迂回等出荷経路の確保 

（□出荷先変更、又は貯蔵施設等への一時保管及び出荷待機等の指導 
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第４ 治山、林道施設 

□地震により林道や堰堤、護岸工等の治山施設や土留工等の山腹施設が破壊、崩壊等の被害を受けた

ときは、朝来農林振興事務所、森林組合等と連携し、早急に現場の被災状況を点検調査し、消防、

警察関係機関に連絡するとともに、障害物の除去等の緊急措置を実施する。 

□雨水の浸透により増破の危険がある施設については、シ－トを覆う等の措置を施し、速やかに復旧

する。 

□被害の程度が甚だしく、また、雨水の浸透等により破壊が拡大し、地域住民に危険を及ぼす可能性

が大きいときには、その旨を広報して必要な安全対策を講じる。 

□施設ごとの被災状況に基づいて、関係機関に対し応急復旧の計画策定、緊急性の高いものから適切

な復旧対策措置を講ずるよう促進する。 
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第 15 章 文教関係施設等応急対策計画 

第１節 学校応急対策計画 

第１ 計画の方針 

１ とりまとめ責任担当部 

教育部 

 

２ 大規模地震時における学校応急対策実施に関する基本指針 

(1) 避難所開設直後１週間については、児童・生徒等の安全確保と、地域における救援活動上の拠

点施設としての必要な協力を最優先で実施する。 

(2) 児童・生徒等の安全確認後、確実に保護者等への引き渡しができる場合には、児童・生徒等を

帰宅させるが、保護者の迎えがないときは、施設の安全確認の上、学校内にて保護する。 

(3) 市は、学校教職員及び学校施設がその本来の役割である児童・生徒等のケア対策に専念し活用

される状態に一刻も早く復するよう努める。 

(4) 市は学校長と協議の上、発災後 29 日目開始を目標として、学校の再開及び応急教育体制を確保

する。この場合｢児童・生徒のこころのケア｣を適切に行えるよう医師会、県（但馬教育事務所、

豊岡こども家庭センター）その他関係機関・専門家の指導・助言を得る。 

(5) 対策全般を通じて、甚大な被災地及び災害時要援護者等向けの措置を優先して実施する。 

(6) 各部の行う復旧対策との連携、県・国・防災関係機関との連携を強化するとともに、他市町・

都道府県・団体・関連事業者・専門家・ボランティア・市民・事業所等並びに区・ＰＴＡに広く

協力を求め最大限の体制を確保し、迅速かつ混乱を最小限にとどめるよう配慮し行う。 

(7) 対策の実施に当たっては、十分な事前広報を実施する。 

 

３ 大規模災害発生後における対策実施上の時期区分のめやす 

時期区分のめやす 手順その他必要事項 

災害発生初期の緊急

措置 

（～７日目） 

□体育館を中心に被災者収容のための避難所開設準備等被災者の応急的受入

措置に関する協力 

□その他救援対策活動拠点としての施設の提供に関する協力 

□校内被災箇所・危険箇所の点検・調査並びに当面必要な安全措置の実施

（立入禁止措置等） 

□所属教職員の安否確認並びに動員の指示 

□安否不明の教職員リストの作成 

□児童・生徒の安否確認・所在の把握 

□安否不明の児童・生徒リストの作成 

□疎開児童・生徒リストの作成 

避難所開設期間 

（８日目～28 日目） 

□避難所及び校区内在宅児童・生徒のこころのケア対策 

□安否不明の児童・生徒に関する再調査 

□疎開児童・生徒リストの作成 

□被災校舎の応急補修並びに仮設校舎の建設 

□学校再開及び応急教育計画の検討並びに実施体制の確立 

※教材類・要員等の確保 

□学校再開及び応急教育計画に関する広報活動並びに相談業務 

避難所閉鎖以降 

（29 日目～） 

□引き続き必要な場合の上記の措置の継続 

□応急教育対策の実施 

※児童・生徒のこころのケア対策、平常時教育体制への移行中心に行う。 

□疎開児童・生徒のアフターケア 

※学校再開の連絡、その他必要な措置 

□被災校舎の建替若しくは改築・修理計画の検討並びに実施 

□応急教育体制に関する広報活動並びに相談業務 
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４ 市・関係機関・ＰＴＡその他協力団体等の役割分担 

名称 役割のあらまし 

市教育委員会 □応急教育実施のための市内学校間応援要員の確保並びに応急教育対策実施計

画の作成 

□被災校舎の安全点検・応急危険度判定・被災状況調査の実施 

□調査結果に基づく必要な補修、補強その他必要な措置の実施 

□代替校舎確保、仮設校舎建設等応急教育実施のために必要な施設提供 

□教科書・学用品の被災児童・生徒への配布 

□就学奨励費（給食費等）の給付等の援助措置 

□その他応急教育実施のために必要な措置 

□応急教育に関する広報活動並びに相談業務その他市民との対応 

県 

（但馬教育事務所） 

□応急教育実施のための他市町間応援要員並びに応急教育対策実施計画の作成

に関する支援 

□教科書・学用品の調達・輸送 

□被災校舎の安全点検・応急危険度判定・被災状況調査に関する支援 

□学校施設の応急的な復旧確保のために必要な支援 

□県立学校授業料の納付期間延長又は免除 

□その他市が行う対策に関して必要な支援協力 

国・防災関係機関・

協力団体 

□応急教育実施のための応援要員、教材類の確保に関する支援 

□その他応急教育実施のために必要な支援 

□学校施設の応急的な復旧確保のために必要な支援 

□その他市が行う対策への協力 

学校教職員 □児童・生徒の安否確認並びに安全確保 

□発災直後の学校施設被災状況に関する報告 

□初期における避難所運営に関する協力 

□避難所及び校区における児童・生徒のこころのケア・教育的ケア対策 

□疎開先の児童・生徒への教育的ケア 

□登・下校路の危険箇所把握並びに必要な措置 

□応急教育計画案の検討並びに実施 

□その他災害時における学校の役割に伴う必要な措置 

ＰＴＡ、学校医その

他学校関係団体等 

□児童・生徒の安否確認並びに安全確保に関する協力 

□避難所における応急教育実施への協力 

□避難所・校区における児童・生徒の健康維持、こころのケア対策に関する協

力 

□登・下校の安全確保のために必要な協力 

□市が行う児童・生徒向け相談業務に関する協力 

□その他市・県が行う対策への協力 

区長等 □地域における児童・生徒の安否確認並びに避難所の運営に関する協力 

□避難所における応急教育対策実施への協力 

□その他市の行う対策に必要な協力 
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第２ 災害警戒期にとるべき措置 

１ 災害のおそれがあるときの留意事項 

□学校行事、会議、出張を中止する。 

□児童・生徒の避難方法、災害時の事前指導及び事後処置、保護者との連絡方法を検討する。 

□市の教育委員会、警察署、消防本部（署）及び保護者への連絡網の確認を行う。 

□勤務時間外においては、学校長は所属職員の所在を確認し、非常招集の方法を定め、職員に周知し

ておく。 

 

２ 災害のおそれがあるときの役割 

名称 役割のあらまし 

教育委員会 □地震発生時に備え、危険物等の保安その他必要な危険防止措置（浸水危険の

ある地域においては、浸水防御措置を含む。）の実施、常設消火器・階段・

出入口・非常口等の定期的な点検・整備、災害時の応急教育、指導の方法な

どにつき明確な計画を立てるよう、学校長に対して指導助言する。 

□災害が発生し又は発生するおそれがある場合、学校長に対し、気象及び災害

に関する情報を迅速・的確に伝達する。また、児童・生徒の集団下校・休校

等の必要な措置を指示する。 

学校長 □学校の立地条件などを考慮し、危険物等の保安その他地震発生時に危険と思

われる箇所を点検し、常設消火器、階段、出入口、非常口等を定期的に点

検・整備する。また、災害時の応急教育、指導の方法などにつき明確な計画

を立てておく。 

□市等関係機関から気象及び災害に関する情報を受けた場合は、あらかじめ定

めるところにより速やかに教職員に伝達する。 

□自らラジオ、テレビ、インターネット等により地震情報、気象情報、地域の

被害状況等災害情報の収集に努める。 

□児童・生徒への伝達に当たっては、混乱を防止するよう配慮する。 

□状況に応じて児童・生徒の集団下校、休校等の適切な措置をとる。 

教職員 □常に地震、気象状況その他の災害に関する情報に注意し、災害発生のおそれ

がある場合は、学校長と協力して災害防御のために必要な措置を行うととも

に、応急教育体制に備える。 

 

第３ 災害発生初期の緊急措置 

１ 避難所設置に伴う学校としての協力のめやす 

項目 手順その他必要な事項 

避難所開設に関す

る協力 

□被災した地域等からの避難者があった場合は、速やかに体育館等大きなス

ペースのとれる場所に誘導し被災後の精神的打撃が緩和されるよう努める。 

□その後直ちに教室等の安全点検を行い被災者が一時滞在するための避難室を

確保する。 

□小・中・義務教育学校及び高校においては、市本部にその旨連絡し、避難所

運営担当職員の派遣を求める。 

避難所運営に関す

る協力 

□市の避難所運営担当職員若しくはその他の市職員が到着するまでの間、学校

教職員を避難所運営に従事協力させる。 

□従事協力期間は災害発生後１週間をめやすとする。 
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項目 手順その他必要な事項 

その他留意すべき

事項 

□被災者に対する応対に際しては、被災直後の精神的打撃や混乱状態にあるこ

とを念頭に置き接するよう努める。 

□高齢者、障がい者、病弱者、乳幼児その他不自由な避難所生活に不適当な市

民の所在を最優先で把握し、速やかに「スペース」の確保、専用避難所への

移送その他必要な措置を講ずることができるよう努める。 

□避難所運営は、学校教職員・市職員だけでは困難であることを念頭に置き、

あらゆる局面で区長、ＰＴＡその他被災した市民の協力を得ることとし、

「被災者はお世話されるだけの人」、「市職員、学校教職員及びボランティ

アはお世話する人」といった関係を作らないよう努める。 

 

２ 学校施設の被災状況の把握等 

項目 手順その他必要な事項 

学校教職員による校

内被災箇所・危険箇

所の点検等 

□災害発生によりその必要があると認めた場合は、直ちに学校施設の被災状況

を調査し、校内被災箇所・危険箇所を把握する。 

□可能な範囲における応急修理、立入禁止措置その他必要な措置を講ずる。 

□設備の被害状況とあわせて、市本部に報告し修理・代替設備の供給その他必

要な措置を講ずるよう要請する。 

市による安全点検等

の実施 

□市は、災害発生によりその必要があると認めた場合市内学校施設の安全点

検、応急危険度判定、応急的な補強措置等を実施する。 

□必要に応じて、県・国等関係機関、建設業協会・建設事業者・建築士会その

他協力団体等と連携・協力して実施する。 

 

３ 児童・生徒・教職員の安全確保若しくは安否の確認等 

(1) 在校時間中に災害が発生した場合 

項目 手順その他必要な事項 

発災直後の措置 □在籍の児童・生徒・教職員の安否を最優先で確認・把握する。 

□発災後１時間以内にその時点で把握した限りの情報として、市本部（教育

部）に対し被害の有無等について連絡する。 

状況確認後の措置 □ＰＴＡ等保護者連絡網を通じて極力保護者への連絡に努める。 

□災害の状況により児童・生徒を下校させることが危険であると認める場合

は、校内にいったん保護する措置をとる。 

□市本部（教育部）に対し上記の措置をはじめその時点で講じた措置を報告す

る。 

□登下校路の安全と被災状況が軽微であると確認された場合は、市本部（教育

部）と連絡の上、保護者への引き取りの連絡、教職員の引率による集団下校

その他の臨時下校等適切な措置をとる。 

(2) 夜間・休日等に災害が発生した場合 

項目 手順その他必要な事項 

発災直後の措置 □原則として、直近登校予定日の休業措置をとる。 

□各教職員は自ら甚大な被害を受けておらず、かつ学校所在地域において大規

模災害発生を知ったときは、自主的かつ速やかに所属の学校に参集する。 

□避難所の初期における運営協力並びに児童・生徒の教育的ケア、応急教育対

策の実施に従事する。 

安否及び所在の確

認 

□学校（教職員）の調査に基づく報告による。 

□教育部特別調査班の現認に基づく報告による。 

□ＰＴＡ・区長その他による調査に基づく報告による。 

□その他防災関係機関による調査に基づく報告による。 
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項目 手順その他必要な事項 

安否不明リストの 

作成 

□学校単位で作成する。 

□保護者の存否、親類・知人その他保護者に準ずる者の存否、障害の有無等必

要となる対策の種別・規模を把握するために必要な状況項目別に作成する。 

 

第４ 避難所開設期間中にとるべき措置 

１ 避難所設置に伴う児童・生徒の応急的ケアのめやす 

項目 手順その他必要な事項 

避難所及び校区内在

宅児童・生徒等の教

育的ケア・こころの

ケア 

□校庭若しくは未使用の教室その他避難所内の適当なスペースを確保し「避難

所内教室」として行う。 

□教材の有無、また、屋外内にこだわることなく行う。 

□時間わくは、午前中若しくは午後の数時間とする。 

□その他全体として、災害遭遇後の混乱した「児童・生徒及び教職員自身のこ

ころのケア」と避難所として使用されるために混乱を余儀なくされた「学校

における生活秩序」を徐々に回復し、学校再開後の応急教育体制にスムーズ

に移行させることにポイントをおく。 

避難所入所者との 

｢よい関係｣づくり 

□「広報やぶ」紙面や各避難所作成の掲示・ビラ等による事前・事後の広報活

動に加え「教室」実施予定スペース付近周辺の入所者や被災者との「よい相

互関係を保つための活動」全般を行うよう努める。 

□こころのケア対策に関する専門家のアドバイスを得ながら行うよう努める。 

疎開児童・生徒リス

トの作成 

□保護者からの届出、学校教職員による地域訪問等により把握した限りにおけ

る疎開児童・生徒リストを作成する。 

□これにより疎開先に対する照会や児童・生徒への連絡を行う。 

□市は、必要に応じて学校長に対し、疎開児童・生徒リストの作成並びに提出

を求める。 

 

２ 学校再開及び応急教育計画の検討並びに準備 

項目 手順その他必要な事項 

施設の確保 □市は、学校施設の被害状況並びに避難所の現状等に関する調査を踏まえ学校

長と連絡の上、概ね以下のとおり応急教育実施のための場所を確保する。 

（□学校の校舎の一部が被害を受けた場合は、軽被害の教室、特別教室、和

室、屋内体育館を使用する。 

（□学校の校舎の全部が被害を受けた場合は、近隣の集会施設等の公共施設一

時利用、軽被害の近隣学校の校舎への併設、応急仮設校舎の設置による。 

□施設の状況により短縮授業、二部授業、分散授業、複式授業による。 

応急教育対策実施 

要員の確保 

□出勤可能な職員の人数に基づき、被災した教職員の補充若しくは交代要員の

科目別必要数を算定し、市に必要な措置を講ずるよう要請する。 

□市は、災害状況に対応して学校間における教職員の応援、県への協力要請、

教職員の臨時採用、事務局勤務の教職員による協力、民間教育機関の協力支

援、臨時の学級編成等の措置を講ずる。 

□児童・生徒の安全登下校を確保するため、必要に応じ臨時通学路を指定す

る。また、ＰＴＡ等の協力による安全指導要員を配置する。 
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項目 手順その他必要な事項 

教科書・学用品の 

調達 

□市は、県地域防災計画の規定に基づき、応急教育実施のために必要と認める

児童・生徒に対して、教科書・学用品を調達し支給する。 

□支給する学用品は、次に掲げる品目をめやすとして、現物をもって行う。 

（□教科書、学習用具（１セット）、鉛筆（１ダース）、ボールペン（２

本）、消しゴム（１個）、ノート（10 冊）、下敷（１枚） 

学校再開の連絡 □学校再開時期が確定した場合は、速やかに児童・生徒及び保護者に連絡す

る。あわせて応急教育が適切に行われるよう、必要な協力を要請する。 

□疎開児童・生徒及び保護者への連絡については、学校長が行う。 

給食の措置 □給食は、県等と協議し可能な限り学校再開と同時に実施する。 

□ただし、次のいずれかに該当する場合児童・生徒に対する給食は一時中止す

る。 

（□給食センター等給食施設が被災し、給食実施が不可能な場合 

（□感染症まん延その他危険の発生が予想される場合 

（□その他給食の実施が適当でないと認められる場合 

その他の事項 □救助法が適用された場合県立学校の生徒・学生の被災の程度に応じて、授業

料の納付期間の延長又は免除措置が講ぜられる。小・中・義務教育学校等に

関しては、給食費等相当額を就学奨励金として支給するよう措置する。 

□児童・生徒の健康管理については、各学校長が学校医、医師会その他の派遣

医師等の協力を得て、行う。 

 

３ 避難所運営に関する協力 

学校長は、避難所開設期間中において、市の要請があった場合は、学校運営に支障のない限りに

おいて、避難所の運営に協力する。その他第３「災害発生初期の緊急措置」を準用する。 
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第２節 認定こども園等応急対策計画 

第１ とりまとめ責任担当部 

教育部 

 

第２ 計画の方針・内容 

第１節「学校応急対策計画」を準用する。ただし、以下の章を踏まえ行うものとする。 

 

※ 第３部第 13 章「市の施設、社会福祉施設及び観光施設等応急対策計画」 

※ 第４部第２章「要配慮者等支援計画」 



第２編 第３部 第 16 章 文化財等の応急対策計画 

 応復－350 

第16章 文化財等の応急対策計画 

第１節 計画の方針 

第１ とりまとめ責任担当部 

教育部 

 

第２ 文化財等応急対策に関する基本指針 

１ 出火防止のための火気の点検、消火設備・器具の点検その他を行う。万一火災が発生したとき

は、直ちに消防署に通報するとともに、消火設備、消火器具等を活用し初期消火を行い、火災の拡

大防止に万全を期する。 

２ 地震によって文化財が被害を受け、これにより被災者が生じた場合はその救助を優先して行う。 

３ 文化財は、地域の経てきた長い歴史の中で過酷な自然的条件と、戦乱その他厳しい社会的条件の

中で現在まで伝えられたものであり、末永く保存し伝えるべき貴重な宝ものと位置付け、必要な保

全措置を講じる。 

 

第２節 計画の内容 

第１ 文化財保護のための初動措置 

１ 大規模な地震が発生した場合、教育部内に文化財被害調査担当職員を配置する。 

２ 市内文化財の被害の有無・程度に関する情報の収集・とりまとめ、県教育委員会、文化庁等関係

機関・団体との連絡・調整業務、文化財救出・保護のための他自治体派遣応援職員、史料レス

キュー等専門ボランティアの受入れ等にあたる。 

 

第２ 対策実施手順のめやす 

項目 手順その他必要な事項 

文化財施設の保護 □文化財施設に火災が発生した場合、その所有者又は管理者は、直ちに南但消

防本部へ通報する。また、被災の防止、拡大防止に努める。 

□南但消防本部、関係機関、当該地域消防団及び区長は、被災文化財の被害拡

大を防止するため協力して応急措置を講ずる。 

□被害が小さいときは、所有者及び地元関係者と連絡をとり、応急修理を施

す。 

□被害が大きいときは、損壊の拡大を防ぎ、覆屋などを設け、その後の復旧計

画を待つ。 

□被害の大小にかかわらず、防護柵等を設けて現状保存を図れるようにする。 

□美術工芸品の所有者・管理者の文化財の保管建築物に被害が発生した場合

で、所有者又は管理者が収納スペースを用意できないときは、管理体制及び

設備の整った公共施設に仮保管、又は寄贈先あっせん等の措置を講ずる。 

□文化財に被害が発生した場合、県指定の文化財にあっては県教育委員会に、

国指定の文化財にあっては、県教育委員会を通じて文化庁へ報告する。 

□被害調査、応急修理、修復のための専門家の派遣協力を要請する。 

埋蔵文化財に関す

る応急措置 

□県、国等に要請し、他都道府県等の発掘調査担当技師による調査支援体制を

確立する。 

□発掘に関する費用は、原則として、地権者の負担とする。 

□その他文化財保護法に基づく周知遺跡に関するガイドラインに準ずる取扱を

行う。 

□災害復旧事業として認定された事業など、そのつど定める要件を備える案件

については、公費負担により行うこととするよう県・国等に要請する。 
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第４部 被災者救援に関する対応計画 

第１章 医療救護計画 

第１節 計画の方針 

第１ とりまとめ責任担当部 

健康福祉部 
 

第２ 災害時医療救護対策に関する基本指針 

１ 大規模な地震発生直後においては、医療救護要員・医療資機材・医薬品及び後方医療機関の最大

限確保・供給体制の迅速な確立を最優先とする。 
２ 公立八鹿病院は、市における高度医療機関として、緊急に救命処置を施すべき重症患者の受け入

れを最優先とし、一般外来診療の制限その他必要な措置をとる。 
なお、公立八鹿病院は、災害拠点病院に指定されており、災害が自らの災害医療圏域で発生した

場合、院内災害対策本部体制を中心として県から委嘱されている災害医療コーディネーター等が調

整を行い、他の医療機関への転送が適当と判断された患者の搬送について消防本部へ要請する。ま

た、災害が他の災害医療圏域で発生した場合、災害医療センター等の要請に基づき、被災圏域で対

処できない患者の受入れ、救護班の派遣等を行う。 
３ 同時多発的な被害発生に対応するため必要と認める場合は、医師会等と連携・協力し、市内全小

学校及び義務教育学校（八鹿地区４校、養父地区３校、大屋地区１校、関宮地区１校、合計９施

設）に救護所を設置し、重症患者の選別、公立八鹿病院等高度医療機関への搬送依頼、救護所にお

ける医療救護サービスを行う地域医療拠点とする。 
４ 災害時医療救護体制から平常時医療救護体制への移行をスムーズに行う。 
５ こころのケア対策を適切に行う。 
６ 対策の実施に当たっては、十分な事前広報を実施する。 
 

第３ 対策実施上の時期区分のめやす 

時期区分のめやす 手順その他必要事項 

発災直後の緊急措置 

（～７日目） 

□公立八鹿病院等市内外高度医療機関の確保 

□重症者の公立八鹿病院等高度医療機関への搬送 

□救護所における地域医療救護活動の展開 

□こころのケア対策の着手 

※重症患者の救命医療、後方医療機関への救急搬送最優先 

救護所開設期間 

（８日目～14 日目） 

□引き続き必要な場合における上記の措置の継続 

□避難所における感染症対策及び被災者の健康管理 

□その他市内における医療サービス供給機能低下を補完するための地域医療

救護活動の展開 

□こころのケア対策の展開 

※避難所及び周辺被災地域における被災者の健康管理に重点移行 

救護所閉鎖以降 

（15 日目～） 

□引き続き必要な場合における上記の措置の継続 

□救護所閉鎖後の医療対策班の避難所巡回 

□仮設住宅等被災者の健康管理（対策班の巡回等） 

□市内医療機関の再開支援措置等による復旧促進 

□長期的こころのケア対策の着手 

※平常時医療救護体制へのスムーズな移行と「こころのケア」対策に重点移

行 
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第２節 災害時医療救護対策のめやす 

第１ 市その他各部の役割分担 

名称 手順その他必要な事項 
消防団部 □消防団車両、担架等による搬送 
危機管理室  □他自治体等消防機関への救急車両の応援出動要請（→南但消防本部） 

□兵庫県消防防災航空隊ヘリコプターの緊急運航要請 
□その他ヘリコプターの出動要請 
□その他重症者搬送及び緊急輸送に関する県・国等との連絡・調整 

まち整備部 □公立八鹿病院への水の供給 
各部共通 □所管施設及び所管業務に係る医療救護対策に関する協力 
 

第２ 健康福祉部が発災直後にとるべき主な措置 

項目 手順その他必要な事項 

医師会、歯科医師

会への連絡 

□災害時医療救護体制確立の要請 

□救護所への医師、歯科医師派遣の要請 

□市内被害状況及び市本部体制の現況に関する情報の提供 

県薬剤師会等薬局

への連絡 

□災害時医療救護体制確立の要請 

□救護所への薬剤師派遣の要請 

□医薬品・医療用資機材の供給協力の要請 

救護所の設置 □各設置予定施設における設置場所の確保指示（→部内、教育部） 

□救護所設営要員の派遣指示（→部内） 

□搬送・移動用のための車椅子、簡易ベッド類、ポータブルトイレ、衛生洋品

等の搬入 

関係各部、県等へ

の協力要請 

□災害時医療救護体制に関する市ホームページ災害専用サイトへの記載等広報

活動の要請（→危機管理室） 

□資機材・設備・水道水等の提供協力の要請（→まち整備部） 

□県により編成される医療救護班（兵庫ＤＭＡＴを含む。）、日本医師会によ

り組織される救護隊（ＪＭＡＴを含む。）の派遣要請（→朝来健康福祉事務

所） 

□県医師会等医療関係各団体に対する医療救援専門ボランティアの派遣要請

（→朝来健康福祉事務所） 

□兵庫県こころのケアチーム（ひょうごＤＰＡＴ）、兵庫県災害時健康危機管

理支援チーム（ＤＨＥＡＴ）、兵庫県災害派遣福祉チーム（ＤＷＡＴ）の派

遣要請（→朝来健康福祉事務所） 

□血液、医薬品、医療機器の確保の要請（→朝来健康福祉事務所） 

□被災医療機関に関する電力、通信の優先的な復旧及びＬＰガスの優先供給の

要請（→関西電力送配電㈱、ＮＴＴ等通信事業者、県ＬＰガス協会加盟事業

者等） 

□その他の協力要請（→その他各部・関係機関） 

公立八鹿病院等高

度医療機関の確保 

□災害時地域中核病院としての公立八鹿病院への救急医療体制確保 

□基幹災害医療センター、但馬圏地域災害医療センターとの連絡確保 

□広域的な救急搬送受入先としての後方支援病院の確保 

□担当救護所への救護班派遣 

□公立八鹿病院の現況把握及び重症者受入要請（→公立八鹿病院） 

□市外高度医療機関の確保（受け入れ要請）（→朝来健康福祉事務所等） 

搬送体制の確立 

※危機管理室を通

じて 

□搬送拠点の確保（ヘリポートの確保） 

□救急車両他搬送用車両の確保（→南但消防本部等） 

□兵庫県消防防災航空隊ヘリコプターの緊急運航要請（→南但消防本部） 

□ヘリコプターの確保（官・民）（→県災害対策局・自衛隊等） 

報道機関等広報対

応 
※危機管理室を通

じて □各種報道機関への医療救護体制に関する放送枠、紙面提供協力要請 
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項目 手順その他必要な事項 

医療救援担当チー

ムの編成 □医師会等関係団体との連絡調整 
□市各部、防災関係機関との連絡調整 
□救護所への医薬品・医療資機材・水等の供給のとりまとめ 
□公立八鹿病院等の要請に基づく医薬品・医療資機材・水並びに車椅子、ベッ

ド等の供給のとりまとめ 
□市民等による電話問合せ等への対応 

 

第３ 救護所における医療救護対策実施のめやす 

項目 手順その他必要事項 

設置場所 □市内全小学校及び義務教育学校（八鹿地区４校、養父地区３校、大屋地区

１校、関宮地区１校、合計９施設） 

□必要に応じて災害現場その他本部長（市長）が必要と認めた場所 

活動体制 □救護所１か所に対して、少なくとも医師２名以上が出動する。 

□市立診療所の要員は、最寄の設置場所に出動する。 

□開設中は、24 時間体制で行う。 

□医療救護・助産活動を実施する期間は、災害の状況に応じてそのつど定め

るが、概ね災害発生の日から 14 日以内とする。 

医療救護のめやす □傷病者の蘇生 

□傷病者の傷害等区分の判別（トリアージ） 

□公立八鹿病院・後方医療機関への転送の要否及び転送順位の決定 

□傷病者に対する応急処置、転送困難な患者、軽症患者等に対する医療 

□死亡の確認及び遺体の検案 

助産救護のめやす □対象者は、災害のため助産の途を失い、災害発生の日又は以後７日以内に

分べんした人とする。被災の有無及び経済力の如何を問わない。 

□救護の範囲は分べんの介助、分べん前、分べん後の処理、脱脂綿、ガーゼ

その他の衛生材料の支給とする。 

こころのケア対策に

ついて 

□県（朝来健康福祉事務所・精神保健福祉センター・こころのケアセン

ター）並びに関係機関・団体等と連携し、こころのケアチーム（ひょうご

ＤＰＡＴ）活動拠点本部を設置（朝来健康福祉事務所内）するとともに、

巡回精神医療救護班を編成し、救護所や避難所等に在住する被災者や自宅

周辺に滞在する市民へのこころのケア対策に努める。 

□本庁舎内に設置される災害総合相談窓口を通じて行う。 

経費の負担について □救助法の適用を受けた場合は県負担（限度額以内）とする。 

□その他の場合は市負担とする。 

 

第４ 公立八鹿病院等高度医療機関確保手順のめやす 

項目 手順その他必要事項 
公立八鹿病院の災害

時救急医療体制確保

要請 □被災状況の把握 
□患者緊急受け入れのためのベッド、要員確保要請 
□災害時救急医療機能を果たすために供給が必要な物資等の把握（医薬品、

医療用資機材、医療用ガス、水、燃料、通信手段等） 
□上記事項に関する市本部への通報要請 
□一般外来診療の制限要請 
□その他災害時救急医療機能を果たすために必要な措置 

後方医療機関の確

保 
※朝来健康福祉事

務所を通じて □基幹災害医療センター（兵庫県災害医療センター）、県内他災害拠点病院

（公立豊岡病院、県立病院等）等への受入要請 
□指定外で受け入れ可能な総合病院・専門病院への受入要請 
□近接府県（大阪府、京都府、岡山県、鳥取県、奈良県、滋賀県、福井県）へ

の受入要請 
□その他都道県への受入要請 
□県に対する連絡が困難な場合は、国又は該当都道府県若しくは各病院に直接

要請する。この場合、事後速やかに県に報告する。 
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第５ 重症者等搬送手順のめやす 

項目 手順その他必要事項 
被災現場から拠点救

護所までの搬送 □消防団部が、南但消防本部、南但馬警察署、区、ボランティア等との連

携・協力により車両若しくは担架搬送を実施する。 
救護所から公立八鹿

病院及び後方医療機

関（収容医療機関）

への搬送 
□南但消防本部救急車の配車・搬送 
□救急車類似車両を各救護所及び公立八鹿病院に集結させ搬送 
□市有車又は各救護所担当職員が使用している自動車により搬送 
□県、民間航空事業者に要請しヘリコプターを可能な限り多数確保して搬送 

その他の留意事項 □南但消防本部及び消防団部は、関係各部の協力を得るとともに、各救急隊

員等からもたらされる情報を整理し、日々刻々変化する市内の道路状況に

関し「当日道路状況図」を作成し搬送要員に配布するよう努める。 
□搬送に使用した車両については、搬送終了後の「帰り」を空車とすること

のないよう、医薬品、手術用具、看護衣・ズボン・予防衣（着替用）等必

要な物資の補給活動に活用するよう運用に留意する。 
 

第６ 医薬品・資機材等の確保 

１ 確保すべき医薬品のめやす 

区分 期間 主な医薬品 
緊急処置用 発災後３日間 輸液、包帯、消炎鎮痛剤、殺菌消毒剤等 
急性疾患用 ３日目以降 風邪薬、うがい薬、整腸剤、抗不安剤等 
慢性疾患用 避難所開設が長期化

する頃（８日目以降

をめやすとする。） 糖尿病、高血圧等への対応 
 

２ 対策実施手順のめやす 

項目 手順その他必要事項 
医薬品・医療用資

機材等の確保・供

給 □各医療救護班が医療・助産救護のために使用する医療器具及び医療品、医療

用ガス等が不足したときは、朝来健康福祉事務所等と連携し補給を行う。 
□輸血用血液が必要な場合については、朝来健康福祉事務所を通じて、日赤県

支部（県赤十字血液センター）などに確保されている各種の血液製剤等の供

給を依頼する。また、市民への献血協力の呼びかけを避難所その他における

広報活動にて行う。 
水の確保・供給 □水は、災害時における医療救護活動を実施する上で必要不可欠なものの１つ

である。そのため、公立八鹿病院については、災害発生後直ちに水の確保状

況を照会し、水の供給に万全を期する。 
搬送、移動その他

必要機材、物資等

の確保・供給 □救護所において、必要となる搬送・移動用車椅子、簡易ベッド類、ポータブ

ルトイレ、衛生用品等は、レンタル業者等を通じて、確保、補給を行う。 
□不足する場合は朝来健康福祉事務所等関係機関・団体等に協力を要請する。 

電気の確保・供給 □電気は、災害時における医療救護活動を実施する上で必要不可欠なものの一

つである。そのため、電気の供給が停止した場合、関西電力送配電㈱が最優

先で通電再開を行うよう、あらかじめ救護所の設置状況、公立八鹿病院につ

いて、その旨要請しておく。 
□公立八鹿病院については、災害発生後直ちに市が電気確保状況・配電設備の

被害状況その他を照会し、必要と認める場合は関西電力送配電㈱に対し、移

動電源車（発電機車）の出動を要請する。 
□公立八鹿病院から要請があった場合は、自家発電機用の燃料の供給を行う。 

電話その他の通信

手段の確保・供給 □電話その他の通信手段は、災害時における医療救護活動を実施する上で必要

不可欠なものの一つである。そのため、特に公立八鹿病院に関して、電話の

使用が困難になった場合は、ＮＴＴ西日本に対し、通信手段を確保するため

に必要な措置を講ずるよう要請する。 
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第７ こころのケア対策実施上の基本的考え方、基本指針 

１ 基本的考え方 

 ●1995 年１月阪神・淡路大震災の経験は、地震により身体的な外傷を受けなかった住民も含め、

被災地のすべての住民がなんらかの心的外傷を負うということを改めて明らかにした。 

 ●精神科治療中の患者や治療歴のある患者の症状を急激に悪化させること、さらに復旧活動に従

事した職員や被災地外からかけつけたボランティアの「抑うつ状態」や「燃え尽き症候群」な

どの発生することを明らかにした。 

 ●こころのケア対策については、初期段階における適切な措置と、その後の長期的なケアサービ

スの実施により、かなりの割合で「心的外傷体験」が「心的外傷後ストレス障害」（Ｐｏｓｔ 

Ｔｒａｕｍａｔｉｃ Ｓｔｒｅｓｓ Ｄｉｓｏｒｄｅｒ）といわれる精神障害にまで悪化するこ

とを防止できることがわかっている。 

 ●被災地においては一般市民だけでなく「こころのケア対策」に関する専門家自身も被災者とな

る。医療救護対策と同様災害発生直後から急激に高まり、発生する圧倒的な救援サービスニー

ズと市域の有する専門的救護サービス供給能力低下というアンバランスな条件下で「立ち上

げ」を行わざるを得ないという困難な問題を抱える。 

 

２ 基本指針 

 ●こころのケア対策を必要とする対象者は、被災した市民及びボランティアを含む救援活動従事

者すべてとする。 

 ●可能な限り迅速かつ全域的なサービス供給体制をもって、災害時における精神障がい者に対す

る保健・医療サービスの確保とＰＴＳＤ等の精神的不安に対する精神科救急医療救護活動を実

施する。 

 ●「心的外傷」に関する啓発活動を行い、全体としての「精神障害発症例」の最小化を図る。 

 ●広域的な医療機関及びスタッフの活用を図るべく、応援受入体制と医療連携ネットワークを確

立する。 

 ●長期的なこころのケア対策実施体制を確立する。 

※ 資料５－３ 災害拠点病院等 
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第２章 要配慮者等支援計画 

第１節 計画の方針 

第１ とりまとめ責任担当部 

健康福祉部（担当：乳幼児等を除く）・教育部（担当：乳幼児等） 
 

第２ 要配慮者等救援対策に関する基本指針 

１ 要配慮者の救援対策は、一般健常者に対する救援対策に優先して実施する。 
２ 日本語を解しない外国人向けの救援対策が周知徹底されるよう、通訳・翻訳ボランティアを確保

し、広報・広聴活動に万全を期する。また、食生活文化上の相違による二次的災害が発生しないよ

う配慮するよう努める。 
３ 市は、対策の実施に当たって、各部の行う復旧対策との連携、県・国・防災関係機関との連携を

強化するとともに、民生委員・児童委員、市内社会福祉施設等福祉関係者に加え、他市町・都道府

県、要配慮者相互扶助団体・関連事業者・団体・専門家（医師、歯科医師、薬剤師、看護師、歯科

衛生士、栄養士、介護福祉士、保健師、臨床心理士、理学療法士、訪問介護員等）等にも広く協力

を求め、中長期的に支援する体制を構築する。 
４ 避難行動要支援者が円滑に避難のための立ち退きを行うことができるよう「避難行動要支援者名

簿」及び「個別避難計画」に基づき、本人の同意のない者についても、「避難支援関係者等」への

連絡は漏れなく行う。 
５ 市民・事業所・ボランティア団体等に対して、市・県等行政機関の行う、要配慮者等救援対策の

優先的な実施について、迅速かつ適切な広報活動を展開し理解を求めるとともに、介助ボランティ

アその他の参加協力を要請する。 
６ 県と協力し、災害障がい者（災害で障がいを負った方）及び災害遺児（災害で親や保護者を亡く

した子ども）の把握に努め、必要に応じてこころのケア等の支援を行うとともに、民間支援団体等

との連携により医療や各種支援に関する情報の提供、総合的な相談を実施する。 
 

第３ 対策実施上の時期区分のめやす 

時期区分 手順その他必要事項 

発災直前・

直後の緊急

措置 

（～７日目） 

□「避難行動要支援者名簿」及び「個別避難計画」に基づく「避難支援関係者等」へ

の連絡、協力要請 

□要配慮者（特に避難行動要支援者）の安否確認・所在把握 

（□「避難支援プラン」作成・提出者 

（□その他の本人同意のない者 

□避難所その他所在地における応急的な介助支援 

□福祉避難所の確保並びに必要な移送措置 

□要配慮者専用施設の確保並びに必要な移送措置 

□避難所における災害障がい者（災害で障がいを負った方）及び災害遺児の把握及び

支援 

□避難所その他所在地における設備の補修・新設 

□要配慮者向け住宅供給ニーズの把握 

□要配慮者向け住宅供給の推進 

□要配慮者向け広報活動並びに相談業務 

□必要な場合の関係機関等連絡協議会の設置・運営及び協議内容の関係部・班及び機

関・団体等への周知 
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時期区分 手順その他必要事項 

避難所開設 

期間 

（８日目～ 

28 日目） 

□避難所における災害障がい者（災害で障がいを負った方）及び災害遺児の把握及び

支援 

□避難所その他所在地における設備の補修・新設 

□避難所その他所在地における巡回ケアサービス 

□福祉避難所の確保並びに必要な移送措置 

□要配慮者専用施設の確保並びに必要な移送措置 

□要配慮者向け住宅供給計画の作成並びに建設等 

□要配慮者向け広報活動並びに相談業務 

□設置した場合の関係機関等連絡協議会の運営及び協議内容の関係部・班及び機関・

団体等への周知 

避難所閉鎖 

以降 

（29 日目～） 

□仮設住宅その他所在地における巡回ケアサービス 

□長期ケアサービス体制確立に関して必要な措置並びに平常時地域福祉システムへの

移行計画の検討 

□災害障がい者（災害で障がいを負った方）及び災害遺児の所在把握、情報提供、各

種支援及び相談業務の実施 

□その他要配慮者に関する広報活動並びに相談業務 

□設置した場合の関係機関等連絡協議会の運営及び協議内容の関係部・班及び機関・

団体等への周知 

 

第４ 要配慮者等救援対策実施体制 

１ 市・関係機関・協力団体等の役割分担 

名称 役割のあらまし 
市 □要配慮者（特に避難行動要支援者）の安否確認並びに安全確保 

□災害障がい者（災害で障がいを負った方）及び災害遺児の所在把握、情報提供、各

種支援及び相談業務の実施 
□避難所その他所在地における介助支援の実施 
□福祉避難所（優先避難所、専用避難所）の確保並びに移送その他必要な措置の実施 
□避難所その他所在地の設備の補修・新設 
□避難所その他所在地における巡回ケアサービスの実施 
□災害総合相談窓口の設置・運営 
□要配慮者向け住宅供給ニーズの把握 
□災害救助法に基づく要配慮者向け住宅供給計画の作成並びに建設 
□その他市民との対応 
□関係機関等連絡協議会の設置・運営 

県 □要配慮者等救援対策実施のための応援要員の確保並びに作業基準・マニュアルの作

成支援 
□福祉避難所（優先避難所、専用避難所）確保のための支援 
□精神障がい者の安否確認、安全確保並びに介助支援に関して必要な措置 
□人工透析対象者その他難病患者の安否確認、安全確保並びに介助支援に関して必要

な措置 
□手話通訳、外国語通訳、翻訳ボランティア確保のための各団体との連絡等支援 
□要配慮者向け住宅供給計画の作成、建設の支援 
□災害障がい者（災害で障がいを負った方）及び災害遺児の所在把握、情報提供、各

種支援及び相談業務の実施 
□市が行う要配慮者向け広報活動並びに相談業務に関する協力 
□その他市が行う対策に関する全面的協力 
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名称 役割のあらまし 
国・防災関係

機関等 □要配慮者等救援対策実施のための応援要員の確保並びに作業基準・マニュアルの作

成支援 
□福祉避難所（優先避難所、専用避難所）確保のための支援 
□その他県・市が行う対策に関する全面的協力 

市社会福祉協

議会その他要

配慮者等支援

関係団体・施

設・事業所等 
□ボランティアセンターの開設・運営 
□要配慮者（特に避難行動要支援者）の安否確認並びに安全確保に関する協力 
□避難所その他所在地の介助支援への協力 
□福祉避難所（優先避難所、専用避難所）の運営、移送等必要な措置実施への協力 
□被災者からの介助支援依頼への最大限対応 
□市が行う要配慮者向け相談業務に関する協力 
□その他国・県・市が行う対策に関する全面的協力 

区長等 □地域における要配慮者（特に避難行動要支援者）の安否確認並びに避難の支援 
□避難所その他地域における介助支援 
□福祉避難所（優先避難所、専用避難所）の運営、移送等必要な措置実施への協力 
□ケア制度その他行政等支援メニューの説明 
□行政サービス各種申込書の配布 
□その他要配慮者等救援対策に必要な措置 
□市・各防災機関・関係団体等との連絡・協議 

 

２ 関係機関等連絡協議会 

市は、要配慮者等救援対策を統一的かつ適切に行うため、必要に応じて関係機関等連絡協議会を

設置する。あわせて、各救援対象区分別に関係各部・機関等からなる合同部会を設置する。関係機

関等連絡協議会の事務局業務は、健康福祉部が行う。 
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第２節 高齢者救援対策実施のめやす 

第１ 高齢者救援対策に関する基本的考え方 

１ 1995 年（平成７年）阪神・淡路大震災では、震災による死亡６千人以上の、過半数は 60 歳以上

の高齢者であった。また、避難所では、寒さや低栄養、脱水、過密な集団生活といった劣悪な生活

環境条件下におかれ高齢者や病弱者の方々が肺炎・気管支炎・喘息・胃潰瘍・心筋梗塞等に罹り、

適切な治療を受けられず死亡した事例が見られた。 

市が行う高齢者救援対策の最大の眼目は、災害関連疾患等による死亡（災害関連死）をいかに減

らすかということに尽きる。 

２ 大規模災害による高齢者の死亡を抜本的に減らすためには、建物自体の耐震性能や防災性能を強

化し建物の倒壊や土砂流入等による死者を少なくすることであり、避難所開設施設の改良整備によ

り劣悪な生活環境条件を解消することが必要である。これらは、予防計画の大きな課題となる。 

３ 応急対策においては、現有の限られた施設・要員の有効活用と、国・県・他自治体並びにボラン

ティアの支援・協力により発災後の避難所及び在宅の高齢者に対するケアを適切に行うことが重要

となる。 

 

第２ 対策実施上の時期区分のめやす 

時期区分 手順その他必要事項 

発災直前・直

後の緊急措置 

（～７日目） 

□「避難行動要支援者名簿」及び「個別避難計画」に基づく要援護高齢者の安否確

認・所在把握 

（□「避難支援プラン」作成・提出者 

（□その他の本人同意のない者 

□要援護高齢者安否不明者リストの作成 

□避難所等における要援護高齢者リストの作成 

□要援護高齢者安否不明者の再度安否確認 

□避難所等における応急的な介助支援措置の実施 

（□生活環境条件チェック、必要なケア要員派遣等 

（□医療救護班による健康チェックの実施 

（□歯科医師会による「入れ歯等」治療の実施 

（□簡易洋式トイレ、段差の応急的な解消その他設備の補修、設置 

□福祉避難所（優先避難所、専用避難所）の確保並びに必要な移送措置 

□高齢者向け住宅供給ニーズの把握 

□高齢者向け広報活動並びに相談業務 

□関係各部・機関職員からなる高齢者向け応急ケアサービスチーム編成 

避難所開設期

間 

（８日目 

～28 日目） 

□設備の補修、設置等市民及び各避難所担当者からの要望への対応 

□避難所及び在宅の高齢者向け巡回ケアサービス 

（□ケアマネジャー等による相談業務 

（□訪問介護員・ボランティア等の派遣 

（□医療救護班による健康チェックの実施 

（□歯科医師会による「入れ歯等」治療の実施 

□必要な場合の福祉避難所（優先避難所、専用避難所）への移送措置 

□高齢者向け特別仕様仮設住宅供給計画案の作成、並びに建設 

□避難所閉鎖以降の応急ケア対策計画の検討並びに体制の確立 

□高齢者向け広報活動並びに相談業務 

□高齢者向け応急ケアサービスチームの運営 

避難所閉鎖以

降仮設住宅設

置期間中 

（29 日目～） 

□仮設住宅入居高齢者向け巡回ケアサービス 

□入居待機者用施設その他の高齢者向け応急ケアサービス 

□福祉避難所（優先避難所、専用避難所）の高齢者に関する救援計画の検討及び実施 

□関係各部・各機関職員からなる高齢者向け長期ケアサービスチームの編成 

□避難所閉鎖以降の応急ケア対策計画に関する広報並びに相談受付業務 
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第３ 発災直後にとるべき措置のめやす 

項目 手順その他必要事項 
安否及び所在

地の確認並び

に移送の要否

等の把握 
□民生委員・児童委員の調査に基づく報告 
□各種福祉団体等による調査に基づく報告 
□健康福祉部特別調査チームの現認に基づく報告 
□福祉避難所（優先避難所、専用避難所）の入所名簿に基づく報告 
□その他防災関係機関による調査に基づく報告 

応急ケアサー

ビス実施のた

めのリスト作

成 
□避難所開設地区単位に作成 
（□避難所避難高齢者 
（□在宅避難高齢者者 
□必要となる介護・介助要員の種別・規模把握（必要な状況項目別） 
□車椅子・つえ等介助用具の要否、手話通訳要員の要否、点字広報紙の要否等必要

となる留意事項（必要な状況項目別） 
福祉避難所の

確保 □市デイサービスセンターへの特別入所措置 
□公立八鹿病院老人保健施設への特別受入要請 
□市内老人ホームへの特別受入要請 
□県を通じて他市町内老人保健施設等への特別受入支援要請 
□県に対し市外老人ホームへの特別受入れのあっせん要請 
□市施設のうちこども園等を福祉避難所として確保（ベッドが置ける施設） 

避難所におけ

る要配慮者専

用スペースの

確保 
□暑さ・寒さ対策が十分とられること 
□可能な限り少人数部屋であること 
□トイレになるべく近い場所であること 
□避難所事務所若しくは救護所になるべく近い場所であること 
□異常のある場合は速やかに察知できるよう、周囲の被災者に依頼しておくこと 
□できる限り速やかに福祉避難所（優先避難所、専用避難所）への移送措置をとる

こと 
避難所等にお

ける応急的な

設備の補修、

設置 
□洋式トイレのない場合は簡易洋式トイレ設置 
□踏み板の設置等段差の解消のための応急的措置 
□簡易ベッドの確保、提供 
□パーティション（間仕切）、カーテン等の確保、設置 

福祉避難所へ

の移送 □市職員により実施 
□ボランティアセンターに依頼し実施 
□避難所入所者の協力支援を得て実施 
□全但バス㈱等、市内バス会社、タクシー会社等に業務委託し行う。 
□福祉有償運送運営（移送サービス）により実施 
□その他可能な手段により実施 

 

第４ 避難所開設期間中にとるべき措置のめやす 

項目 手順その他必要事項 
避難所等にお

ける設備等の

補修・設置 □各避難所担当者又は市民からの要望により高齢者対策上必要と認める場合実施 
□前項「発災直後にとるべき措置のめやす」準用 

避難所及び在

宅の高齢者向

け 巡 回 ケ ア

サービスの実

施 
□避難所開設地区単位に巡回スケジュール作成 
□巡回ケアサービスの実施 
（□ケアマネジャー等やカウンセラー等による全般的な生活相談業務 
（□医師会、市、県派遣保健師班等との連携・協力による健康チェック 
（□訪問介護員、ボランティアの派遣による生活介助 
（□歯科医師会等の協力による「入れ歯」チェックサービス 
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項目 手順その他必要事項 
福祉避難所の

要請に基づく

水・物資等の

供給 
□指定施設への水・物資等の確保状況の照会 
□要請に基づくまち整備部への応急給水の実施指示 
□要請に基づく該当地域局への応急給水、食品・生活必需品等の供給指示 

高齢者向け住

宅の供給計画

案の作成等 □特別仕様対象者の把握 
（□民生委員・児童委員の調査に基づく報告 
（□各種福祉団体等による調査に基づく報告 
（□福祉部特別調査チームの現認に基づく報告 
□特別仕様仮設住宅供給計画案の作成 
□県等関係機関・団体との連絡調整 

高齢者向け広

報活動並びに

相談業務 □避難所や街頭における情報連絡が放送・拡声器等の音声情報に偏りがちになるこ

とを踏まえ、聴覚障がい者向の伝達手段を併用する。 
□サービスを受けることを遠慮するあまり事態を悪化させてから結果的にサービス

の必要量を増やし、質的にもより困難なサービスが必要とされる事態を招きがち

であることを踏まえ、周囲の市民に理解・協力を得られるような配慮を行う。 
□年金・各種手当等受給のために必要な証書類を紛失した場合の再発行手続の簡略

化等を実施する。 
 

第５ 避難所閉鎖以降の応急ケア対策計画のめやす 

項目 手順その他必要事項 

仮設住宅入居

高齢者向け応

急ケアサービ

ス 

□仮設住宅団地内集会施設等への「24 時間スタッフ詰所」の設置・運営 

※健康福祉部職員のほか、関係各部職員、仮設住宅団地住民組織、ボランティア等

の協力を得て運営。高齢者だけでなく入居者全体の生活環境向上のための活動拠

点とする。 

□仮設住宅団地居住環境の向上 

※段差・ぬかるみの解消、周辺地域における「車両の徐行呼びかけ」標識の設置、

入居者名入案内板の設置、花壇づくりなどを行う。また、バザーその他のイベン

ト等の実施により入居者と高齢者の交流を深めるよう企画する。 

□医師会及び県派遣保健師班等との連携・協力による健康チェック、こころのケア

対策 

□ケアマネジャー・カウンセラー等による全般的な生活相談業務、各種行政支援

サービスの利用相談業務、給食弁当の給付、訪問介護員の派遣その他要援護高齢

者向けサービスの実施 

入居待機者用

施設その他の

高齢者向け応

急ケアサービ

ス 

□仮設住宅早期入居のために必要な促進措置 

□「仮設住宅入居高齢者向け応急ケアサービス」に準ずる。 

要配慮者専用

施設等の高齢

者に関する措

置 計 画 の 検

討・実施 

□デイサービスセンター及びデイケアセンター、老人保健施設に関しては、平常時

体制への移行時期等について確定する。入所者については、その状況に応じて、

必要な措置を講ずる。 

 

避難所閉鎖以

降の応急ケア

対策計画に関

する広報活動

並びに相談受

付業務 

□災害総合相談窓口への担当係員、専門家等配置 

（□災害総合相談窓口設置期間中については、災害総合相談窓口により行う。 

□災害総合相談窓口閉鎖後は、健康福祉部内におく高齢者向け長期応急ケアサービ

スチーム事務局が窓口となり、関係各部、関係機関・団体等の協力を得て行う。  
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第３節 障がい者救援対策実施のめやす 

第１ 障がい者救援対策に関する基本的考え方 

１ 障がい者の救援対策の実施をきわめて困難なものにしているのは、それら対象者の心身の制限の

あり方が、例えば肢体不自由、視覚障害、聴覚障害、平衡機能障害、音声機能障害、言語機能障

害、心臓機能障害・呼吸器機能障害等の固定的臓器機能障害、知的障害等一様でない点にある。 
２ 障がい者の救援ニーズは、きわめて多様であり個別的である。しかし、他方で多数の被災者に対

する単純だがきわめて大量の救援ニーズ（例えば、雨露がしのげる場所、飲料水・食料）は、短時

間に満たされる必要がある。この両者のギャップを埋めることは、行政単独では、到底不可能であ

る。 
３ 市が行うべき障がい者救援対策のポイントは、第１に多様かつ個別的な障がい者の安否・所在地

を確認することであり、第２に現在障がい者やその家族・知人等を核として形成されているところ

の、心身の制限の有り様にほぼ相当する多種多様な地域支援組織や全国的支援ネットワークとの連

絡を迅速にとることである。 
４ 身体障がい者療護施設その他の施設入所者については、各施設の災害時対応計画による。 
 

第２ 対策実施上の時期区分のめやす 

時期区分 手順その他必要事項 

発災直後の緊急

措置 

（～７日目） 

□「避難行動要支援者名簿」及び「個別避難計画」に基づく「要援護障がい者」の

安否確認・所在把握 

（□「避難支援プラン」作成・提出者 

（□その他の本人同意のない者 

□「要援護障がい者安否不明者リスト」の作成 

□避難所及び在宅の「障がい者リスト」の作成 

※ケアサービス実施のための基礎データとして 

□「要援護障がい者安否不明者」の再度安否確認 

□避難所等における応急的な介助支援措置の実施 

（□生活環境条件チェック、必要なケア要員派遣等 

（□医療救護班による健康チェックの実施 

（□簡易洋式トイレ、段差の応急的な解消その他設備の補修、設置 

□福祉避難所の確保並びに必要な移送措置 

□障がい者向け住宅供給ニーズの把握 

□障がい者向け広報活動並びに相談業務 

□関係各部・機関職員からなる障がい者向け応急ケアサービスチーム編成 

避難所開設期間 

（８日目 

～28 日目） 

□設備の補修、設置等市民及び各避難所担当者からの要望への対応 

□避難所及び在宅の障がい者向け巡回ケアサービス 

（□ケアマネジャー等による相談業務 

（□訪問介護員・ボランティア等の派遣 

（□医療救護班による健康チェックの実施 

□必要な場合の福祉避難所への移送措置 

□障がい者向け特別仕様仮設住宅供給計画案の作成等 

※グループホーム形式のものを含む。 

□避難所閉鎖以降の応急ケア対策計画の検討並びに体制の確立 

□障がい者向け広報活動並びに相談業務 

□障がい者向け応急ケアサービスチームの運営 

避難所閉鎖以降 

仮設住宅設置期

間中 

（29 日目～） 

□仮設住宅入居障がい者向け巡回ケアサービス 

□入居待機者用施設その他の障がい者向け応急ケアサービス 

□福祉避難所等の障がい者に関する措置計画の検討及び実施 

□関係各部・各機関職員からなる障がい者向け長期ケアサービスチームの編成 

□避難所閉鎖以降の応急ケア対策計画に関する広報並びに相談受付業務 
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第３ 発災直後にとるべき措置のめやす 

項目 手順その他必要事項 

安否及び所在地

の確認並びに移

送の要否等の把

握 

□民生委員・児童委員の調査に基づく報告による。 

□各種福祉団体等による調査に基づく報告による。 

□健康福祉部特別調査チームの現認に基づく報告による。 

□避難所及び福祉避難所の入所名簿に基づく報告による。 

□各障がい者支援組織による調査に基づく報告による。 

□その他防災関係機関による調査に基づく報告による。 

応急ケアサービ

ス実施のための

リスト作成 

□避難所開設地区単位に作成する。 

（□避難所避難障がい者 

（□在宅避難障がい者 

□必要となる介護・介助要員の種別・規模を把握するために必要な状況項目別とす

る。 

□車椅子・つえ等介助用具の要否、手話通訳要員の要否、点字広報紙の要否等特別

な留意事項を把握するために必要な状況項目別とする。 

各障がい者支援

組織への連絡及

び支援対策本部

の設置要請 

□各障がい者に関わる市内、県内及び全国的障がい者支援組織に対し、市内被災者

への救援活動を開始するよう応援・協力を要請する。 

□本庁舎内に各障がい者支援組織支援本部のためのスペース、事務用資機材、電話

機等を確保し提供する。この場合、可能な限りボランティアセンター本部に隣接

したスペースを確保する。 

□避難所別「障がい者リスト」を提供する。 

□各部・避難所等拠点施設に対し支援対策本部を開設した障がい者支援組織リスト

を配布し最大限の協力に努めるよう要請する。 

□その他障がい者向け応急ケアサービスチームを通じて、必要なバックアップ措置

を講ずる。 

福祉避難所の確

保 

□社会福祉施設等の福祉避難所確保による。 

□県を通じて他市町障がい者通園・通所施設への特別入所支援を要請する。 

□県に対し市外身体障がい者療護施設その他入所施設への特別受け入れのあっせん

を要請する。 

□市施設のうち福祉避難所として指定・確保（ベッドが置ける施設） 

避難所における

要配慮者専用ス

ペースの確保 

□暑さ・寒さ対策が十分とられること 

□可能な限り少人数部屋であること 

□トイレになるべく近い場所であること 

□避難所事務所若しくは救護所になるべく近い場所であること 

□異常のある場合は速やかに察知できるよう周囲の被災者に依頼しておくこと 

□できる限り速やかに福祉避難所への移送措置をとること 

避難所等におけ

る応急的な設備

の補修、設置 

□洋式トイレのない場合は簡易洋式トイレを設置する。 

□踏み板の設置等段差の解消のための応急的な措置をとる。 

□簡易ベッドを確保し提供する。 

□パーティション（間仕切）、カーテン等を設置する。 

□聴覚障がい者向け広報伝達手段としての、掲示板等の確保 

福祉避難所への

移送 

□ボランティアセンターに依頼し行う。 

□避難所入所者の協力支援を得て行う。 

□全但バス㈱等、市内バス会社、タクシー会社等に業務委託し行う。 

□市職員により行う。 

□福祉有償運送運営（移送サービス）に依頼し行う。 
□その他可能な手段により行う。 
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第４ 避難所開設期間中にとるべき措置のめやす 

項目 手順その他必要事項 
避難所等におけ

る設備等の補

修・設置 □各避難所担当者、市民からの要望、若しくは障がい者向け応急ケアサービスチー

ムによる障がい者の救援上必要と認める場合に行う。 
□前項「発災直後にとるべき措置のめやす」に準じて行う。 

避難所その他所

在地における巡

回ケアサービス

の実施 
□避難所開設地区単位に巡回スケジュール作成 
□巡回ケアサービスの実施 
（□各支援組織による全般的なケアサービス 
（□訪問介護員、ボランティアの派遣による生活介助 
（□ケアマネジャー等やカウンセラー等による生活相談業務 
（□医師会、市、県派遣保健師班等との連携・協力による健康チェック 
（□障がい者施設職員等の協力による「生活環境」チェックサービス 

福祉避難所の要

請に基づく水・

物資等の供給 □指定施設への水・物資等の確保状況の照会 
□要請に基づくまち整備部への応急給水の実施指示 
□要請に基づく該当地域局への応急給水、食品・生活必需品等の供給指示 

障がい者向け住

宅の供給計画案

の作成等 □特別仕様対象者の把握 
（□民生委員・児童委員の調査に基づく報告 
（□各種福祉団体等による調査に基づく報告 
（□健康福祉部特別調査チームの現認に基づく報告 
□特別仕様仮設住宅供給計画案の作成 
□県等関係機関・団体との連絡調整 

障がい者向け広

報活動並びに相

談業務 □避難所や街頭における情報連絡が放送・拡声器等の音声情報に偏りがちになるこ

とを踏まえ、聴覚障がい者向けの伝達手段を併用する。 
□障がい者は多くの場合自らの意思の伝達上それぞれに固有の特徴や困難さのある

ことを、あらかじめ市全職員に周知徹底しておく。 
□サービスを受けることを遠慮するあまり事態を悪化させてから結果的にサービス

の必要量をふやし、質的にもより困難なサービスが必要とされる事態を招きがち

であることを踏まえ、周囲の市民に理解・協力を得られるような配慮を行う。 
□年金・各種手当等受給のために必要な証書類を紛失した場合の再発行手続の簡略

化等を実施する。 
 

第５ 避難所閉鎖以降の応急ケア対策計画のめやす 

項目 手順その他必要事項 

仮設住宅入居

障がい者向け

応急ケアサー

ビス 

□仮設住宅団地内集会施設等への「24 時間スタッフ詰所」の設置・運営 

※健康福祉部職員のほか、関係各部職員、仮設住宅団地住民組織、ボランティア等

の協力を得て運営。障がい者だけでなく入居者全体の生活環境向上のための活動

拠点とする。 

□仮設住宅団地居住環境の向上 

※段差・ぬかるみの解消、周辺地域における「車両の徐行呼びかけ」標識の設置、

入居者名入案内板の設置、花壇づくりなどを行う。また、バザーその他のイベン

ト等の実施により入居者と障がい者の交流を深めるよう企画する。 

□市医師会及び県派遣保健師班等との連携・協力による健康チェック・こころのケ

ア対策 

□ケアマネジャー等・カウンセラー等による全般的な生活相談業務、各種行政支援

サービスの利用相談業務、給食弁当の給付、訪問介護員の派遣その他要援護障が

い者向けサービスの実施 

□グループホーム入居者への支援措置 

※上記に準ずる。 
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項目 手順その他必要事項 

入居待機者用

施設その他の

障がい者向け

応急ケアサー

ビス 
□仮設住宅早期入居のために必要な促進措置 
□「仮設住宅入居障がい者向け応急ケアサービス」に準ずる。 

要配慮者専用

施設等の障が

い者に関する

措置計画の検

討・実施 
□通園・通所施設に関しては、平常時体制への移行時期等について確定する。入所

者については、その状況に応じて、必要な措置を講ずる。 
□入所施設に関しては、引き続き入所が必要なものは、必要な手続をとり、また、

退所・院が可能になったものについては、仮設住宅の提供その他退所・院後のケ

アサービスについて必要な引き継ぎを行う。 
避難所閉鎖以

降の応急ケア

対策計画に関

する広報活動

並びに相談受

付業務 
□第４「避難所開設期間中にとるべき措置のめやす」の場合を準用する。 

 



第２編 第４部 第２章 要配慮者等支援計画 

 応復－366 

第４節 乳幼児救援対策実施のめやす 

第１ 乳幼児救援対策に関する基本的考え方 

１ 乳幼児が大規模地震災害により受ける被害の表れは、第１に、住宅の倒壊その他の被害による本

人の死傷、保護者の死傷がある。 
２ 第２に、「育児面における影響」がある。主な事例をあげると「消化のよい乳幼児向食料の入手

困難」、「飲料水の不足」、「おむつ・下着類等の入手困難」、「けがやカゼ・発熱等の身体的影

響」、「医師並びに薬・体温計・水枕の不足等医療面の不足」、そして強烈なショックとしての地

震体験と引き続く余震の発生による「何らかの精神的影響」などである。 
３ 避難所等の集団生活の中では、「精神的ストレス」が強くなり、また、「乳幼児の泣き声」は他

の被災者からの苦情の的になりやすく、保護者の心労もいっそう増す。 
４ 乳幼児の救援対策のポイントは、第１に保護者を失った「乳幼児の養育・養護」であり、第２に

乳幼児が受ける「生活上の制約に関し可能な限り解消に努める」ことの２点である。 
５ 認定こども園等以外の施設通園・通所者については、各施設の災害時対応計画による。 
 

第２ 対策実施上の時期区分のめやす 

時期区分 手順その他必要事項 

発災直後の緊急

措置 

（～７日目） 

□「避難行動要支援者名簿」及び「個別避難計画」に基づく乳幼児の安否確認・所

在把握 

（□「避難支援プラン」作成・提出者 

（□その他の本人同意のない者 

□「要保護乳幼児リスト」の作成 

□避難所等における「乳幼児リスト」の作成 

※ケアサービス実施のための基礎データとして 

□避難所等における応急的な支援措置の実施 

（□生活環境条件チェック 

（□ミルク・ほ乳瓶・簡易乳児用ベッドの供給 

（□「こどもの精神的ケアについて」リーフレットの配布等 

（□医療救護班による健康チェックの実施 

□乳児院・児童養護施設等の確保並びに必要な移送措置 

□乳幼児救援対策に関する広報活動並びに相談業務窓口等の設置 

□関係各部・機関職員からなる乳幼児向け応急ケアサービスチーム編成 

避難所開設期間 

（８日目 

～28 日目） 

□市民及び各避難所担当者からの要望に基づく応急的な支援措置の実施 

□認定こども園等職員・ボランティア等による応急保育 

□保健師等による巡回保健指導 

□医療救護班による健康チェックの実施 

□精神科医・カウンセラー等からなる「こころのケア」チームによる巡回相談業務 

□要保護乳幼児の乳児院・児童養護施設等への移送措置 

□避難所閉鎖以降の応急ケア対策計画の検討並びに体制の確立 

□乳幼児救援対策に関する広報活動並びに相談業務窓口等の運営 

□乳幼児向け応急ケアサービスチームの運営 

避難所閉鎖以降 

仮設住宅設置期

間中 

（29 日目～） 

□仮設住宅入居者・入居待機者用施設入所者向け応急ケアサービス 

（巡回保健指導、巡回相談業務等） 

□健康診査の実施（１歳６か月児、３歳児） 

□認定こども園等の運営に関する特別サービス計画の検討及び実施 

□関係各部・各機関職員からなる乳幼児向け長期ケアサービスチームの編成 

□避難所閉鎖以降の応急ケア対策計画に関する広報並びに相談受付業務 
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第３ 発災直後にとるべき措置のめやす 

項目 手順その他必要事項 
安否及び所在地

の確認並びに移

送の要否等の把

握 
□民生委員・児童委員の調査に基づく報告による。 
□各種乳幼児関係団体等による調査に基づく報告による。 
□教育部特別調査チームの現認に基づく報告による。 
□認定こども園等関係者による調査に基づく報告による。 
□その他防災関係機関による調査に基づく報告による。 

応急ケアサービ

ス実施のための

リスト作成 □避難所開設地区単位に作成する。 
（□避難所避難乳幼児 
（□在宅避難乳幼児 
□必要となる支援要員の種別・規模を把握するために必要な状況項目別とする。 
□保護者の存否、親類・知人その他保護者に準ずる者の存否、障害の有無等特別な

留意事項を把握するために必要な状況項目別とする。 
乳児院・児童養

護施設等の確保 □県に対し乳幼児通園・通所施設への特別入所措置支援を要請する。 
□市施設のうち専用避難所として指定・確保により一時対応する。 

避難所における

専用スペースの

確保 □暑さ・寒さ対策が十分とられること 
□可能な限り少人数部屋であること 
□トイレになるべく近い場所であること 
□避難所事務所若しくは救護所になるべく近い場所であること 

避難所等におけ

る応急的な支援

の実施 □乳幼児向救援セットの配布 
※内容の一例…粉ミルク、ほ乳ビン、離乳食、缶入飲料水、紙おむつ、ウエット

ティッシュ、タオル、おぶいひも、下着、おもちゃ、こころのケア

に関するリーフレット等 
□ポータブルトイレの確保並びに設置 
□パーティション（間仕切）、カーテン等の設置、専用の個室等の準備 
□簡易乳児用ベッドの確保並びに供給 

乳児院・児童養

護施設等への移

送 □教育部職員により行う。 
□ボランティアセンターに依頼し行う。 
□避難所入所者の協力支援により行う。 
□全但バス㈱等、市内バス会社、タクシー会社等に業務委託し行う。 
□その他可能な手段により行う。 

 

第４ 避難所開設期間中にとるべき措置のめやす 

項目 手順その他必要事項 
避難所等におけ

る応急的な支援

措置の実施 □各避難所担当者、市民からの要望、若しくは乳幼児向け応急ケアサービスチーム

による乳幼児の救援上必要と認める場合に行う。 
□前項「発災直後にとるべき措置のめやす」に準じて行う。 

避難所その他所

在地における巡

回ケアサービス

の実施 
□避難所開設地区単位に巡回スケジュール作成 
□巡回ケアサービスの実施 
（□各支援組織による全般的なケアサービス 
（□訪問介護員、ボランティアの派遣による生活介助 
（□カウンセラー等による生活相談業務 
（□医師会、市、県派遣保健師班等との連携・協力による健康チェック 
（□認定こども園・子育て支援団体等の職員の協力による「生活環境」チェック

サービス 
応急保育の実施 □認定こども園等職員・ボランティア保育士等により各避難所内若しくは最寄り保

育所・保育園等において、避難所開設期間中限りの応急保育を実施する。 
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項目 手順その他必要事項 
保健師等による

巡回保健指導の

実施 □医師会等並びに県派遣保健師班等との連携・協力による健康チェック 
□訪問介護員、ボランティアの派遣による育児支援 
□カウンセラー等による全般的な生活相談業務 

乳幼児救援対策

に関する広報活

動 □乳幼児救援対策に関する広報活動については、第１部第７章「災害時広報活動計

画」による。 
 

第５ 避難所閉鎖以降の応急ケア対策計画のめやす 

項目 手順その他必要事項 
仮設住宅入居

者・入居待機者

用施設入所者向

け応急ケアサー

ビス 
□第４「避難所開設期間中にとるべき措置のめやす」に準じて行う。 

健康診査の実施 □朝来健康福祉事務所、医師会等の協力を得て、１歳６か月児、３歳児の健康診査

を実施する。 
□この場合、相当の連絡・周知期間をもち実施するよう努める。また、親類・知人

等へ疎開している場合についても、もれなく伝わるよう、報道機関・県・他市町

村等の協力を要請する。 
認定こども園等

の運営に関する

特別保育サービ

ス計画の検討・

実施 
□被災者の生活復興促進のため入所児及び非入所児の特別保育を関係各部、議会並

びに関係機関・団体等の協力を得て、検討・実施する。 
□認定こども園等定員の特別拡大措置 
□保育時間の特別延長 
□保育者の特別増員措置若しくは過重負担にならないための応援体制の確立 

避難所閉鎖以降

の応急ケア対策

計画に関する広

報活動並びに相

談受付業務 
□本部設置期間中については、第１部第７章「災害時広報活動計画」により行う。 
□相談業務は、災害総合相談窓口への専任係員、専門家等配置により行う。 
□本部閉鎖以降は、教育部内におく乳幼児向け長期ケアサービスチーム事務局が窓

口となり関係各部、関係機関・団体等の協力を得て行う。  
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第５節 その他要支援者救援対策実施のめやす 

第１ 市各部の役割分担 

名称 手順その他必要事項 
健康福祉部 □「その他要支援者」救援対策に関する連絡・調整 

□外国人を除く「その他要支援者」救援対策の実施 
市民生活部 □外国人救援対策の実施 
 

第２ その他要支援者救援対策に関する基本的考え方 

１ 阪神・淡路大震災は、地域において、高齢者・乳幼児・障がい者以外にも多種多様な人々がとも

に生活し、そして「何らかの支援」を必要としているということを明らかにした。 
２ 言葉や習慣が異なるため不自由を強いられる「外国人」、定期的に人工透析治療を受ける必要の

ある者、人工呼吸器使用者その他通院治療者や在宅の難病患者、食事内容に制約のある「食物アレ

ルギー」者等々。それらの人々は決して多数ではないが、救援ニーズがきわめて多様で個別的であ

り、必要な支援がなされない場合は最悪生命にかかわる。これは「障がい者」の置かれた立場に共

通する。 
３ その他要介助者の救援対策のポイントは、第１に多様かつ個別的な「その他要支援者」の安否の

把握及び現在地を確認することである。第２に、外国人については、その保護の任にあたるべき外

務省・各国大使館に、また、その他の「要支援者」については、国・県等関係機関に加え自身や 
家族・知人等を核として形成される、相互扶助、支援のための地域的・全国的組織と迅速に連絡を

とり救援活動のための拠点を提供することである。 
 

第３ 対策実施上の時期区分のめやす 

時期区分 手順その他必要事項 

発災直後の緊急

措置 

（～７日目） 

□「避難行動要支援者名簿」及び「個別避難計画」に基づく「要支援者」の安否確

認・所在把握（保健所との連携） 

（□「避難支援プラン」作成・提出者 

（□その他の本人同意のない者 

□「要支援者安否不明者リスト」の作成 

□避難所等における「要支援者リスト」の作成 

※ケアサービス実施のための基礎データとして 

□関係各機関並びに各支援・相互扶助組織との連絡・支援本部設置要請 

□「要支援者安否不明者」の再度安否確認 

□避難所及び在宅のその他要支援者向け応急的な支援措置の実施 

（□ボランティア等の協力による必要なケア要員の派遣 

（□避難所担当者及び「要支援者」に対するリーフレットの配布 

（□医療救護班による健康チェックの実施 

□人工透析施設その他必要な支援サービス施設の確保等並びに必要な移送措置 

（□日本透析医会災害時情報ネットワークの活用 

（□透析医療機関への協力要請 

（□在宅難病患者関係医療機関への協力要請 

（□人工呼吸器等医療機器メーカーへの協力要請 

（□必要な場合の搬送手段の確保 

□「その他要支援者」向け仮設住宅のニーズの把握 

□「その他要支援者」向け広報活動、相談業務受付窓口の設置 

□関係各部・機関・各支援・相互扶助組織からなる応急ケアサービスチームの編成 



第２編 第４部 第２章 要配慮者等支援計画 

 応復－370 

時期区分 手順その他必要事項 

避難所開設期間 

（８日目 

～28 日目） 

□各機関並びに各支援・相互扶助組織によるケアサービス 

□カウンセラー等による相談業務 

□訪問介護員の派遣 

□医療救護班による健康チェックの実施 

□必要な場合の支援サービス施設への移送措置 

□「その他要支援者」向け仮設住宅供給計画案の作成 

□避難所閉鎖以降の応急ケア対策計画の検討並びに体制の確立 

□「その他要支援者」救援対策に関する広報活動（外国人に配慮した多言語対応に

よる情報提供等）並びに相談業務窓口等の運営 

□関係各部・機関並びに各支援・相互扶助組織からなる応急ケアサービスチームの

運営 

避難所閉鎖以降 

仮設住宅設置期

間中 

（29 日目～） 

□仮設住宅入居者・入居待機者用施設入所者向け応急ケアサービス 

（巡回保健指導、巡回相談業務等） 

□関係各部・機関並びに各支援・相互扶助組織からなる長期ケアサービスチームの

編成 

□避難所閉鎖以降の応急ケア対策計画に関する広報並びに相談受付業務 

 

第４ 発災直後にとるべき措置のめやす 

項目 手順その他必要事項 
安否及び所在地

の確認並びに移

送の要否等の把

握 
□民生委員・児童委員の調査に基づく報告による。 
□各担当部特別調査班の現認に基づく報告による。 
□朝来健康福祉事務所特別調査班の現認に基づく報告（難病指定患者）による。 
□拠点救護所・医療機関受診名簿若しくは入院患者名簿に基づく報告による。 
□各支援・相互扶助組織による調査に基づく報告による。 
□市国際交流協会その他団体並びに防災関係機関による調査に基づく報告による。 

応急ケアサービ

ス実施のための

リスト作成 □避難所開設地区単位に作成する。 
（□避難所避難その他要支援者 
（□在宅避難その他要支援者 
□支援要員の種別・規模を把握するために必要な状況項目別とする。 
□飲料水支給上の特別配慮の要否、介助用具の要否等特別な留意事項を把握するた

めに必要な状況項目別とする。 
関係機関並びに

各支援・相互扶

助組織への連絡

及び支援対策本

部の設置要請そ

の他の事項 
□第３節「障がい者救援対策実施のめやす」に準じて行う。 

 

第５ 避難所開設期間中にとるべき措置のめやす 

 第３節「障がい者救援対策実施のめやす」に準じて行う。 
 

第６ 避難所閉鎖以降の応急ケア対策計画のめやす 

 第３節「障がい者救援対策実施のめやす」に準じて行う。 
※ 資料２－４－１～２－４－２ 
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第３章 避難所開設・運営計画 

第１節 計画の方針 

第１ とりまとめ責任担当部 

健康福祉部 
 

第２ 避難所の開設・運営に関する基本指針 

１ 救助法による避難所の開設期間は、発災後１週間（７日間）とする。総合的な復旧対策、救援対

策の実施により逐次退所できるよう促進し期間内に完了するよう努める。 

ただし、大規模地震発生時においては、発災後４週間（28 日間）以内を目標とする。４週間を

超え長期化する見込みの場合若しくはその後に必要となる住宅に関する救援措置は、仮設住宅の建

設等応急的な住宅供給により行う。 

２ 開設及び運営の実務は、健康福祉部（市職員）が行う。ただし、災害の状況により避難所となった

施設の学校教職員は、避難所開設当初１週間をめやすとして、市職員に協力し、避難所の運営要員と

なる。 

避難生活が中長期化する見込みの場合は、避難所の運営は、避難者・地域の自治会等が自主的に

運営にあたることとし（避難所運営委員会を組織）、市担当職員や学校教職員は、運営の後方支援

を行う。また、避難所運営に当たっては、ＮＰＯ等外部支援者の活用も検討する。 

３ 発災直後避難した市民の受入れに当たっては、高齢者、障がい者、乳幼児、傷病者等の要配慮者

を優先し、特に受入れスペースの環境に配慮する。 

２日目以降の高齢者、障がい者、傷病者の収容については、可能な限り福祉避難所若しくは旅館

やホテル等の借上げによる専用施設等へ移送する。やむを得ず入所を継続する場合は、簡易ベッド

等を用意するなどの代替措置をとるよう努める。 

４ 避難生活の長期化による精神的・身体的疲労等に伴う健康状態の悪化や生活環境の激変に伴う心

身の変化に対しては、迅速に対応し避難者の健康保持を図る。また、必要に応じて希望者に公的宿

泊施設等の二次的避難所、ホームステイ等の紹介、あっせんを行う。 

５ 避難所の運営に当たっては、避難所生活における男女のニーズの違い等男女双方の視点等の確保

できるよう男女共同参画を促す。 

６ 指定避難所のライフラインの回復に時間を要すると見込まれる場合や、道路の途絶による孤立が

続くと見込まれる場合は、指定避難所の設置・維持の適否を検討する。なお、市内に避難所を確保

できない場合には、県並びに関係機関・団体・事業所等の協力を得て、市外も含めて移送先となる

避難所の確保、一時避難のための施設の確保、野外受入れ施設（テント等）の確保・調達等により

対応する。 

７ 感染症禍において、避難所での３密（密閉・密集・密接）を回避するために、指定避難所等だけ

では、想定収容人員の不足が生じる等の場合には、ホテルや旅館等の避難所としての活用等を検討

する。また、避難者の健康管理や避難所の衛生管理、十分な避難スペースの確保、適切な避難所レ

イアウト等の必要な措置を講じるよう努めるとともに、特定の避難所に避難者が集中し、収容人数

を超えることを防ぐため、ホームページやアプリケーション等の多様な手段を活用して避難所の混

雑状況を周知するなど、避難の円滑化に努める。 

８ 避難所の開設・運営の詳細については、別途定める「養父市避難所運営マニュアル」によるもの

とする。 
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第３ 市・関係機関・協力団体等の役割分担 

名称 役割のあらまし 

市 □避難所開設・運営要員の派遣、各種記録の整備 

□避難所の管理、入所者の保護、入所者向け救援サービスの実施 

□避難所内における各種情報の提供、広報活動の実施 

□必要な場合の発災後５日以内の避難所開設期間延長の県への要請 

□避難所開設・運営のための資機材、生活救援物資等の確保・供給 

□必要な場合の避難所施設利用に関する強制命令の県への要請 

□必要な場合の旅館やホテル等の借上げによる福祉避難所の確保 

□必要な場合の公的宿泊施設等の二次的避難所、ホームステイ等の紹介、あっ

せん 

□必要な場合の避難所被災者の他地区への移送 

□県内他市町村等への広域避難・広域一時滞在受入れの要請及び県への報告 

□県外市町村への広域避難・広域一時滞在受入れに関する県との協議 

□受入れ先市町村との情報共有体制及び被災住民向け生活再建等支援情報提供

体制の確保 

県 □市の要請に基づく避難所開設期間の延長承認（救助法による。） 

□市の要請に基づく避難所開設・運営のための資機材、生活救援物資等の確

保・供給 

□市の要請に基づく避難所施設利用に関する強制命令の執行 

□必要な場合の旅館やホテル等の借上げによる福祉避難所の確保協力 

□必要な場合の公的宿泊施設等の二次的避難所、ホームステイ等の紹介、あっ

せんに関する広域的な確保協力 

□広域避難・広域一時滞在受入れに関する助言・支援及び必要な場合の代行 

□スムーズな避難所縮小・閉鎖のために必要な業務に関する支援 

□市がその機能を発揮できない場合の権限代行 

□その他市が行う対策に関する協力 

福祉避難所管理者 □市の要請に基づく福祉避難所開設・運営 

□福祉避難所開設・運営のための要員、資機材、生活救援物資等の確保・供給

に関する協力 

□必要な場合の福祉避難所等への一時入所に関する協力 

□その他市が行う対策に関する協力 

帰宅困難者用避難所

管理者 

□市の要請に基づく避難所開設・運営 

□避難所開設・運営のための資機材、生活救援物資等の確保・供給 

□スムーズな避難所縮小・閉鎖のために必要な業務に関する支援 

□その他市が行う対策に関する協力 

南但馬警察署 □避難所における安全安心活動 

□その他市が行う対策との連携 

国 □救助法による避難所開設・.運営のために必要な手続の実施 

□県の避難所開設・運営のための資機材、生活救援物資等の確保・供給に関す

る支援 

□広域避難・広域一時滞在受入れに関する助言・支援及び必要な場合の代行 

□スムーズな避難所縮小・閉鎖のために必要な業務に関する支援 

□その他県・市が行う対策に関する全面的協力 

ライフライン事業者

等防災関係機関 

□避難所における通信手段の確保に関する協力（公衆電話の設置を含む。） 

□避難所における電気、水道、下水道の優先的応急復旧の実施 

□スムーズな避難所縮小・閉鎖のために必要な業務に関する支援 

□その他県・市が行う対策に関する協力 
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名称 役割のあらまし 

学校教職員、ＰＴ

Ａ、保護者会、学校

医 

□避難所開設初期及び閉鎖期における必要な業務の実施協力 

□避難所における「応急教育」「こころのケア」「健康管理」等児童・生徒向

け救援対策の実施に関する協力 

□その他避難所の開設・運営に関する協力 

市社会福祉協議会そ

の他被災者支援団体 

□各種ボランティアの確保 

□その他避難所の開設・運営に関する支援 

□スムーズな避難所縮小・閉鎖のために必要な業務に関する支援 

区長等 □避難所開設初期及び閉鎖期における必要な業務の実施協力 

□避難所運営委員会の結成等避難所の管理・運営に関する協力 

□入所者の要望、意見のとりまとめ 

□その他入所者と、市本部、関係機関・団体等との連絡・調整 
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第２節 避難所の開設・運営及び閉鎖 

第１ 開設・運営手順のめやす 

項目 手順その他必要な事項 

避難所の開門等 □避難所の開設は、原則として、本部長の指示により行う。 

□突発的な地震の発生により必要な場合は、市職員又は居あわせた当該施設所

属職員（学校教職員を含む。）が施設入口（門）の開錠をし、建物・施設の

安全確認及び避難所開設の準備を行う。 

□すでに避難者が集まっているときは、上記の準備作業が終了するまで屋外

（グラウンド等）で待機させ、避難者の不安の緩和を期するとともに、無用

の混乱防止に努める。 

□避難所に避難したホームレスについて、住民票の有無等に関わらず適切に受

け入れる。 

要配慮者優先スペー

ス及びその他居住区

域の割り振り 

□避難した市民の受入スペース（教室）の指定に当たっては、高齢者、障がい

者、乳幼児、傷病者等の要配慮者を優先し、暖かいところ、トイレに近いと

ころを確保する。 

□事情の許す限り区長等の協力を得て地域ごとに教室（スペース）を割り当

て、避難した市民による自主的な統制に基づく運営となるよう配慮する。 

□各居住区域は、適当な人員（20 人程度をめやすとする。）で編成し居住区

域ごとに代表者（班長）の選出及び庶務当番（順位）の決定を行うよう要請

する。 

避難所利用マナーの

徹底 

□避難所滞在者に対しては、特に要配慮者最優先ルールの徹底を図る。 

□夜間の安眠環境を維持するため、「館内放送は、緊急の場合を除き夜間（10

時以降）には行わない」、「室内照明は、夜間（10 時以降）には最小限に

とどめる」などのルールづくりを要請し徹底する。 

避難所開設第１報の

本部への報告、避難

所内事務室の開設 

□庁内ＬＡＮ、電話（ＦＡＸ又は口頭）若しくは伝令により避難所開設の旨を

市本部に報告する。 

□避難所内に事務室を速やかに開設し「事務室」の看板等を掲げて、避難した

市民に対して、避難所運営の責任者の所在を明らかにする。 

□避難所の運営に必要な用品（ノートパソコン、避難所指定地区住民名簿、避

難者カード、避難所用物品受払簿等の様式、事務用品等）を確保する。 

□市本部は、県但馬県民局、南但馬警察署等関係機関に対して、下記の事項を

めやすとして、開設の状況を連絡する。 

（□避難所開設の日時 

（□場所、施設名 

（□収容状況及び人員 

（□通信連絡手段等 

（□開設期間の見込み 

□市内に収容余力がない場合は、県知事に対し非被害地若しくは小被害地であ

る他市町又は隣接県地区への移送を要請する。 

避難者名簿の作成 □避難者カードを配り、避難した市民等（在宅避難者、車中・テント泊等、避

難所外避難者も含む。）に対して、各世帯単位に記入するよう指示する。 

□避難者カードを基に、できる限り早い時期に避難者名簿を作成し、避難所運

営のための基礎資料として事務室内に保管する。また、本部へ報告する。 

避難所運営委員会の

結成要請 

□避難所開設期間中に必要となる業務は、可能な限り被災者自身により行う体

制を確保する。 

□男女共同参画の視点に配慮した代表者により構成する避難所運営委員会の結

成を要請する。 

□避難所運営委員会に対し、避難所の閉鎖に向けて市が行う各救援対策・復旧

対策の計画立案のための基礎資料の収集、進捗状況等に関する情報の周知徹

底等について、市民のとりまとめ役となるよう要請する。 
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項目 手順その他必要な事項 

子育て家庭や女性の

ニーズへの配慮 

□避難所において確保すべきスペース（ニーズの例） 

（□女性専用の物干し場 

（□女性専用更衣室 

（□授乳場所 

□その他配慮すべき事項（ニーズの例） 

（□男女ペアによる巡回警備や防災ブザーの配布 

（□トイレや居住スペース確保の際の安全・安心確保への配慮 

（□女性が相談できる場づくり 

被災者が同行した愛

玩動物（ペット）の

対策 

□ペット同伴者のため、敷地内にペット専用のスペースを確保する。 

□ペットの飼育は、飼い主が全責任を持って行うよう周知徹底する。 

□居室へのペットの持ち込みは、身体障がい者補助犬を除き原則禁止する。 

食品、生活必需品の

請求、受取り、配布 

□責任者となる職員は、避難所全体で集約された食品、生活必需品、その他物

資の必要数のうち不足分については、市本部に報告し調達・供給を要請す

る。 

□食品の調達に当たっては、乳児、高齢者、食物アレルギー保持者等に配慮し

た食品の要否を確認の上、必要に応じて調達する。 

□到着した食品や物資を受取った時は、そのつど避難所物品受払簿に記入の上

居住区域ごとに配布を行う。 

□配布に当たっては、要配慮者を優先し、確実に配布されるようにする。 

□生理用品や下着等女性向け物資の配布については、女性が担当するよう配慮

する。 

避難所外避難者への

配慮 

□在宅避難者、車中・テント泊等、避難所外避難者に対しても、食料等、必要

な物資の配布、保健師等による巡回健康相談の実施等保健医療サービスの提

供、正確な情報の伝達等により、生活環境の確保が図られるよう努める。 

要配慮者・病人等へ

の配慮 

□２日目以降の高齢者、障がい者、傷病者の収容については、可能な限り福祉

避難所若しくは病院等へ移送する。 

□やむを得ず入所を継続する場合は、簡易ベッド等を用意するなどの代替措置

をとるよう努める。 

□必要に応じ、避難所の高齢者、障がい者等の生活機能の低下の防止等のた

め、災害派遣福祉チーム（ＤＷＡＴ）の派遣制度を活用する。 

避難所における感染

症対策 

□避難所開設にあたり、事前に運営スタッフの健康チェック・検温の実施、十

分な避難スペース等の確保、衛生物資等の設置を行う。 

□避難者の受入れに当たっては、避難者受付前に健康チェック・検温等を行う

ほか、身体的距離の確保、換気の励行、体調不良者等の分離など感染症対策

に留意した避難所運営を行う。 

□感染症の発生・拡大がみられる場合は、関連部局が連携して、感染症対策と

して必要な措置を講じるよう努める。 

避難所の運営状況及

び運営記録の作成 

□責任者となる職員は、避難所の運営状況について、１日に１回午前 10 時ま

でに市本部に報告する。 

□避難所の運営記録として、避難所日誌を記入する。 

□本部長に対する報告は、健康福祉部が正午までに取りまとめて行い、傷病人

の発生等、特別の事情のあるときそのつど必要に応じて報告する。 
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項目 手順その他必要な事項 

その他 □避難所開設期間中は、事務室に市職員を常時配置する。 

□避難所は、市各部及び関係機関等の行う応急対策・復旧活動の拠点ともなる

が、避難所内での各活動場所の指定等の調整業務は、各避難所責任者が行

う。 

□災害の状況により避難所となった施設の学校教職員は、避難所開設当初１週

間をめやすとして、市職員に協力し避難所の運営要員となる。ただし、８日

目以降当該学校施設の児童・生徒の保護並びに応急教育その他の対策実施に

支障がない範囲で協力を要請することができる。 

□小・中・義務教育学校、高校を避難所として使用する場合については、避難

所の円滑な運営並びに学校再開等の観点から以下の施設を使用しないよう徹

底する。 

（□校長室、職員室、事務室、放送室、機器・化学薬品等がある特別教室等

《学校の教育機能及び避難所の安全管理機能確保の観点から》 

（□保健室、和室等《病弱者、負傷者等保護及び医療活動の確保の観点から》 

（□校庭《各部等の救援対策受入れのためのスペース確保の観点から》 

□市は、避難所を開設した場合に関係機関等による支援が円滑に講じられるよ

う、避難所の開設状況等を適切に県に報告し、情報の共有に努める。また、

県知事より他市町村からの被災者受入れのための避難所開設の指示を受けた

場合は、県の計画の定めるところにより積極的に行う。 

（→第２「被災者の他地区への移送等」参照） 

□特に避難生活が長期化する場合は、指定避難所の良好な生活環境の継続的な

確保に努めることとし、そのため、必要に応じて、専門家との定期的な情報

交換を行う。 

□指定避難所等における女性や子供等に対する性暴力・ＤＶの発生を防止する

ため、女性用と男性用のトイレを離れた場所に設置する、トイレ・更衣室・

入浴施設等は昼夜問わず安心して使用できる場所に設置する、照明を増設す

る、性暴力・ＤＶについての注意喚起のためのポスターを掲載するなど、女

性や子供等の安全に配慮するよう努める。また、警察、病院、女性支援団体

との連携の下、被害者への相談窓口情報の提供を行うよう努める。 

 

第２ 被災者の他地区への移送等 

項目 手順その他必要な事項 

他地区への移送の要

否の決定 

□避難所設置施設への危険の有無の確認 

（□大雨等による土砂災害危険 

（□洪水等による浸水危険 

（□危険物等施設における火災・有毒ガス漏洩危険 

（□地域局又は避難所運営担当者から二次的な危険がある旨の通報 

□避難所設置施設の維持困難の有無の確認 

（□ライフラインの回復に時間を要すると見込まれる場合 

（□道路の途絶による孤立が続くと見込まれる場合 

移送先の確保の可否

の確認及び移送 

□市内他地区への移送先の確保「可」の確認 

（□当該避難所設置担当地域局内 

（□その他市内 

□移送手段の確保及び移送実施 

□市内での移送先確保「不可」の確認 → 「市外への広域避難・広域一時滞

在要請」 
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項目 手順その他必要な事項 

市外への広域避難・

広域一時滞在要請 

□県内他市町への要請 

（□近隣の非被災市町若しくは小被災市町への協力申し入れ 

（□県への事前報告若しくは困難な場合の協議開始後の迅速な報告 

□受入れ決定の旨及び内容に関する公示 

（□避難所管理者 

（□関係指定地方行政機関、指定公共機関、地方公共機関の長 

（□関係公共的団体 

（□その他市長が必要と認める者 

□移送手段の確保及び移送実施 

□県内での移送先確保「不可」の確認 → 「県外への広域避難・広域一時滞

在要請」 

県外への広域避難・

広域一時滞在等要請 

□知事への協議・助言申し入れ 

（□受入れ先の候補となる市町村に関する助言 

（□当該市町村の被災住民受入れ能力（施設数、施設概要等）に関する助言 

□協議申し入れ時に明らかにすべき事項 

（□避難希望地域 

（□避難人数 

（□避難期間 

（□輸送手段 

（□その他必要事項 

移送手段の確保 □移送手段の確保 

（□市の保有車両 

（□市内事業所・団体等の民間車両 

□関係機関への移送協力要請 

（□ＪＲ西日本 

（□県バス協会等輸送機関 

県外への移送の実施等 □移送引率職員等の指名 

（□移送引率担当 

（□受入先避難所避難管理担当 

□受入れ先市町村との情報共有体制及び被災住民向け生活再建等支援情報提供

体制の確保 

知事の指示に基づく

他市町村からの被災

者受入れ 

□避難所又は広域一時滞在施設の選定・開設 

（□開設・運営協力担当職員の指名 

（□広域避難・広域一時滞在市町との情報共有その他受入れに伴い必要となる

体制の確保 

□知事への上記に関する報告 
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第３ 縮小・閉鎖の手順のめやす 

項目 手順その他必要な事項 
縮小・閉鎖方針の検

討、作成 □ライフラインの復旧状況、営業店の再開の状況、応急仮設住宅の建設状況等

を総合的に勘案し、入所者が自立した生活を再建することができると判断で

きる場合は、避難所の漸次縮小、閉鎖時期、閉鎖手順等の避難所縮小・閉鎖

方針を検討し作成する。 
□避難所の閉鎖時期については、応急仮設住宅、公営住宅の空き家等入所者の

居住先が概ね確保できる時期をめやすとして決定する。 
縮小・閉鎖方針の決

定 □縮小・閉鎖方針の決定は本部長が行う。 
□決定に当たっては、避難所管理者及び避難所運営委員会等入所者との事前協

議を十分に行う。 
避難所管理者及び避

難所運営委員会等入

所者との閉鎖に向け

た手順の協議、実施 
□閉鎖に向けた問題点を協議し残務整理全般について調整する。 
（□生活困難者への配慮事項、市本部への要請事項等の集約 
（□自立支援サービスに関する情報の提供 
（□夜間の巡回等防犯・防火その他秩序維持業務の実施手順の作成 
（□避難所として使用した施設が本来の機能を再開できるよう、後始末し引き

渡すために必要な業務の実施手順の作成 
□避難所撤収後の生活再建がスムーズに行われるよう、入所者への個別面談、

情報・資料提供を十分に行う。 
運営業務全般の残務

整理及び閉鎖 □残った救援物資の整理を行い、市本部へ返却する。 
□避難者名簿等避難所の運営に係る記録類を整理し市本部へ返却する。 
□使用した施設・設備を元に戻し、清掃した上で避難所を閉鎖する。 

※ 資料２－３－１ 避難所等の現況 
※ 資料６－４ 避難所運営のための様式 
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第３節 避難者健康対策 

第１ 実施体制 

避難者の健康対策は、市が、県及び関係機関の協力を得て、それぞれの役割に応じ連携し実施する。 
１ 市は、朝来健康福祉事務所と連携して、県各機関、医師会等関係機関などとの連携・協力体制を

確保する。 
２ 被害の程度に応じて、隣接する健康福祉事務所、他府県の自治体に支援を求める。 
 

第２ 保健活動の実施 

１ 活動体制 

□市は、被災者の状況等被害の状況を速やかに、朝来健康福祉事務所長に報告するとともに、避難

者の健康保持を図るため老人保健事業等、必要な保健サービスの復旧を図る体制づくりに努め、

朝来健康福祉事務所に協力要請を行う。 
□朝来健康福祉事務所は、活動計画の作成、巡回健康相談チームの編成及びスタッフへの日々の活

動内容の指示を行う。 
□県は、他府県の自治体等に対して巡回健康相談チームの支援スタッフの派遣依頼を行う。 

 

２ 事業内容 

□避難生活の長期化に伴う健康障害の予防、高齢者、妊産婦、障がい者、難病患者、人工透析患者

やその他疾病を持った人の健康状況悪化防止のため、巡回健康相談・栄養相談を実施するととも

に、救護所等と連携し、適切な治療に繋げる。 
□被災地の一般家庭・仮設住宅入居者への訪問指導を通じて被災者のニーズを把握し、関係者、関

係機関に情報提供を行うとともに、福祉との相互調整を図り、被災者に対して必要な保健・医

療・福祉のサービスが受けられるように調整、支援を行う。 
□被災者の健康調査（栄養調査、歯科検診等）を、医師会等関係機関の協力を得て行い、潜在的な

健康障害を早期に発見し、必要な措置を行う。 
□特に 2004 年新潟中越地震において顕在化した車両避難者へのエコノミー症候群対策に留意する。 
□被災者が相互交流できる場を設定し、必要な健康情報を提供しながら、被災者のニーズに合わせ

た健康教育、健康相談を行う。 
 

第３ 県による精神保健対策の実施 

１ 医療を必要とする避難者への対策 

□医療中断した被災患者に対し診療の機会を提供するとともに、避難所等での精神疾患の急発・急

変への救急対応を図るため、朝来健康福祉事務所にこころのケアチーム（ひょうごＤＰＡＴ）活

動拠点本部を設置する。また、医師等専門家で構成する巡回診療チ－ムを編成し各避難所等にお

いて巡回相談等を行う（医療機関や団体への依頼、医薬品の調達を含む。）。 

□県内の精神病院の協力の下、夜間の入院患者受入れも含め、精神科夜間診療体制を確保する。 

□精神保健福祉センターは、こころのケアチーム（ひょうごＤＰＡＴ）活動拠点本部を中心とした

精神保健活動の調整と技術支援を行う。 

□県は、必要に応じて、厚生労働省及び他の都道府県に対して、災害時のこころのケアの専門職か

らなるこころのケアチーム（ＤＰＡＴ）の編成及び協力を求める。 

 

２ 被災体験、避難所生活などのストレスによって生じる心の健康対策 

□精神保健福祉センターを中心に、医療、保健、福祉、教育等の関係者で構成する支援組織を編成

し、被災者のニーズに応じた心の健康保持のため、知識の普及・啓発、巡回相談の実施、相談電

話の設置、アルコール問題等への対応について、検討・実施する。 
□専門的なケアを必要とする者を早期に発見し、適切な医療に繋げるため、医療、保健、福祉、教

育等の専門機関の行う支援活動と連携を図り相談体制を確保する。  
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第４章 生活救援対策計画 

第１節 計画の方針 

第１ とりまとめ責任担当部 

市民生活部 
 

第２ 生活救援対策に関する基本指針 

１ 生活救済に当たっては、「災害ケースマネジメント」の考え方に則り、災害によって被害を受け

た被災者一人ひとりに寄り添い、生活状況やニーズ等を把握するとともに、それぞれの課題に応じ

た情報提供や人的支援等の様々な支援策を組み合わせた個別の計画を作成し、関係機関等が連携し

て支援策を実施することとする。 
２ 要配慮者等向けの生活救援対策は、一般健常者に優先して実施する。 
３ 水、食品、日用品その他物資の供給は、ライフライン機能や市内の商業サービス機能が復旧し、

被災者が自ら確保することが可能となるまでの当面の緊急措置として実施する。また、供給活動の

実施が各機能の復旧上の支障とならないよう、実施主体・方法、サービスの内容・種類・規模等に

ついて、十分留意する。 
４ 広域にわたる大災害が発生し、市による食料及び物資の確保・供給が困難な場合は、県に対し食

料及び物資の供給及び供給あっせんを要請する。なお、県は、市町からの要請を待ついとまがない

と認めるときは、要請を待たずに市町への食料及び物資の供給を行うこととなっている。 
５ 生活救援対策の実施に当たっては、罹災証明書添付の要否、所得制限その他受給上の資格条件の

有無、申し込み受付開始日（予定）、サービス支給開始日（予定）、罹災証明書発行業務スケ

ジュールを明らかにする。 
６ 各部の行う復旧対策との連携、県・国・防災関係機関との連携を強化するとともに、他市町・都

道府県・関係機関・関連業者・団体・専門家等に広く協力を求める。 
７ 対策の実施に当たっては、災害発生後２日目をめやすとして発行される「広報やぶ被災者支援情

報」を通じて、十分な事前広報を実施する。また、災害総合相談窓口において、その趣旨の徹底と

被災者の要望の把握に努め、適切な生活救援対策の立案・実施に反映させる。 
 

第３ 対策実施上の時期区分のめやす 

時期区分のめやす 手順その他必要事項 

発災直後の緊急措置 

（～７日目） 

□備蓄物資等現在量の点検・確保 

□当面の必要供給量の概数把握（推定） 

□県・国・業者等に対する最大限供給協力の要請 

□避難所を拠点とする応急給水・食品・日用品等の緊急供給の実施 

（要配慮者等最優先で当面対応） 

□生活救援対策に関する広報活動並びに相談業務 

避難所開設中期 

（８日目～21 日目） 

□避難所単位の必要供給量の把握 

□避難所を拠点とする応急給水・食品・日用品等の供給体制の確立 

（業者・団体等への委託で対応） 

□要配慮者等及び要援護被災者に対するサービス供給状況の点検・補充 

□義援金配分のための事前準備措置 

□生活救援対策に関する広報活動並びに相談業務 

避難所後期以降 

（22 日目～） 

□ライフラインや商業機能の復旧状況に則した、災害時救援物資等供給対策

の段階的縮小 

□義援金配分の実施 

□生活救援対策に関する広報活動並びに相談業務 
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第２節 応急給水計画 

第１ とりまとめ責任担当部 

まち整備部 
 

第２ 応急給水計画に関する基本指針 

１ 大規模地震発生直後においては、消火用水の供給及び病院・福祉施設等の緊急給水を最優先で行

う。また、対策が必要な期間中を通じて優先的な供給に努める。 

２ 応急給水期間を最小限にとどめるため、まち整備部職員及び他水道事業体から派遣される応援技

術職員等の要員は施設復旧活動に重点的に配置する。 

３ 被災した水道施設の応急復旧は、避難所開設期間（災害発生後 28 日間をめやすとする。）中に

完了させることを目標とする。そのため、施設の復旧の進捗状況に応じて、応急給水供給量の段階

的拡大を計画的に行う。 

４ 応急給水対策の実施に当たっては、拠点給水方式実施地域の名称、施設設置場所、利用時間その

他利用上の留意事項、運搬給水方式実施地域の名称、給水車の巡回コース、給水実施場所、スケ

ジュールその他のサービス実施方法を明らかにして行う。 

５ 水道施設からの給水が困難な断水地域に対しては、市が確保した車両及び応援派遣された給水車

を集中的に投入・活用し、市職員・ボランティア等を中心とする要員が運搬給水を行う。その他各

部の行う復旧対策との連携、県・国・防災関係機関との連携を強化するとともに、他市町・都道府

県・関係機関・関連事業者・団体・専門家等に広く協力を求める。 

６ 対策の実施に当たっては、市ホームページ、ＣＡＴＶのほか、災害発生後２日目をめやすとして

発行される「広報やぶ被災者支援情報」を通じて、十分な事前広報を実施する。また、応急給水に

関する市民からの問い合せ、要望等のとりまとめ役を被災地の区長若しくは代表となる住民に依頼

し、適切な飲料水等供給対策の立案・実施に反映させる。 

 

第３ 市各部、関係機関・協力団体等の役割分担のめやす 

名称 手順その他必要な事項 
まち整備部 □応急給水源の点検・確保・運営 

□断水地域の把握 
□応急給水源が確保できない場合、その旨危機管理室（本部情報班）に報告 
□要緊急給水地域・施設の把握及び緊急給水の実施 
□拠点給水地域に関する応急給水計画の検討及び実施 
□運搬給水地域・施設に関する応急給水計画の検討、協力要請・調整 
□応急給水用資機材の確保 

健康福祉部 □医療機関・福祉施設等における緊急給水の把握・実施に関する協力 
□救助法関係事務のとりまとめ 

経営企画部 □応急給水用資機材・車両等の確保その他必要な協力 
□応急給水源が確保できない場合、その旨県に対し連絡し応急給水応援等要請 
□応急給水活動及び水道施設復旧活動に関する広報 

各部共通並びに

関係機関・協力

団体等 □所管する施設及び所管業務に係る給水活動への協力 
区長等 □応急給水及び水道施設復旧への必要な協力  
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第４ 応急給水活動のめやす 

１ 応急給水供給目標量と給水方法 

給水対象 供給量 人／日 時期区分(発災後) 給水方法 

断水地域における 

一般利用者 

3 リットル ３日目まで □水道施設における拠点給水 

□給水タンク車等による運搬給水 

3～20 リットル ４日目～10 日目 □共用仮設給水栓の設置 

□給水タンク車等による運搬給水 

20～100 リットル 11 日目～20 日目 □仮設給水栓の増設 

100～ 

被災前給水量 

（約 250 リットル） 

21 日目～完全復旧

まで 

□仮設配管からの各戸給水 

□共用仮設給水栓の設置 

病院・福祉施設等 必要量 水道復旧まで随時 □仮設送水管・給水栓の設置 

□給水タンク車等による運搬給水 

消火用水 必要量 水道復旧まで随時 － 

 

２ 応急給水用資機材の確保 

まち整備部の車両及び資機材を確保し、応急給水活動に使用する。不足する資機材等の調達は、

関係各部・機関、県その他地方公共団体、自衛隊、飲料関係事業所等の応援を求める。 
 

３ 医療機関・福祉施設等への緊急給水の実施 

病院、心身障がい児・者救援サービス施設、介護老人保健施設等高齢者救援サービス施設等の福

祉施設への応急給水は、要請の有無にかかわらず、まち整備部が関係各部と連携しながら応急供給

計画をたて、給水タンク車その他市車両の運用により最優先で行う。特に公立八鹿病院については、

災害発生後直ちに、健康福祉部を通じて、水の確保状況を照会するなどして、水の確保に万全を期

する。 
 

４ 井戸水について 

被害地において、水道施設がなく井戸等を使用している場合及び水道断水のため地区内の井戸を

利用する場合は、必ず井戸替え及び消毒を行ったものでなければ飲用に供してはならない。 

また、井戸替え及び消毒は、塩素、さらし粉、次亜塩素酸ソーダ等を投入し（基準量の 10～20

倍使用）水が十分替わるまで汲み出し外観検査の結果、無色透明で異物の浮遊、沈殿が認められず、

かつ残留塩素が 0.2mg/１リットル以上検出されるようにする。 

なお、生水を避け、必ず煮沸した水を飲用するよう広報する。  
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第３節 食料供給計画 

第１ とりまとめ責任担当部 

市民生活部 
 

第２ 食料供給に関する基本指針 

１ 大規模地震発生直後においては、病院・福祉施設等における緊急食料供給要請に対する対応及び

要配慮者等に対する供給を最優先で行う。また、対策実施期間中を通じて優先的供給に努める。 

２ 避難所となる小・中・義務教育学校を供給拠点として、避難所滞在者及び避難所外避難者（在宅

避難者、車中・テント泊等）向けに初期においては、炊出し若しくは備蓄保存食料の提供、中期以

降については、弁当の提供若しくは炊出しにより食料の供給を行う。 

３ 応急的な食料供給業務を適切に行うとともに、市内における食料供給機能の早期復旧を促進する

ため、可能な限り市内ホテル・旅館、給食業者、外食レストラン、商工会等協定締結業者に対し、

食料、食材の調達、炊出し、弁当供給等業務委託を行う。 

４ 当該避難所周辺地域の食料供給機能復旧及びライフライン復旧の進捗状況に応じて、災害救助法

に基づく食料の供給は縮小若しくは停止する。 

５ その他各部の行う復旧対策との連携、県・国・防災関係機関との連携を強化するとともに、他市

町・都道府県・関係機関・関連業者・団体・専門家等に広く協力を求める。 

６ 対策の実施に当たっては、市ホームページ、ＣＡＴＶのほか、災害発生後２日目をめやすとして

発行される「広報やぶ被災者支援情報」を通じて、十分な事前広報を実施する。 

 

第３ 対策実施上の時期区分のめやす 

時期区分のめやす 手順その他必要事項 
発災直後の緊急措置 

（～７日目） 

□養父市学校給食センターの調理設備等給食体制の点検、確保 

□食料、食材及び弁当等の調達供給先の確保 

□調達供給先が確保できない場合、その旨県に対し連絡し食料の確保・供給

等要請 

□医療機関・福祉施設等への食料の緊急供給の実施（要請による） 

□避難所等各食料供給拠点における食料供給の実施 

（□要配慮者等最優先で当面対応 

（□炊出し実施が困難な場合は、保存食料の提供 

□平常時食料供給機能の復旧支援 

（□大規模店舗等における電気・ＬＰガス・水道・電話の優先的復旧 

（□災害時広報活動における「開店情報」の伝達 

避難所開設中期 

（８日目～14 日目） 

□避難所等各食料供給拠点における弁当の提供 

（□業者・団体等への委託で対応 

（□炊出し実施が可能な場合は、炊出しの実施 

□平常時食料供給機能の復旧支援 

（□食料供給対策実施に伴う業務委託 

（□「生活支援物資車両」としての認定 

（□仮設店舗の提供、緊急融資のあっせん等 

（□その他上記のうち必要な措置の継続 

避難所後期以降 

（15 日目～） 

□ライフラインや商業機能の復旧状況に則した、食料供給対策の段階的縮小 

□避難所における共同炊事設備の提供 

□平常時食料供給機能の復旧支援 

（□上記のうち必要な措置の継続  
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第４ 市各部、関係機関・協力団体等の役割分担のめやす 

名称 手順その他必要な事項 

市民生活部 □備蓄保存食料・食材・弁当等の確保・供給 

□調達供給先が確保できない場合、その旨危機管理室（本部情報班）に報告 

□炊出し業務委託その他食料供給計画の検討及び協力要請・調整 

□病院・福祉施設等の要請に基づく緊急食料供給 

□要配慮者及び生活困難者に対する必要な支援措置 

□共同炊事設備設置計画の検討及び協力要請 

□救助法関係事務のとりまとめ 

健康福祉部 □病院・福祉施設等の緊急食料供給要請のとりまとめ 

□要配慮者及び生活困難者に対する必要な支援措置のとりまとめ 

□救助法関係事務のとりまとめ 

教育部 □養父市学校給食センターの調理設備等給食体制の点検、確保 

□避難所等各供給拠点における供給体制の点検・確保 

□その他市民生活部の指示に基づく食料供給活動の実施、その他必要な協力 

産業環境部 □市民生活部の指示に基づく食材・機材・燃料等の確保・供給に関する協力 

経営企画部 □調達供給先が確保できない場合、その旨県に対し連絡し確保・供給等要請 

□応急食料供給活動及び食料供給機能復旧状況に関する広報 

各部共通並びに関係

機関・協力団体等 

□所管する施設及び所管業務に係る食料供給活動への協力 

区長等 □非常用持出し食料の確保（最低３日分程度） 

□その他応急食料供給及び食料供給機能復旧への協力 

 

第５ 応急食料供給対策のめやす 

応急食料供給は以下のとおり行うが、実施にあたり高齢者、妊産婦、乳幼児、食事制限のある方等

のニーズにも配慮する。 
なお、食料の備蓄、輸送、配食等に当たっては、管理栄養士の活用を図る。 

１ 食料等の品目及び供給量のめやす 

項目 １人当り１日量※下記のうちいずれか１つ 想定される時期 

保存食料等の場合 カンパン   ２～３缶 （100g／缶） 発災後３日目まで 

食パン    200ｇ（約半斤）以内 

缶詰弁当   ２～３缶  

アルファ米  ２～３パック 

炊出し又は弁当の場合 米穀（精米） 600ｇ以内 被災地域の復旧状況により

必要とされる場合で、避難

所開設期間中 
弁当類    ２～３食 

乳幼児向 調整粉乳   150ｇ以内 

粥、ベビーフード、ミキ

サー加工食品、とろみ調

整剤、アレルゲン除去食

品等の食事制限や食形態

等に配慮した特別な食品 

上記に準じて必要量 対策実施期間中随時 

病院・福祉施設への緊急

供給 

上記に準じて必要量 対策実施期間中随時 
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２ 炊出し実施方法のめやす 

(1) 養父市学校給食センター 

養父市学校給食センターの調理設備・要員・ランニングストック等を可能な限り使用する。ま

た、必要に応じて、飲食業組合、民間給食業者、ホテル・宿泊業者、外食レストランチェーン事

業者等に炊出し業務を委託する。 
(2) その他炊出し拠点 

災害対策活動従事者に対する食料の供給、病院・福祉施設等への要請に基づく緊急供給を行う

ため、市民生活部は、庁舎、保育所その他の施設に炊出し拠点を確保する。また、各供給拠点に

おける供給能力に不足のある場合は、これにより随時必要分を補充する。 
(3) 調達困難な場合 

炊出し実施に必要な食材、燃料、機材、応援調理要員の確保が困難な場合は、県・国・自衛隊

等に対し、応援を要請する。 
 

３ 供給対象者及び必要数把握方法のめやす 

(1) 供給の対象者 

□避難所等に収容されている被災者 
□住家の被害が全焼、全壊、流失、半焼、半壊又は床上浸水等の被害を受け、炊事のできない被災

者 
□病院、ホテル等の滞在者及び縁故先への一時避難者 
□救助、救護、災害防止、災害復旧等の従事者 
(2) 必要数把握の方法 

□市本部への被害情報による概数の把握 
□健康福祉部が集計した避難所収容者名簿及び食料希望者名簿による把握 
（乳幼児の数・高齢者の数及びその他一般市民等の数） 
□健康福祉部が関係各部、関係機関、区等住民組織の協力を得て集計した在宅要配慮者数の把握 
□経営企画部が各部の協力を得て集計した災害応急対策活動従事者の把握 
（医療機関・福祉施設等を含む。） 

 

４ 業者委託による弁当類供給方法のめやす 

業者委託による弁当類供給に当たっては、以下の点について留意する。 
□子供向け、一般成人向け、高齢者向けの少なくとも３種類のメニューとし、また、栄養のバラン

スと嗜好に配慮し、日替わりメニューを用意できること。 
□自ら配送体制を用意できること。また、各食料供給拠点の対象者別必要数については、事業者が

各担当者よりそのつど聴取すること。 
□食中毒等を起こすことのないよう衛生管理に万全な体制をとれること。 

 

５ その他要配慮者への配慮すべき事項 

要配慮者への食品供給に当たっては、以下の点について留意する。 
□弁当・おにぎり、米飯、パン、副菜等を「かめない」「飲み込みにくい」人に合わせて調理・加

工できるよう、小規模な調理のできる調理場を設置すること。 
□育児用調整粉乳を調乳するため必要な清潔なスペース、ほ乳瓶等の必要な器具、器具の洗浄・消

毒を行うための資材類が整備された調乳場を設置すること。 
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第４節 生活必需品等供給計画 

第１ とりまとめ責任担当部 

市民生活部 
 

第２ 生活必需品供給に関する基本指針 

１ 大規模地震発生直後においては、病院・福祉施設等における緊急生活必需品供給要請に対する対

応及び要配慮者等に対する供給を最優先で行う。また、対策実施期間中を通じて優先的供給に努め

る。 

２ 避難所となる小・中・義務教育学校等を供給拠点として、避難所滞在者及び在宅避難者向けに初

期においては一時的滞在のために最低限必要な身回品の応急的な供給を、また、中期以降について

は、生活の自力再建を支援するために必要な生活必需品の供給を行う。 

３ 被災地で求められる物資は、時間の経過とともに変化し、多様化すると考えられる。また、要配

慮者、女性、子どもなど避難者の特性によって必要となる物資は異なる。変化していく避難者ニー

ズの把握及びニーズに対応した物資の確保及び配布に努めるとともに、生理用品、女性用下着の配

布は女性が行うなど、物資の配布方法についても配慮する。 

４ 応急的な生活必需品供給業務を適切に行うとともに、市内における商業機能の早期復旧を促進す

るため、可能な限り市内大規模店舗、商工会等協定締結業者に対し、生活必需品の調達、供給等業

務委託を行う。 

５ 当該避難所周辺地域の商業機能及びライフライン復旧の進捗状況に応じて、救助法に基づく生活

必需品の供給は縮小若しくは停止する。 

６ その他各部の行う復旧対策との連携、県・国・防災関係機関との連携を強化するとともに、他市

町・都道府県・関係機関・関連業者・団体・専門家等に広く協力を求める。 

７ 大規模な災害時においては、原則として、国・県において仕分けられた義援品、メーカー等業

者・団体から寄せられた大口救援物資についてのみ受付、保管業務を行うものとする。一般個人を

対象とした義援品（小口救援物資）の募集・受付は行わないこととし、その旨を広報等で周知す

る。 

８ 対策の実施に当たっては、市ホームページ、ＣＡＴＶのほか、災害発生後２日目をめやすとして

発行される「広報やぶ被災者支援情報」を通じて、十分な事前広報を実施する。 

 

第３ 対策実施上の時期区分のめやす 

時期区分のめやす 手順その他必要事項 

発災直後の緊急措置 

（～７日目） 

□生活必需品等の調達供給先の確保 

□調達供給先が確保できない場合、その旨県に対し連絡し確保・供給等要請 

□医療機関・福祉施設等への生活必需品の緊急供給実施（要請による。） 

□避難所等各供給拠点における備蓄・調達による供給実施 

（□要配慮者等最優先で当面対応 

□平常時商業機能の復旧支援 

（□大規模店舗等における電気・ＬＰガス・水道・電話の優先的復旧 

（□災害時広報活動における「開店情報」の伝達 

避難所開設中期 

（８日目～14 日目） 

□避難所等各供給拠点における業務委託による提供の実施 

□平常時商業機能の復旧支援 

（□生活必需品供給対策実施に伴う業務委託 

（□「生活支援物資車両」としての認定 

（□仮設店舗の提供、緊急融資のあっせん等 

（□その他上記のうち必要な措置の継続 
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時期区分のめやす 手順その他必要事項 

避難所後期以降 

（15 日目～） 

□ライフラインや商業機能の復旧状況に則した供給対策の段階的縮小 

□避難所における物資交換スペース等の提供 

□平常時商業機能の復旧支援 

（□上記のうち必要な措置の継続 

 

第４ 市各部、関係機関・協力団体等の役割分担のめやす 

名称 手順その他必要な事項 
市民生活部 □避難所等各供給拠点における供給体制の点検・確保 

□調達供給先が確保できない場合、その旨危機管理室（本部情報班）に報告 
□備蓄生活必需品等の確保・供給 
□調達その他による供給計画の検討及び国・県・業者・団体等への協力要請・

調整 
□病院・福祉施設等の要請に基づく緊急生活必需品供給 
□要配慮者及び生活困難者に対する必要な支援措置 

健康福祉部 □病院・福祉施設等の緊急生活必需品供給要請のとりまとめ 
□要配慮者及び生活困難者に対する必要な支援措置のとりまとめ 
□救助法関係事務のとりまとめ 

産業環境部 □健康福祉部の指示に基づく生活必需品の確保・供給に関する協力 
経営企画部 □調達供給先が確保できない場合、その旨県に対し連絡し確保・供給等要請 

□応急的供給活動及び商業機能復旧状況に関する広報 
各部共通並びに関係

機関・協力団体等 □所管する施設及び所管業務に係る生活必需品供給活動への協力 
区長等 □非常用持出し生活必需品の確保（最低３日分程度） 

□その他応急的供給及び商業機能復旧への協力 
 

第５ 応急生活必需品供給対策のめやす 

応急生活必需品供給は以下のとおり行うが、実施にあたり高齢者や乳幼児等のニーズにも配慮する

こととする。 
 

１ 生活必需品の供給品目のめやす 

項目 品目例 想定される時期 
直後期 
※被災直後の最低

限の生活を維持

するために必要

な物資 
□毛布、布団類・簡易ベッド（要配慮者用優先）、

敷物（発泡スチロール製） 
□外衣・肌着（中古でもよい） 
□日用品（トイレ用紙・生理用品・紙おむつ） 
□冷暖房用品（ストーブ・扇風機等） 
□食器類（箸・コップ・皿・ほ乳瓶・缶切等） 
□小型エンジン発動機 
□仮設トイレ 

発災後３日目まで 

復旧期 
※当面の生活不安

から解放すると

ともに自力復旧

への意欲を支え

るために必要な

品 
□外衣・肌着（新品に限る。） 
□身回品（タオル・パンスト・靴下等） 
□日用品（トイレ用紙・ティッシュペーパー・

ウェットティッシュ・生理用品・紙おむつ・ドライ

シャンプー・石鹸・洗剤・歯ブラシ・歯磨粉等） 
□冷暖房用品（ストーブ・扇風機等） 
□光熱材料（使捨てライター・カセットコンロ等） 

被災地域の復旧状況に

より必要とされる場合

で、避難所開設期間中 
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項目 品目例 想定される時期 
障がい者等向け生

活必需品 □車椅子 
□補聴器 
□ストマ用装具等 対策実施期間中随時 

応急復旧用物資 □シート 
□テント 
□鋼材 
□セメント 
□土のう袋等 

対策実施期間中随時 
衛生物資（避難所

での感染予防のた

めの物資） □消毒液（アルコール、次亜塩素酸ナトリウム溶液） 
□マスク 
□ゴム手袋（ディスポーザブル）、使い捨て手袋 
□液体石鹸 
□ウェットティッシュ、ペーパータオル 
□非接触型体温計 
□ガウン、フェイスガード 
□間仕切り、受付用パーティション 
□段ボールベッド（折りたたみベッドを含む。） 
□養生テープ 
□換気設備、除菌・滅菌装置 
□清掃用具一式、トイレ関連備品一式 

対策実施期間中随時 

病院・福祉施設へ

の緊急供給 上記に準じて必要量 対策実施期間中随時 
 

２ 供給実施方法のめやす 

(1) 各生活必需品供給拠点 

各地域局及び当該学校施設における備蓄物資等を使用する。また必要に応じて事業者等に供給

業務を委託する。 
(2) 広域的供給拠点 

災害対策活動従事者に対する生活必需品の供給、病院・福祉施設等への要請に基づく緊急供給

を行うため、市民生活部は道の駅ようか但馬蔵、八鹿総合体育館に広域的供給拠点を確保する。

また、各供給拠点における供給能力に不足のある場合は、これにより随時必要分を補充する。 
(3) 調達困難な場合 

必要な生活必需品の調達が困難な場合は、県・国・自衛隊等に対し応援を要請する。 
 

３ 供給対象者及び必要数把握方法のめやす 

 第３節「食料供給計画」の規定を準用する。 
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第５節 義援金配分計画 

第１ とりまとめ責任担当部 

健康福祉部 
 

第２ 対策実施に関する基本指針 

１ 緊急を要する救援対策業務完了後に「義援金配分実施スケジュール」を可能な限り迅速に作成す

る。 

２ 避難所開設期間中に申請受付及び給付実施等の措置を行えるよう、国・県・関係機関・協力団体

等と連携・協力し、業務量の平均化と受給手続の簡略化に努める。 

３ 対策の実施に当たっては、市ホームページ、ＣＡＴＶのほか、災害発生後２日目をめやすとして

発行される「広報やぶ被災者支援情報」を通じて、十分な事前広報を実施する。 

 

第３ 対策実施上の時期区分のめやす 

時期区分のめやす 手順その他必要事項 

発災直後の緊急措置 

（～７日目） 

□必要な事前準備措置の検討 

避難所開設中期 

（８日目～21 日目） 

□義援金配分実施スケジュールの作成 

□広報活動並びに相談業務 

□必要な事前準備措置の実施 

避難所後期以降 

（22 日目～） 

□義援金配分の実施 

□実施スケジュールに関する広報活動並びに相談業務 

 

第４ 市各部、関係機関・協力団体等の役割分担のめやす 

名称 手順その他必要な事項 
健康福祉部 □義援金の配分のとりまとめ 
経営企画部 □義援金の受入れ・保管 

□罹災証明書発行のとりまとめ 
□市ホームページ、「広報やぶ」等を活用した広報 

区長等 □支給実施スケジュールに関する広報協力 
 

第５ 義援金の配分 

区分 手順その他必要な事項 
配分方法の決定 □県地域防災計画に基づき行う。 

□日赤県支部を中心に、支援関係団体等を構成員とする「義援金募集委員会」

が決定する。 
配分の実施 □県の「義援金募集委員会」において決定された義援金の配分基準をもとに、

民生委員・児童委員その他関係者の意見を聞き、実情に即して配分する。 
県に義援金募集（配

分）委員会が設置さ

れない場合 □県の取扱いに準じて市に｢義援金募集委員会｣を設置し行う。 
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第６節 被災者台帳作成及び罹災証明書発行計画 

第１ とりまとめ責任担当部 

経営企画部 
 

第２ 罹災証明書発行に関する基本指針 

１ 罹災証明書の発行は、市の把握する限りの資料に基づき作成する被災者台帳により速やかに行

う。ただし、大規模災害発生時における罹災証明書の発行事務は災害発生後 22 日目以降開始を目

標とする。 

２ 被災者台帳作成作業及び罹災証明書発行事務を円滑に行うため、関係各部の各種被害調査結果を

基礎資料として活用する。 

３ 被害認定のための調査は、区長等協力団体及び市内在住・在勤家屋被害認定士等有資格者の作業

協力を得て行うが、作業量等から判断して、期間内に達成することが困難であるときは、他自治

体・家屋被害認定士等専門ボランティア等への作業協力を要請する。 

４ 対策の実施に当たっては、市ホームページ、ＣＡＴＶのほか、十分な事前広報を実施する。特に

発行スケジュールについては災害発生後７日目までに発表し市民に周知徹底する。 

 

第３ 大規模災害発生時における対策実施上の時期区分のめやす 

時期区分のめやす 手順その他必要事項 

発災直後の緊急措置 

（～７日目） 

□被害甚大地域の把握及び全壊・流失家屋等の把握 

□罹災証明書発行のための調査手順、体制等の検討・準備 

□市内在住・在勤家屋被害認定士等有資格者、区長等協力団体への協力要請 

□必要な場合の県内在住・在勤家屋被害認定士等有資格者への協力要請 

避難所開設中期 

（８日目～21 日目） 

□罹災証明書発行スケジュールの公表 

□関係各部の各種被害調査結果に基づく資料整理 

□関係各部との被災調査・発行業務協力に関する連絡・調整 

□罹災証明書発行のための調査実施 

□罹災証明書発行のための被災者台帳作成 

□罹災証明書発行のための実施計画、体制の検討・準備 

避難所後期以降 

（22 日目～） 

□作業量等により必要な場合の上記の作業の継続 

□罹災証明書発行事務開始 

□市民の苦情に基づく再度調査の実施 

□その他市民対応 

 

第４ 市各部、関係機関・協力団体等の役割分担のめやす 

名称 手順その他必要な事項 
経営企画部 □被災者台帳作成のとりまとめ 

□罹災証明書発行のとりまとめ 
□罹災証明書発行に関する広報活動 

市民生活部 □住民基本台帳等所管資料に基づく被災者台帳作成及び罹災証明書発行のため

の協力 
□所管業務に係る各種被害調査資料の提供 
（□行方不明者名簿 
（□遺体処理台帳 
（□埋葬台帳 

各部共通 □所管業務に係る各種被害調査資料の提供 
□経営企画部の指示に基づく罹災証明書発行のための作業に関する協力 

区長等 □罹災証明書発行のための調査協力 
□罹災証明書発行に関する広報協力 
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第５ 罹災証明書発行のための調査活動及び被災者台帳の作成 

１ 家屋・住家被害認定調査実施体制 

罹災証明書発行のための調査及び家屋・住家被害認定調査台帳作成のためのチームの構成、各編

成数、その他必要な事項については、事態に応じて適宜決めるが、概ね以下のような体制で行う。 
作業項目 チーム数 １チームあたりの構成員 

庶務・連絡 １ 職員 ４名 
家屋・住家被害認定

調査台帳作成 １ 職員 必要数 
現場調査 必要数 職員 ２名、その他要員 １名 
苦情受付等市民対応 １ 職員 ４名 
※ 県が平成 18 年１月に創設した家屋被害認定士制度の活用を図ること。 

 

２ 調査実施要領 

作業項目 手順その他必要な事項 
各種被害調査資料の

整理による基礎的な

台帳の作成 □人的被害は市民生活部、健康福祉部及び南但馬警察署提供資料による。 
□焼失程度、浸水程度は、南但消防本部・養父消防署・消防団部提供資料に

よる。 
現場調査の実施等 □現地において調査し必要な項目を中心にチェックする。 

□被災者の立会いを求めて行う。 
□写真を撮影する。 
□申出のあった被災者の当該家屋について、迅速に再調査を行い、判定結果

を当該被災者に連絡するとともに、必要に応じて家屋・住家被害認定調査

台帳を修正する。 
□災害に係る住家被害の認定については、災害に係る住家の被害認定基準運

用指針（内閣府、令和２年３月）に基づき実施する。 
□判定が困難なものについては、必要に応じて専門知識を有する建築士、不

動産鑑定士、学識経験者等からなる判定委員会を設置し、判定委員会の意

見を踏まえ、市長が判定する。 
 

３ 被災者台帳の作成 

市は、災害による被災者に対する総合的かつ効率的な援護実施の基礎とするため、被災者に関す

る情報を一元整理した被災者台帳を以下のとおり作成する。 
(1) 被災者台帳作成のための資料 

被災者台帳の作成は、経営企画部（職員・庁舎管理班、物資調達配分・調査班）及び市民生活

部（物資受入輸送班）が関係各部班等の協力を得て、概ね以下の資料に基づき行う。 
なお、必要に応じて、県に対し被災者に関する情報提供を要請する。 

項目 資料名 
ベースとなる資料 住民基本台帳 
付加すべき資料 避難者名簿 

医療救護班診療記録 
助産台帳 
家屋・住家被害認定調査台帳 
行方不明者名簿（安否確認照会案件未確認者名簿） 
死体処理台帳 
埋葬台帳 
消防・警察関係資料 
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(2) 被災者台帳に記載する事項 

被災者台帳に記載する事項は、概ねのとおりとする。 
           
 

第６ 罹災証明書の発行 

１ 実施体制 

罹災証明書の発行は、経営企画部（職員・庁舎管理班、物資調達配分・調査班）、市民生活部

（物資受入輸送班）が関係各部班等の協力を得て行う。 
なお、罹災証明書発行のためのチームの構成、各編成数、その他必要な事項については、事態に

応じて適宜決めるが、本庁舎においては、概ね以下のような体制で行う。 
作業項目 チーム数 １チームあたりの構成員 

庶務・連絡 １ 職員 ４名 
証明書発行業務 １ 職員 必要数 
現場再調査 必要数 職員 ２名、その他要員 １名 
苦情受付等市民対応 １ 職員 ４名 
 

２ 発行実施要領 

作業項目 手順その他必要な事項 
証明書の発行 □被災者の証明書発行申請に対し被災者台帳により確認の上発行する。 

□被災者台帳により確認できないときでも申請者の立証資料をもとに客観的

に判断できるときは、罹災証明書を発行する。 

証明の範囲 □災害対策基本法第２条第１号に規定する災害による被害について行う。 

□住家被害（全壊・全焼、流失、大規模半壊、中規模半壊、半壊・半焼、準

半壊、床上浸水、床下浸水） 

□人的被害（死亡、行方不明、重傷、軽傷） 

□非住家被害（全壊・全焼、流失、半壊・半焼、床上浸水、床下浸水） 

その他留意事項 □罹災証明書発行に係る手数料は、救助法適用災害の場合又は市長が必要と

認めた場合は、徴収しない。 

□発行数に制限は設けない。  

・氏名 
・生年月日 
・性別 
・住所又は居所 
・住家の被害その他市長が定める種類の被害の状況（罹災証明書の証明の範囲内とする。） 
・援護の実施の状況 
・要配慮者であるときは、その旨及び要配慮者に該当する事由 
・電話番号その他の連絡先 
・世帯の構成 
・罹災証明書の交付の状況 
・市長が台帳情報を本市以外の者に提供することに被災者本人が同意している場合には、その提

供先 
・前号に定める提供先に台帳情報を提供した場合には、その旨及びその日時 
・その他被災者の援護の実施に関し市長が必要と認める事項 
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３ 罹災証明書発行に関する広報活動の実施 

罹災証明書の発行及び家屋被害認定再調査の受付を円滑に行うため、罹災証明書に関する相談窓

口を設置するとともに、概ね以下のとおり広報紙等により被災者への周知を図る。 

広報内容  ○調査の進捗状況  ○罹災証明書の内容  ○第１次調査に不服のあるときの申請方法  ○家屋被害認定調査と被災建築物応急危険度判定との相違点等 
※ 資料４－３ 被害の認定基準 
※ 資料６－５ り災証明書様式 
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第７節 災害総合相談及び安否情報提供窓口開設計画 

第１ とりまとめ責任担当部 

市民生活部 
 

第２ 災害時における総合相談窓口開設・運営及び安否情報提供窓口開設の基本指針 

１ 電話による市民からの要望・問合せへの対応窓口として、また、来庁した市民等の受付役となる

よう本庁舎及び各地域局に災害総合相談窓口を１か所ずつ設置する。また、ワンストップサービス

の実施に努めることにより各部（班）間のたらい回し等のトラブルを未然に防止することを期す

る。 
２ 災害総合相談窓口では、電話による市民からの各地区の被害状況に関する通報を受け付けるとと

もに、その時点で未把握の被害状況、防災情報の収集を行う。 
３ 市民からの要望・問合せを種別、時間別等に集計・記録する。これにより、各部が担当する応急

対策活動、救援対策活動に関する被災者のニーズ（内容、量）を適切かつ迅速に把握するための

「基礎情報」とする。 
４ 可能な限り、県・国・その他関係機関業務に関する窓口が併設されるよう協力を要請する。 
５ 市は、被災者の安否に関する情報（以下「安否情報」という。）の照会があったとき、内閣府が

定める政令の要件を満たす場合に限り市が把握する情報に基づき回答できるものとし、本庁舎内に

安否情報提供窓口を設置する。 
６ 市ホームページ内に「災害情報用」サイト、「掲示板」の開設等を行い、来庁困難な市民への

サービス向上に努める。 
 

第３ 災害時における総合相談窓口の構成と事務分掌のめやす及び安否情報提供窓口の開設 

１ 災害総合相談窓口の構成と事務分掌のめやす 

区分 窓口担当員となる部・課 担当分野事項 

経営企画部所管

サービス窓口 

□経営企画部 

□議会事務局 

□非常時組織に関する相談 

□防災関係機関との連携に関する相談 

□電力、電話、ＬＰガス、鉄道施設に関する相談 

□罹災証明書の発行に関する相談 

□税の減免等に関する相談 

□議会の災害対策活動に関する相談 

□担当窓口の明らかでない相談 

□「災害情報専用」サイト、「掲示板」に関するこ

と 

□地域局 

市民生活部・健康

福祉部・教育部所

管サービス窓口 

□市民生活部 

□健康福祉部 

□教育部 

□医療、救護対策に関する相談 

□要配慮者救援対策に関する相談 

□被災者救援対策に関する相談 

□学校施設等対策に関する相談 

□避難所運営に関する相談 

□地域局 

まち整備部、産業

環境部所管サービ

ス窓口 

□まち整備部 

□産業環境部 

□浸水、土砂災害等の防止に関する相談 

□道路交通対策に関する相談 

□応急住宅対策に関する相談 

□上下水道施設対策に関する相談 

□農林水産業等対策に関する相談 

□商工・観光施設等対策に関する相談 

□災害ごみの処理等環境・衛生対策に関する相談 

□地域局 

注） 以下は、各地域局設置の災害総合相談窓口 
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２ 安否情報提供窓口の開設 

市（市民生活部物資受入輸送班）は、被災者の安否に関する情報（以下「安否情報」という。）

について電話若しくは直接来庁による照会があったときに備え、本庁舎内に安否情報提供窓口を開

設し、以下のとおり安否情報を提供する。 
なお、安否情報の提供については、市ホームページや外部機関の安否情報提供サイトの活用を検

討する。この場合においては、当該安否情報に係る被災者又は第三者の権利利益を不当に侵害する

ことのないよう配慮しつつ、消防、救助等人命に関わるような災害発生直後の緊急性の高い応急措

置に支障を及ぼさない範囲で可能な限り安否情報を回答するよう努めるものとする。この場合にお

いて、市（市民生活部物資受入輸送班）は、安否情報の適切な提供のために必要と認めるときは、

警察等と協力して、被災者に関する情報の収集に努めることとする。 
区分 要件・手順その他必要な事項 

根拠法 □災害対策基本法第 86 条の 15 

安否情報提供事務の位

置づけ 

□被災地方公共団体の長は、被災者の安否情報について照会があったとき

は回答することができる（任意） 

国、地方公共団体間の

情報共有・情報提供 

□被災地方公共団体の長は、関係地方公共団体の長等に被災者に関する情

報の提供を求めることができる 

照会者の区分に応じた

安否情報の回答 

□同居の親族：居所、負傷又は疾病の状況、連絡先等 

□同居でない親族、職場関係者その他の関係者：負傷又は疾病の状況 

□その他（知人等）：安否情報の有無 

□上記以外の者に対しても、本人の意思に基づき必要な情報を提供するこ

とが可能 

その他留意すべき事項 □被災者の中に配偶者からの暴力等を受け加害者から追跡されて危害を受

けるおそれがある者等が含まれる場合には、その加害者等に居所が知ら

れることのないよう当該被災者の個人情報の管理を徹底すること   
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第５章 住宅確保対策計画 

第１節 計画の方針 

第１ とりまとめ責任担当部 

まち整備部 
 

第２ 大規模地震発生時における住宅対策実施に関する基本指針 

１ 対策全般を通じて、甚大な被災地及び要配慮者等向けの措置を優先して実施する。 
２ 土砂・竹木等住家に流入した障害物の除去並びに住宅の被害程度に関し、被災建築物・被災宅地

応急危険度判定を最優先で実施する。 

３ 判定結果の如何に関わらず補修により安全性を確保できるものについては、災害廃棄物処理発生

量と処理費用の抑制という観点から可能な限り補修するよう所有者等に協力を求める。また、補修

促進体制を確立し現住宅の居住継続の方途を追及する。 

４ 修復困難なため解体するものについては、災害廃棄物処理計画との整合性を踏まえ段階的かつ必

要最小限の範囲内で行うよう、所有者・関係機関・団体等の協力を求める。 

５ 仮設住宅の提供等、公営住宅の空き家の確保とあわせて民間賃貸住宅の供給を促し、迅速かつ相

応量の住宅供給の確保に努める。 

６ 仮設住宅の早期建設、公営住宅の空き家等の確保等が困難なため、避難所生活の長期化が懸念さ

れる場合は、民間賃貸住宅を借り上げて供給するとともに、市内のホテル、旅館・企業保養所等の

協力を得て、一時待機所として確保し、希望者に提供する。 

７ 各部の行う復旧対策との連携、県・国・防災関係機関との連携を強化するとともに、他市町・都

道府県・団体・関連業者・専門家・ボランティア並びに市民・事業所等に広く協力を求め、住民の

自主性及び民間活力の発揮に支障のない範囲で最大限の支援を行う。 
８ 対策の実施に当たっては、十分な事前広報を実施する。 
 

第３ 対策実施上の時期区分のめやす 

時期区分のめやす 手順その他必要事項 

避難所開設期間 

（～28 日目） 

□建築物・宅地の被害状況の把握 

□建築物・宅地の応急危険度判定の実施及び危険防止措置 

□土砂・竹木等住家に流入した障害物の除去 

□被災建物・宅地の補強又は補修促進・支援 

□救助法に基づく応急修理の実施 

□応急仮設住宅の建設 

□公営空家住宅の確保 

□必要な場合の市内のホテル、旅館・企業保養所等の一時待機所用確保 

□被災者向け相談業務 

避難所閉鎖以降 

（29 日目～） 

□引き続き必要な場合の上記の措置の継続 

□応急仮設住宅（建設型応急住宅）及び公営空家住宅の供給 

□民間賃貸住宅の借り上げによる「賃貸型応急住宅」の提供 

□民間賃貸住宅の供給促進（建設促進を含む。） 

□必要な場合の市内のホテル、旅館・企業保養所等の一時待機所提供 

□余震その他の発生に伴う再度判定調査の実施 

□被災者向け相談業務 
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第２節 被災建築物応急危険度判定等の実施 

第１ とりまとめ責任担当部 

まち整備部 
 

第２ 対策実施に関する基本指針 

１ 対策全般を通じて、甚大な被災地及び要配慮者等向けの措置を優先して実施する。 
２ 当面の応急措置として、継続的な地震活動・降雨等があった場合にも生命の安全を確保できるか

否かの判定に限り最優先で実施する。 
３ 各部の行う復旧対策との連携、県・国・防災関係機関との連携を強化するとともに、他市町・都

道府県・団体・関連業者・専門家・ボランティア並びに市民・事業所等に広く協力を求め最大限の

体制を確保し、迅速かつ混乱を最小限にとどめるよう配慮し行う。 
４ 対策の実施に当たっては、十分な事前広報を実施する。 
 

第３ 対策実施上の時期区分のめやす 

時期区分のめやす 手順その他必要事項 

発災直後の緊急措置 

(避難所設置期間中) 

□応急危険度判定調査実施本部の設置 

□県への支援要請 

（□判定士、判定調整員等の派遣 

（□判定資機材の提供等 

□判定士等の受入れ 

□公共施設・主要施設の安全点検の実施 

□必要な場合の各地区判定拠点の設置 

□被災住宅・被災宅地の応急危険度判定の実施 

□調査結果に基づき必要となる応急措置の実施 

□災害総合相談窓口における相談業務の実施 

□応急危険度判定に関する情報の市民への提供 

生活再建支援のため

の措置 

(応急仮設住宅設置

期間中) 

□引き続き必要な場合の上記の措置の継続 

□「危険」及び「要注意」判定建築物・宅地所有者に対する被災度区分判定・

詳細調査等、並びに補強工事等実施の勧告 

□「調査済」判定建築物・宅地を対象とした被災度区分判定・詳細調査等実施

の促進 

□余震その他の発生に伴う再度判定調査の実施（必要と認める場合） 

□被災者向け相談業務 

□応急危険度判定調査実施本部の運営 

 

第４ 発災直後の緊急措置 

１ 初動措置 

項目 手順その他必要な事項 
市内建築関係団体

等協力団体への連

絡 □応急危険度判定調査実施体制確立の要請 
□市内被害状況に関する情報の提供 
□市本部体制の現況に関する情報の提供 

各総合相談窓口に

おける担当者等の

配置 □各災害総合相談窓口担当職員及び各種申込用紙類の配置 
□市民からの調査依頼受付 
□市民からの調査及び判定結果に関する相談・異議・苦情等の受付 

応急危険度判定に

関する広報活動の

実施 □応急危険度判定に関する広報活動の要請 
□応急危険度判定ボランティア協力の要請（→危機管理室を通じて） 
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項目 手順その他必要な事項 
市各部・県・国等

への協力要請 □県・他都道府県への判定要員の応援派遣要請 
□その他応急危険度判定実施要員確保のための協力要請 
□その他各部・関係機関への協力要請 

報道機関対応 
※危機管理室を通

じて □ラジオ・テレビ各社、報道機関への「応急危険度判定調査実施」に関する放

送枠、紙面提供協力要請 
応急危険度判定対

策チームの編成 □建築士会等関係団体、市各部、防災関係機関との連絡調整 
□安全点検調査すべき市施設、重要施設の指定 
□建築物危険度判定調査実施計画の作成 
□判定調査結果のとりまとめ及びデータの公表 
□市民対応 

 

２ 応急危険度判定調査実施本部の設置 

項目 手順その他必要な事項 
応急危険度判定調査

実施体制の確立 □応急危険度判定調査実施本部の設置（本庁舎内） 
□建築士会その他建築関係団体、判定ボランティア等への協力要請 
□要員・器具等が不足する場合の、県等への応援派遣要請 
□応急危険度判定調査実施計画の作成、効率的かつ迅速な実施 

専門ボランティアの

受け入れ・活用 □応急危険度判定調査実施計画に基づく判定要員の配置 
□必要に応じて、食事の提供・宿泊施設の確保、提供 
□その他専門ボランティアに関する連絡・調整 

判定調査実施後に必

要な措置への協力 □危険防止のための応急的補強措置に関する実施協力 
□危険防止のための立入禁止措置に関する実施協力 
□その他必要な要員・資機材等の提供協力 

 

３ 応急危険度判定作業の実施 

□応急危険度の判定は、全国被災建築物応急危険度判定協議会及び被災宅地危険度判定協議会の調査

票等の定められた基準により行う。 
□判定の結果は、「危険（赤色）」、「要注意（黄色）」、「調査済（青色）」に区分し、表示を行

う。 
□判定は、原則として、「目視」により行う。 
□判定は、外部から開始し、外部から判定が可能な場合には、内部の調査を省略する。 
□積雪期においては、１階部分が周囲の積雪により外見上軽度な被害に見える場合があるため、特に

この点について注意を喚起する。 

 

４ 判定実施後にとるべき措置 

□主な措置は、危険防止のための応急的建物補強措置・シート保護、立入り禁止措置、事態終息後の

被災度区分判定・詳細調査等の実施促進、融雪期直前の再度対策実施の促進とする。 
□判定結果の通知を受けた建築物・宅地所有者が自己の責任において、建築構造、土木・宅地開発等

技術者へ依頼して行うよう促進する。 
 なお、甚大被害の場合における県・国等への特別支援の要請、並びに生活困難者に対する支援措置

について、検討しその実施に努める。  
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第３節 応急仮設住宅の建設等 

第１ とりまとめ責任担当部 

まち整備部 
 

第２ 対策実施に関する基本指針 

１ 既存住宅ストックの活用を重視して応急的な住まいを確保することを基本とし、相談体制の整

備、修理業者の周知等の支援による応急修理の推進、公営住宅等の既存ストックの一時提供及び賃

貸型応急住宅の提供により、被災者の応急的な住まいを早期に確保するものとする。また、地域に

十分な既存住宅ストックが存在しない場合には、建設型応急住宅を速やかに設置し、被災者の応急

的な住まいを早期に確保する。 

２ 建設型応急住宅等の用地については、最優先で市街地内に確保する。なお、学校の敷地を用地等

とする場合は、学校の教育活動に十分配慮するものとする。 

３ 建設型応急住宅の建設は県で実施し管理は市が行う。状況により市によることが困難な場合は、

速やかに県に対し、管理を要請する。なお、救助法適用市が本市のみなどの場合、県は市による建

設も検討することができる。 

４ 高齢者や障がい者が居住する上でも、必要な仕様・規格・付帯設備等を備えた住宅を設定すると

ともに、その他対策全般を通じて、甚大な被災地及び要配慮者等向けの措置を優先して実施する。 

５ 各部の行う復旧対策との連携、県・国・防災関係機関との連携を強化するとともに、他市町・都

道府県・団体・関連業者・専門家・ボランティア並びに市民・事業所等に広く協力を求め最大限の

体制を確保し、迅速かつ混乱を最小限にとどめるよう配慮し行う。 

６ 対策の実施に当たっては、十分な事前広報を実施する。 

 

第３ 対策実施上の時期区分のめやす 

時期区分のめやす 手順その他必要事項 

避難所開設期間 

（～28 日目） 

□市営住宅の被害状況の確認・提供可能な空き家数の把握 

□市内外提供可能な県営住宅の空き家数の把握 

□その他公共住宅空き家の提供可能数の把握 

□民間賃貸住宅の借り上げによる提供可能数の把握 

□暫時提供可能な民間保養所・社宅数及びホテル・旅館客室数の把握 

（避難所閉鎖後の入居待機者用施設「待機所」として確保） 

□応急仮設住宅等への入居希望状況の把握 

□応急仮設住宅建設用地の確保 

□応急仮設住宅（建設型応急住宅）建設用地の確保 

□応急仮設住宅（建設型応急住宅）建設業者・資機材等の確保 

（レンタル・外国企業を含む。） 

□応急仮設住宅（建設型応急住宅）建設計画の決定及び建設開始 

□罹災都市借地借家法に基づく地区指定 

□災害都市復興基本方針に基づく地区指定等の措置 

□民間賃貸住宅供給促進のために必要な措置 

□各総合相談窓口内における被災者の要望の把握、相談受付 

□住宅対策に関する情報の市民への提供 
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時期区分のめやす 手順その他必要事項 

避難所閉鎖以降 

（29 日目～２年） 

□引き続き必要な場合の上記の措置の継続 

□応急仮設住宅（建設型応急住宅）の提供 

□民間賃貸住宅の借り上げによる「賃貸型応急住宅」の提供 

□被災者への一時入居住宅の提供 

□民間賃貸住宅のあっせん 

□避難所閉鎖後の入居待機者用施設（待機所）の確保及び提供 

□公営住宅法に基づく災害公営住宅供給計画の検討及び建設 

□災害都市復興計画の策定及び事業の実施 

□その他住宅供給促進のために必要な措置 

□各総合相談窓口内における被災者の要望の把握、相談受付 

□住宅対策に関する情報の市民への提供  
第４ 市・関係機関・協力団体等の役割分担 

名称 役割のあらまし 
市 □建築物・宅地被害状況に関する調査及び集計 

□応急仮設住宅（建設型応急住宅）建設用地の確保・建設・管理（ただし、

「建設」は救助法適用が本市のみである場合等県の検討結果による。） 

□民間賃貸住宅借り上げ分（賃貸型応急住宅）の確保及び提供 
□災害総合相談窓口の設置・運営、その他市民との対応 

県 
国・防災関係機関等 □応急仮設住宅（建設型応急住宅）の建設・管理（ただし、「管理」は市の実

施が困難な場合） 
□応急仮設住宅（建設型応急住宅）建設用地確保のための協力 

□民間賃貸住宅借り上げ分（賃貸型応急住宅）の確保のための協力 
□市が行う被災者相談業務に関する協力 
□その他市が行う災害時住宅対策への協力 

プレハブ建築協会、

建設業協会、建築士

会その他建築関係団

体・事業所 

□市・県が行う応急仮設住宅（建設型応急住宅）建設への協力 
□被災者からの住宅建築依頼への最大限対応 

□市が行う被災者相談業務に関する協力 
□その他市が行う災害時住宅対策実施のための協力 

宅地建物取引業協会

その他不動産業関係

団体・事業所 

□市・県が行う応急仮設住宅（建設型応急住宅）建設用地確保への協力 
□市・県が行う民間賃貸住宅借り上げへの協力 
□被災者からの民間賃貸住宅あっせん依頼への最大限対応 
□市が行う被災者相談業務に関する協力 
□その他市が行う災害時住宅対策実施のための協力 

区等 □被災者の復興まちづくりに関する意見の集約 
□被災者住宅への調査時の立ち会い 
□融資制度その他行政等支援メニューの説明 
□行政サービス各種申込書の配布 

□市・各防災機関・関係団体等との連絡・協議 
□その他災害時住宅対策に必要な措置 
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第５ 仮設住宅等被災者向け住宅の応急的確保のめやす 

項目 手順その他必要な事項 

仮設住宅等入居希望

状況の把握 

□避難所における調査 

□各総合相談窓口における調査 

□民生委員・児童委員等による調査（高齢者・障がい者等） 

仮設住宅建設用地の

確保 

□市所管公園の被災後の現況の把握 

□その他市内未利用地の現況把握及び用地確保 

（→各部・関係機関・その他管理者への協力要請） 

民間賃貸住宅の借り

上げによる確保 

□民間賃貸住宅の空き家の現況把握及び確保 

□隣接市内民間賃貸住宅の確保（→隣接市・県土整備部等への協力要請） 

一時入居住宅の確保 □市営住宅の空き家の現況把握及び確保 

□市外公共住宅の空き家の確保（→県土整備部等への協力要請） 

入居待機者用施設の

確保 

□市内民間保養所・社宅・ホテル・旅館のうち提供可能なもの 

□集会施設等市施設のうち転用可能なもの 

（→各部・関係機関・その他管理者への協力要請） 

被災者向け住宅供給

計画案の作成 

□総戸数及び募集区分別戸数案の作成 

□面積・仕様・規格・付帯設備等案の作成 

□供給実施計画案の作成 

（□応急仮設住宅（建設型応急住宅）分 

（□民間賃貸住宅借り上げ（賃貸型応急住宅）分 

県・国等との協議並

びに協力要請 

□応急仮設住宅用地（国・県有地等）の提供要請（→近畿財務局・県企画管理

部等） 

□建設業者・資機材等メーカーの広域的確保協力の要請 

 （→県土整備部・産業労働部・農林水産部等） 

□供給計画案の協議並びに供給実施計画決定（→県土整備部） 

（□応急仮設住宅（建設型応急住宅）分の型別戸数・建設場所 

（□民間賃貸住宅借り上げ（賃貸型応急住宅）分 

□一時入居住宅提供その他の協力要請（→その他各部長・関係機関） 

□罹災都市借地借家法その他関係法規に基づく地区指定 

 （→県土整備部・関係機関） 

建設業者その他協力

団体等への協力要請 

□供給・あっせん等協力体制確立の要請 

□供給実施計画案の作成に関する協力要請 

□県・国との協議状況に関する情報の提供 

災害総合相談窓口・

区等における申込受

付等体制確立 

□災害総合相談窓口担当職員・区長等への必要事項の周知並びに各種申込用紙

類の配置 

□市民からの入居申込・住宅提供申出等の受付 

□市民からの相談・苦情等の受付 

被災者向け住宅供給

に関する広報活動の

実施 

□市による広報活動の実施 

□報道機関に対する情報の提供及び報道要請を危機管理室に指示 

住宅救援担当チーム

の編成 

□被災者向け住宅供給実施計画に関する事務 

□各部、防災関係機関、協力団体との連絡調整 

□一時入居住宅、仮設住宅用地等の確保  
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第４節 住宅の応急修理及び障害物除去 

第１ とりまとめ責任担当部 

まち整備部 
 

第２ 対策実施に関する基本指針 

１ 対策全般を通じて、甚大な被災地及び要配慮者等向けの措置を優先して実施する。 
２ 土砂・竹木等住家に流入した障害物の除去は、原則として自力で行う。ただし、生活困難者及び

生活保護世帯を対象として、それぞれ救助法、生活保護法に基づき市又は県が行う。 
３ 各部の行う復旧対策との連携、県・国・防災関係機関との連携を強化するとともに、他市町・都

道府県・団体・関連業者・専門家・ボランティア並びに市民・事業所等に広く協力を求め最大限の

体制を確保し、迅速かつ混乱を最小限にとどめるよう配慮し行う。 
４ 対策の実施に当たっては、十分な事前広報を実施する。 
 

第３ 対策実施上の時期区分のめやす 

時期区分のめやす 手順その他必要事項 
発災直後の緊急措置 
（避難所設置期間中） □土砂・竹木等住家に流入した障害物の除去 

□応急危険度判定結果に基づく対象者リストの作成 
□建築物の応急修理実施体制の確立 
（事業者・資機材及び必要となる用地の確保） 
□救助法に基づき市が行う応急修理作業実施計画の決定及び開始 
□被災者が行う補修に対する支援メニューの策定 

生活再建支援のため

の措置 
（応急仮設住宅設置

期間中） 
□引き続き必要な場合の上記の措置の継続 
□救助法に基づき市が行う応急修理作業の実施 
□被災者が行う補修に対する支援メニューの提供 

□建築物の応急修理に関する相談業務開始 
□被災者が行う補修の事業者への依頼あっせん 

 

第４ 市各部の役割分担 

名称 手順その他必要事項 
まち整備部 □土砂・竹木等住家に流入した障害物の除去 

□応急修理の実施 
□市営住宅対策 

経営企画部 □応急修理対象住家の所有権確認に伴う協力 
□応急修理対策全般に関する広報 
□区長等の連絡・調整に関する協力 

健康福祉部 □生活困難者の認定に関する協力 
□救助法関係事務のとりまとめ 

 

第５ 土砂・竹木等住家に流入した障害物の除去 

 土砂・竹木等住家に流入した障害物の除去は、県地域防災計画の定めるところにより行う。 
対策種別 内容 

自費除去 □被災者が自力（自費）で除去する。 
除去費等の融資 □自力（自費）で整備するには、資金が不足する者に対し住宅修繕同様融資し

て除去する。 
救助法による除去 □自己の資力では困難な世帯のために、市が除去する。 

□選定に当たっては、民生委員・児童委員等関係機関の意見を聞き、行う。 
生活保護法による除

去 □生活保護世帯に対し、生活保護法に基づき市が除去する。 



第２編 第４部 第５章 住宅確保対策計画 

応復－403 

第６ 被災住宅の応急修理 

１ 市が行う被災住宅の応急修理 

救助法が適用された災害であり、被害状況等により必要があると認めた場合は、市が行う。 
(1) 実施手順と主な措置（めやす） 

項目 手順その他必要な事項 
市内建築関係団体等

協力団体への連絡 □市が行う応急修理作業への協力要請 
□被災者が行う補修依頼への最大限対応の要請 
□市内被害状況に関する情報の提供 
□市本部体制の現況に関する情報の提供 

市が行う被災住宅の

応急修理 □応急修理実施希望の把握 
□応急修理実施計画案の策定 

各総合相談窓口・区

等における申込受付

等体制確立 □相談窓口担当職員・区長等への必要事項の周知並びに各種申込用紙類の配置 
□市民からの応急修理申込受付 
□市民からの応急修理全般に関する相談・異議・苦情等の受付 

建築物応急修理対策

チームの編成 □国及び県土整備部・市各部・関係機関との連絡調整 
□建設業協会等建築関係協力団体との連絡調整 
□その他建物応急修理に関する連絡調整業務 

(2) 対象となる物件のめやす 

□住宅が半壊、半焼若しくはこれらに準ずる程度の損傷を受け、自らの資力をもって住宅の応急修理

を実施できない者（半壊及び準半壊）又は大規模な補修を行わなければ居住することが困難である

程度に住家が半壊した者（大規模半壊）に対し、そのままでは住むことができない状態にあるが、

破損箇所に手を加えれば何とか日常生活を営むことができる場合に、居室、炊事場、トイレなど最

小限に必要な部分について応急修理を実施する。 

□建物応急危険度判定「危険」若しくは「要注意」であるもの 

□被災度区分判定に基づく「補修可能」であるもの 

□その他災害廃棄物の収集・処分計画の適正化を図る上で必要と認めたもの 

 

２ 被災者が行う補修に対する支援 

(1) 区長等を通じた支援 

融資制度等既存若しくは新規行政支援メニューの充実並びに資料・申込書の提供等 
(2) 協力団体等を通じた支援 

被災者の依頼に対する最大限の対応の要請、交通規制除外等各種緩和・優遇措置等 
 

３ 市営住宅等の応急修理 

既設の市営住宅又は付帯施設が災害により著しく損傷を受けた場合には、住民が当面の日常生活

を営むことができるよう応急修理を次のとおり実施する。 
なお、県営住宅その他公営住宅については、県土整備部、県住宅供給公社等が被害状況を緊急調

査し迅速に応急修理する。 
□市営住宅又は付帯施設の被害状況について、早急に調査を行う。 
□市営住宅又は付帯施設のうち危険箇所については、応急保安措置を実施するとともに、危害防止の

ため住民に周知を図る。 
□市営住宅の応急修理は、屋根、居室、炊事場、トイレ等の日常生活に欠くことができない部分のみ

を対象とし、修理の必要度の高い住宅から実施する。 
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第３編 災害復旧・復興計画 

第１部 被災者生活再建支援のための計画 

第１章 生活確保対策計画 

第１節 計画の方針 

第１ とりまとめ責任担当部 

健康福祉部 
 

第２ 被災者生活再建支援実施に関する基本指針 

１ 施策全般を通じて、甚大な被災地及び要配慮者等向けの措置を優先して実施する。 

２ 緊急を要する救援対策業務完了後に「行政による生活再建支援メニュー」及び「実施スケジュー

ル」を可能な限り網羅的かつ迅速に作成・公表する。 

３ 申請受付及び給付等実施については、国・県・関係機関・協力団体等と連携・協力し、業務量の

平均化と受給手続の簡略化に努める。 

４ 施策の実施に当たっては、市ホームページ災害専用サイト、ＣＡＴＶのほか、「広報やぶ被災者

支援情報」、チラシ等印刷物を通じて、十分な事前広報を実施する。 

 

第３ 市各部、関係機関・協力団体等の役割分担のめやす 

名称 手順その他必要な事項 

健康福祉部 

□災害弔慰金・災害障害見舞金の支給、災害援護資金等貸付の実施 

□被災者生活再建支援金支給申請書の受付 

□救助法関係事務のとりまとめ 

□被災者生活再建支援施策に関するメニュー、スケジュールの作成 

経営企画部 

□金融機関等、関係機関による被災者生活再建支援施策に関する連絡・調整 

□各種申請のために必要となる罹災証明書の発行のとりまとめ 

□行政及び関係機関による被災者生活再建支援施策に関する広報 

市民生活部 
□各種申請のために必要となる罹災証明書の発行に関する協力 

□被災者等への市税の徴収猶予及び減免等 

産業環境部 □被災者への職業のあっせん 

市各部共通 □所管施設及び所管業務に係る被災者生活再建支援施策の実施、協力 

市社会福祉協議会 

□生活福祉資金の貸付に関する窓口業務 

□行政による生活再建促進資金支給又は貸付に関する協力 

□生活再建支援 

県 

□被災者生活再建支援金の対象となる自然災害の公示 

□支援金支給に係る市からの書類のとりまとめ及び被災者生活再建支援法人へ

の送付 

□県税の徴収猶予及び減免等 

□再就職促進のための支援 

□その他県の所管に係る被災者生活再建支援施策の実施 

国等関係機関・協力

団体・事業所 

□県・市が行う被災者生活再建支援金支給に関する協力 

□国税の徴収猶予及び減免等 

□ハローワークによる職業のあっせん 

□その他所管に係る被災者生活再建支援施策の実施 

民生委員・児童委員 
□生活福祉資金、母子及び父子福祉資金、寡婦福祉資金の貸付に関する協力 

□行政による生活再建促進資金支給又は貸付に関する協力 

区長等 □支給又は貸付メニュー及び実施スケジュールに関する広報協力 
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第２節 職業あっせん計画 

第１ とりまとめ責任担当部 

産業環境部 
 

第２ 措置のあらまし 

区分 あらまし 
実施手順のめやす □市（産業環境部）は、災害の状況によりその必要があると認めたときは、

離職者の状況を把握し県（但馬県民局）に報告する。また、早期再就職を

促進するために必要な措置を講ずるよう要請する。 
□県及びハローワーク（豊岡公共職業安定所八鹿出張所）の長は、災害によ

り離職を余儀なくされた者の再就職を促進するため、離職者の発生状況、

求人、求職の動向等の情報を速やかに把握する。 
□以下に示す措置を実施し離職者の早期再就職のあっせんを行う。 

窓口の設置 □ハローワーク内に被災者のための臨時職業相談窓口を設置する。 
ハローワークに出頭

することが困難な地

域への措置 □ハローワークに出頭することが困難な地域において、臨時職業相談所の開

設又は巡回職業相談を実施する。 
諸制度の活用 □職業訓練受講指示、又は職業転換給付金制度等を活用する。 
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第３節 租税の徴収猶予及び減免等に関する計画 

第１ とりまとめ責任担当部 
経営企画部 

 

第２ 措置のあらまし 

区分 あらまし 

市

税 

納税期限の延長 □災害により、納税義務者等が期限内に申告その他の書類の提出又は市税を

納付若しくは納入することができないと認めるときは、次の方法により災

害がおさまったあと２か月以内に限り、当該期限を延長する。 
（□災害が広域にわたる場合は、市長が職権により適用の地域及び期限の延

長日を指定する。 
（□その他の場合、災害がおさまったあと速やかに被災納税義務者等から申

請があったときは、納期限を延長する。 
徴収猶予 □災害により財産に被害を受けた納税義務者等が市税を一時に納付し、又は

納入することができないと認められるときは、その者の申請に基づき、１

年以内において徴収を猶予する。なお、やむを得ない理由があると認めら

れるときは、さらに１年以内の延長を行う。（地方税法第 15 条） 

減免 □被災した納税（納付）義務者に対し、該当する各税目等について、次によ

り減免を行う。 
（□個人の市民税：被災した納税義務者の状況に応じて減免を行う。 
（□固定資産税：災害により著しく価値が減じた固定資産について行う。 
（□軽自動車税：被災した納税義務者の状況に応じて減免を行う。 
（□特別土地保有税：災害により著しく価値を減じた土地について行う。 

県税・国税 □国及び県は、被災者の納付すべき国税及び県税について、法令及び県条例

の規定に基づき、申告、申請、請求、その他書類の提出又は納付若しくは

納入に関する期限の延長、徴収猶予、滞納処分の執行の停止等並びに減免

の措置を災害の状況により実施する。 
各種手数料・使用料

等の減免 □災害の状況により、必要と認める場合は、以下のような手数料・使用料・

保険料等の減免を行う。 
（□諸証明手数料（住民票、印鑑登録証明書、戸籍抄本等） 
（□市税関係証明書の交付手数料（所得証明、評価証明、納税証明等） 
（□水道使用料、下水道使用料 
（□保育料 
（□国民健康保険税 
（□介護保険料 
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第４節 融資計画 

第１ とりまとめ責任担当部 
健康福祉部 

 

第２ 融資制度の概要 

区分 災害援護資金 生活福祉資金災害援護資金 備考 

貸付機関 市 県社会福祉協議会  

貸付対象者 １ 一定規模以上の災害に

より被害を受けた世帯で

世帯主が１か月以上の負

傷を負った世帯 

２ 住居又は家財の価額の

１/３以上の損害を受けた

世帯 

被災低所得世帯 

災害援護資金の貸付対象と

ならない小規模な災害に被

災した世帯等 

※一定規模以上の災害とは

… 

・県内において救助法適用

市町が１以上 

資金種別 特になし 困窮からの自立更生に必要

な資金、主たる生計手段で

ある工場、倉庫等の復旧資

金 

 

貸付限度額 世帯主負傷 1,500,000 円 

世帯主負傷と家財損害 

 2,500,000 円 

世帯主負傷と住居半壊 

 2,700,000 円 

世帯主負傷と住居全壊 

      3,500,000 円 

家財の損害 1,500,000 円 

住居の半壊 1,700,000 円 

住居の全壊 2,500,000 円 

住居全体の流失 

 3,500,000 円 

家財のみ破損 1,500,000

円 

住宅半壊、半焼（住宅資金

と の 重 複 貸 付 ） 

1,700,000 円 

住宅全壊、全焼（住宅資金

と の 重 複 貸 付 ） 

2,500,000 円 

特別事情ある場合（住宅資

金 と の 重 複 貸 付 ）

3,500,000 円 

 

 

据置期間 ３年（特別の場合５年） １年  

償還期間 10 年（据置期間を含む。） ７年  

貸付利率 保証人を立てる場合は無利

子、保証人を立てない場合

は、据置期間中は無利子と

し、据置期間経過後は年

１％ 

無利子、ただし連帯保証人

を立てない場合は年 1.5％ 

 

※ 対象となる世帯については、所得制限がある。 
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第５節 災害弔慰金等支給計画 

第１ とりまとめ責任担当部 
健康福祉部 

 

第２ 支給制度等の概要 

１ 災害弔慰金の支給等に関する法律に基づくもの 
種
別 対象となる災害 支給対象者 支給限度額 
災
害
弔
慰
金 

□市において５世帯以上の

住家が滅失した災害 

□県内において救助法が適

用された市町が１以上あ

る場合の災害 

□上記と同等と認められる

特別の事情がある場合の

災害で内閣総理大臣が認

めたもの 

死亡者の配偶者 

同   子 

同   父母 

同   孫 

同   祖父母 

死亡者１人につき主たる生計維

持者の場合   500 万円 

それ以外の場合 250 万円 

災
害
障
害
見
舞
金 

法別表に掲げる程度の障害があ

る者 

障がい者１人につき主たる生計

維持者の場合  250 万円 

それ以外の場合 125 万円 

 

２ 市及び県独自の制度によるもの 

(1) 県による災害援護金等の支給 

種
別 対象となる 

災害 被害の種別 金額 
災
害
援
護
金 

自然災害 

住家の全壊、全焼又は流失 １世帯につき       200,000 円 

住家の半壊又は半焼 １世帯につき      100,000 円 

住家の床上浸水 １世帯につき       50,000 円 

重傷の被災者 １人につき        30,000 円 

その他の災害 
住家の全壊又は全焼 １世帯につき       50,000 円 

住家の半壊又は半焼 １世帯につき       30,000 円 

死
亡
見
舞
金 

自然災害 

県の区域内で発生した災害の場合 県民等１人につき  200,000 円 

県民等以外の者１人につき 

           60,000 円 

県の区域外で発生した災害の場合 県民１人につき   200,000 円 

その他の災害 

県の区域内で発生した災害の場合 県民等１人につき  100,000 円 

県民等以外の者１人につき 

           60,000 円 

県の区域外で発生した災害の場合 県民等１人につき  100,000 円 

備考 
災害弔慰金の支給等に関する法律に基づく災害弔慰金が支給される場合には、

死亡見舞金は支給されない。 

注１）自然災害による市内の被害数が５以上に達した場合又は知事が特に必要と認めた場合 

注２）県民等とは、県の区域内に住所を有する者、事務所又は事業所に勤務する者、学校に在学する

者その他これらに類する者 
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(2) 市による災害見舞金等の支給 

種
別 対象となる 

災害 被害の種別 金額 
住
家
等
被
害
の
場
合 

風雪水害その

他の災害 
（交通災害、

事変及び動乱

を除く。） 
住家（母屋）の全壊、全焼又は流失 １世帯につき      200,000 円 

住家（母屋）の半壊又は半焼 １世帯につき     100,000 円 

工場、作業場、母屋以外の建物の全部が焼

失、流失又は倒壊 １世帯につき  30,000 円以内 

住家（母屋）が床上浸水 １世帯につき      30,000 円 

死
亡
の
場
合 

死亡（災害に起因して 10 日以内に死亡した

場合を含む。） 

ただし、公務災害及び労災に該当した場合を

除く。 

１人につき      50,000 円 

以内 

備考 支給対象：養父市に居住している者 
※ 住家等被害の場合：その建物が借家の場合は、住居者に２分の１、貸主に３分の１程度の額を

支給する。 



第３編 第１部 第１章 生活確保対策計画 

応復－411 

第６節 被災者生活再建支援金支給計画 

第１ とりまとめ責任担当部 
健康福祉部 

 

第２ 被災者生活再建支援金支給の概要 

１ 制度の概要 
自然災害により住宅が全壊（全焼・全流失）した世帯又は住宅全壊世帯に準ずる程度の被害を受け

たと認められる世帯（住宅が半壊（半焼）し、やむを得ない事由により住宅を解体し、又は住宅が解

体された世帯、住宅が半壊し、構造耐力上主要な部分の補修を含む大規模な補修を行わなければ当該

住宅に居住することが困難な世帯等）に対し、住宅の再建の態様等に応じて定額渡し切り方式で支給

される。使途に限定はない。 
 

２ 実施手順のめやす 

(1) 自然災害により被災者生活再建支援法による被災者生活再建支援金（以下「支援金」という。）

の支給の必要が生じたとき、県及び市は支援金支給のための事務を迅速に行う。 

(2) 県は支援金の対象となる自然災害を公示し国及び被災者生活再建支援法人（以下｢法人｣とい

う。）へ報告する。 

(3) 市は、住宅被害の認定を行い、被災者への支援金の支給申請に必要な書類のうち市関係資料（罹

災証明書及び住民票）の発行、制度の説明、被災者からの申請書等の受付、県への書類送付等を行

う。 

(4) 県は、支援金支給に係る市からの書類のとりまとめ及び法人への送付等を行う。 

(5) 法人は、送付された書類に基づき被災者へ被災者生活再建支援金の支給事務を行う。 

(6) その他、被災者が自らに適した支援制度を活用して生活再建に取り組むことができるよう、見守

り・相談の機会や被災者台帳等を活用したきめ細やかな支援を行うとともに、被災者が容易に支援

制度を知ることができる環境の整備に努める。 
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３ 対象となる自然災害、支給対象世帯及び支給額 

項目 概要 

対象となる自然災害 
（主なもの） 

(1) 救助法施行令第１条第１項第１号又は第２号のいずれかに該当す

る被害（同条第２項のみなし規定により該当することとなるものも

含む。）が発生した自然災害 

(2) 市内で10世帯以上の住宅が全壊した自然災害 

(3) 県内で100世帯以上の住宅が全壊した自然災害 

(4) 県内で上記(1)又は(2)の市町があり、市内で５世帯以上の住宅が

全壊した自然災害 

(5) 市内で５世帯以上の住宅が全壊する被害が発生し、上記(1)～(3)

に規定する区域に隣接するものに係る災害 

支給対象世帯 
(1) 住宅が全壊した世帯  

(2) 住宅が半壊又は住宅の敷地被害により、やむを得ず解体した世帯 

(3) 災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間

継続することが見込まれる世帯 

(4) 住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難

な世帯（大規模半壊世帯） 

(5) 半壊世帯のうち、大規模半壊世帯には至らないが相当規模の補修

を要する世帯（中規模半壊世帯） 

基礎支援金 
（住宅の被害程度に応じて

支給） 
(1) 被害程度が「支給対象世帯 (1)」該当者 100万円 

(2) 被害程度が「支給対象世帯 (2)」該当者 100万円 

(3) 被害程度が「支給対象世帯 (3)」該当者 100万円 

(4) 被害程度が「支給対象世帯 (4)」該当者  50万円 

※ 世帯人数が１人の場合は上記金額の３/４の額 

加算支援金 
（住宅の再建方法に応じて

支給） 
(1) 建設・購入 200万円（ただし、支給対象世帯(5)は、100万円） 

(2) 補修    100万円（ただし、支給対象世帯(5)は、 50万円） 

(3) 賃貸     50万円（ただし、支給対象世帯(5)は、 25万円） 

※ いったん住宅を賃貸した後、自ら居住する住宅を建設・購入（又

は補修）する場合は、合計200万円（又は100万円） 

※ 世帯人数が１人の場合は上記金額の３/４の額 

 

４ 申請時の添付書類及び申請期間 

項目 概要 
申請時の添付書類 

(1) 罹災証明書 

(2) 住民票 

(3) 預金通帳の写し 

(4) 住宅の建設・購入・補修・解体を確認できる領収書・契約書

等の写し 

申請期間 
(1) 基礎支援金  災害発生から13か月以内 

(2) 加算支援金  災害発生から37か月以内  



第３編 第１部 第１章 生活確保対策計画 

応復－413 

第７節 金融機関等による緊急措置 

第１ とりまとめ責任担当部 
経営企画部 

 

第２ 大規模災害時における計画方針 

１ 大規模な災害が発生した場合には、預金払出し等混乱が起こることが想定される。そのため、金

融機関は営業が可能な限り、営業を確保する。 
２ 近畿財務局神戸財務事務所、日本銀行神戸支店及び県は、金融秩序を維持し、通貨の円滑な供給

確保のために必要なあっせん指導、援助を行うなど万全の措置を講ずる。 
 

第３ 緊急措置のめやす 

項目 手順その他必要な事項 
顧客・従業員の安全の

確保 □店頭の顧客、従業員の安全の確保に十分配慮する。 
□被害の軽減、業務の円滑な遂行を確保するため、危険箇所の点検、重要

書類・物品等の安全確保、要員確保等について応急措置をとる。 
銀行・信用金庫等の営

業の確保 □休日又は平常時間外も臨時に営業措置をとる。 
□罹災した場合は、可及的速やかに営業を開始する。 
□預金証書、通帳、届出印鑑を紛失した場合、実情に即する簡易な方法を

もって払戻しを実施する。 
□事情によっては、定期預金、定期積金の期限前の払い戻し又はこれを担

保とする貸出しに応ずる。 
□融資相談所の開設、審査手続の簡便化、貸出の迅速化、貸出金返済条件

の緩和等を行う。 
□損傷日本銀行券及び補助貨幣の引き換えについて、実情に応じ必要な措

置をとる。 
□被災地の手形交換所において、被災関係手形につき呈示期間経過後の交

換持ち出しを認めるほか、不渡処分等の猶予等の特別措置をとる。 
生保・損保会社の営業

の確保 □できる限り簡易迅速な保険金の支払いに配慮する。 
□契約者の罹災状況に応じて保険料の払込み猶予期間の延長に配慮する。 

証券会社の営業の確保 □預かり金払出しは、罹災者の実情に即する簡易な確認方法をもって実施

する。 
□預かり有価証券は、売却・解約代金の即日払いの申し出があった場合に

は適宜配慮する。 
□売買立会時間の臨時変更等 

顧客への周知徹底 □営業の確保、臨時措置の実施について、必要に応じてポスターの店頭掲

示等の手段を用いて顧客に周知する。  
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第８節 その他関係機関が行う被災者生活支援に関する計画 

第１ とりまとめ責任担当部 
経営企画部 

 

第２ 大規模災害時における計画方針 

１ 大規模な災害が発生した場合、被災状況及び被災地の実情に応じて、関係機関はそれぞれが所管

する業務に関し災害特別事務取扱及び援護対策を実施する。 
２ 市は、措置のあらましについて、連絡を受けた場合は、市ホームページ災害専用サイト、ＣＡＴ

Ｖのほか、「広報やぶ被災者支援情報」、チラシ等印刷物を通じて、周知広報を実施する。 
 

第３ 被災者生活支援のための特別措置のめやす 

名称 被災者の生活再建支援のための特別措置 
ハローワーク 
（豊岡公共職業安定所八鹿

出張所） □証明書による失業の認定 
（□災害により失業の認定日に出頭できない受給資格者に対して、証明

書により事後に失業の認定を行い、失業給付を行う。 
□激甚災害による休業者に対する基本手当の支給 
（□激甚災害に指定された場合は、災害による休業のための賃金を受け

ることができない雇用保険の被保険者（日雇労働保険者は除く。）

に対して、失業しているものとみなし基本手当を支給する。 
□雇用調整助成金の特例適用の要請 
※次の休業等をさせる場合、休業手当にかかる賃金負担の一部を助成で

きるよう厚生労働省へ要請する。 
（□被災地域の事業主が労働者を休業させる場合 
（□被災地域以外の災害関連下請け事業所が労働者を休業させる場合 
（□被災地域の事業主が新卒者等の内定取消の回避を図る場合 

ＮＨＫ（日本放送協会） □ＮＨＫ厚生文化事業団との協力により被災者の各種相談等の実施、ま

た、医療団、防災班の派遣等の奉仕を図る。 
□被災者の受信料免除 

ＮＴＴ西日本等電信電話事

業者 □避難指示等により実際に電話サービスが受けられない契約者の基本料

金の免除 
□災害による建物被害により仮住居等へ電話を移転する契約者の移転工

事費 
関西電力㈱、関西電力送配

電㈱ □電気料金の早収期間及び支払い期限の延伸 
□不使用月の基本料金の免除 
□建て替え等に伴う工事費負担金の免除（被災前と同一契約に限る。） 
□仮設住宅等での臨時電灯・電力使用のための臨時工事費の免除 
□被災により使用不能となった電気施設分の基本料金の免除 
□被災により１年未満で廃止又は減少した契約の料金清算の免除 
□被災に伴う引込線・メーター類の取り付け位置変更のための諸工事費

の免除 
（以上については、救助法が適用された場合で経済産業大臣の認可によ

り行う。） 
日本郵便 
（指定取扱店） □被災地あて救助用小包の料金免除 

□被災者に対する郵便はがき等の無償交付 
□郵便貯金等の非常取扱の実施 
□簡易保険の非常即時払並びに非常即時貸付 
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第２章 住宅復興計画 

第１節 計画の方針 

第１ とりまとめ責任担当部 
まち整備部 

 

第２ 住宅復興に関する基本指針 

１ 計画全般を通じて、甚大な被災地及び要配慮者等向けの措置を優先して実施する。 
２ 補修により安全性を確保できるものについては、「災害廃棄物発生量の抑制と地域環境保護」の

観点から可能な限り補修するよう所有者等に協力を求める。また、補修促進体制を確立し現住宅の

居住継続の方途を追及する。 

３ 災害公営住宅建設、既設公営住宅復旧とあわせて、民間賃貸住宅の供給を促し、迅速かつ相応量

の住宅供給の確保に努める。 

４ 各部の行う復旧・復興計画との連携、他市町・都道府県・関係機関・団体・関連事業者・専門

家・ボランティア並びに住民・事業所等に広く協力を求め、住民の自力復旧及び民間活力の発揮に

対し最大限の支援を行う。 
５ 計画の実施に当たっては、十分な事前広報・住民との協議を実施する。 
 

第２節 住宅復興支援施策の概要 

第１ 補修 
項目 手順その他必要な事項 

自費補修に対する支援 □自力（自費）で補修する被災者に対する相談業務を行う。 

□建築士会、建設業協会（建設業者）等建築関係団体・事業所に対し被災者か

らの住宅補修依頼への最大限対応協力を要請する。 

□県・国に対し物価安定、復旧資材確保のための広域的支援を要請する。 

災害復興住宅補修資

金融資の促進 

□大規模災害発生時に自力（自費）で補修するには、資金が不足する被災者に

対して住宅金融支援機構が行う場合に「罹災証明書」の発行、融資制度に関

する相談業務を行う。 

その他公費資金融資 □生活困窮世帯に対し県社会福祉協議会及び県が補修又は改築資金を融資す

る。（本編第１章第４節「融資計画」参照） 

既設公営住宅の復旧

(補修) 

□災害により既設の市営住宅が被害を受けたとき、その被害額が一定以上に達

した場合に国の補助を受け実施する。 

□この場合、住宅災害速報を災害発生後 10 日以内に県知事を通じて国土交通

省住宅局長に提出しなければならない。 
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第２ 建設 

項目 手順その他必要な事項 

自費建設に対する支援 □自力（自費）で建設する被災者に対する相談業務を行う。 

□建築士会、建設業協会（建設業者）等建築関係団体・事業所に対し、被災者

からの住宅建設依頼への最大限対応協力を要請する。 

□県・国に対し物価安定、復旧資材確保のための広域的支援を要請する。 

災害復興住宅建設資

金融資の促進 

□大規模災害発生時に自力（自費）で建設するには、資金が不足する被災者に

対して住宅金融支援機構が行う場合に「罹災証明書」の発行、融資制度に関

する相談業務を行う。 

一般個人住宅災害特

別建設資金融資の促

進 

□災害復興住宅資金の貸付と並行して適用されるため、申込人の希望によりど

ちらでも申し込むことができる。 

□融資期間、利率、限度額は一般個人住宅建設資金と同じになるが、随時受付

がされること、土地費についても融資対象となること、利率に収入金額によ

る差がないことが相違する。 

□申込書には「罹災証明書」の添付が必要である。 

災害公営住宅の建設 □大規模災害時に特別の割当てを受け、市が建設し管理する。 

□当該年度に単年度事業として行う。ただし、やむを得ない場合は２か年にわ

たり行う。 

□被害が広域的かつ甚大な場合は、県が補完的に建設、管理する。 

一般公営住宅の建設 □結果としてどの条件にも適合せず災害公営住宅の対象となり得なかった場合

で、しかも被災者を公営住宅で救済する必要があるときに、一般の公営住宅

を建設する。 

□この場合県、国（国土交通省）に要請する。 

既設公営住宅の復旧

(建設) 

□災害により既設の市営住宅が被害を受けたとき、その被害額が一定以上に達

した場合に国の補助を受け実施する。 

□この場合、住宅災害速報を災害発生後 10 日以内に県知事を通じて国土交通

省住宅局長に提出しなければならない。 

□従前の敷地が再び水没するおそれがある等の理由で、別の敷地を取得し再建

設する場合の用地取得造成費は起債（災害復旧事業債単独災害）による。 
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第３節 兵庫県住宅再建共済制度の活用 

市は、被災者が自立した生活を再建するため、兵庫県住宅再建共済制度の趣旨を踏まえ、加入者に

対する給付が円滑に行われるよう県が実施する広報活動その他に協力する。  
【 共済制度の概要 】  

区分 住宅再建共済制度 
マンション共用部分 

再建共済制度 
家財再建共済制度 

運用開始 平成 17 年度 9月 平成 19 年度 10 月 平成 22 年 8月 
対象 全ての私有住宅（併用住

宅 、 賃 貸 住 宅 等 を 含
む。） 

マンションの共用部分 
（1棟単位） 

住宅に存する家財（ただ
し、１戸の住宅に存する家
財につき１加入） 

加入者 住宅の所有者 マンションの管理者等 住宅に居住する者（住宅の
所有の有無を問わない。） 

対象災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他異常な自然現象により生ず
る被害 

共済負担金 １戸につき年額 5,000 円 
（加入初年度は月額 500
円ただし上限 5,000 円） 

年額 2,400 円/戸×住戸数 
（加入初年度は月額 200 円
/戸×月数×住戸数） 

１戸につき年額 1,500 円 
（加入初年度は月額 150 円 
ただし上限 1,500 円） 
※住宅再建共済制度加入者
（同時加入を含む。）
は、年額 1,000 円 

（加入初年度は月額 100 円 
ただし、上限 1,000 円） 

 準半壊特約 上記負担金に追加して 
年額 500 円負担 
（加入初年度は月額 50 円 
ただし上限 500 円） 

上記負担金に追加して 
年額 250 円/戸×住戸数 
（加入初年度は月額 25 円/
戸×月数×住戸数 
ただし、上限 250 円/戸×
住戸数） 

複数 

年 

一括 

支払 

割引 

3 年 
[準半壊

特約] 

1 戸につき 1,000 円 
 
［1 戸につき 100 円］ 

500 円×住戸数 
 
［50 円×住戸数］ 

1 戸につき 300 円 
※住宅再建共済制度加入者
(同時加入を含む。)は、
200 円 

5 年 
[準半壊

特約] 

1 戸につき 2,000 円 
 
［1 戸につき 200 円］ 

1,000 円×住戸数 
 
［100 円×住戸数］ 

1 戸につき 600 円 
※住宅再建共済制度加入者
（同時加入を含む。)は、
400円 

10 年 
[準半壊

特約] 

1 戸につき 5,000 円 
 
［1 戸につき 500 円］ 

2,500 円×住戸数 
 
［250 円×住戸数］ 

1 戸につき 1,500 円 
※住宅再建共済制度加入者
（同時加入を含む。)は、
1,000円 

共済給付金 ○全壊・大規模半壊・中
規模半壊又は半壊で新
たな住宅建築・購入 

    600 万円 
○全壊で住宅補修 

200 万円 
○大規模半壊で住宅補修 

100 万円 
○中規模半壊又は半壊で
住宅補修 

50 万円 
○上記以外で新たな住宅
等に居住 

10 万円 

○全壊・大規模半壊・中規
模半壊又は半壊で新たな
マンション建築 

300 万円×新築マン
ション住戸数（加入
住戸数が上限） 

○全壊でマンション補修 
100 万円×加入住戸数 

○大規模半壊でマンション
補修 

50 万円×加入住戸数 
○中規模半壊又は半壊でマ
ンション補修 

25 万円×加入住戸数 

○住宅が全壊で家財購入・
補修      50 万円 

○住宅が大規模半壊で家財
購入・補修   35 万円 

○住宅が中規模半壊又は半
壊 で 家 財 購 入 ・ 補 修 
25 万円 

○住宅が床上浸水で家財購
入・補修    15 万円 

 準半壊特約 ○準半壊 (損壊割合 10％
以上)で新たな住宅建
築・購入 

    25 万円 
○準半壊（損壊割合 10％
以上）で住宅補修 

    25 万円 
○上記以外で新たな住宅
等に居住 

10 万円 

○準半壊（損害割合 10％以
上)で新たなマンション
建築 

12.5 万円×新築マンション
住戸数（加入住戸数が上

限） 
○準半壊（損害割合 10％以
上)でマンション補修 

12.5 万円×新築マンション
住戸数(加入住戸数が上限) 
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第３章 産業復興計画 

第１節 計画の方針 

第１ とりまとめ責任担当部 
産業環境部 

 

第２ 産業復興施策に関する基本指針 

１ 被災した商工業、観光関係事業者、農林業従事者等の事業再建は、自力復旧を原則とする。 
２ 市は、県・国・関係機関等に自力復旧支援のための助成、融資制度の拡充・創設及び融資条件の

拡充・緩和を要望する。 

３ 市は、独自に信用保証料補助、利子補給、補助金等の制度支援を行うよう努めるとともに、被災

者向け食品、生活必需品の供給や応急資材・物資の調達等を通じて、市内商工業者、観光関係事業

者及び農林業従事者の復旧を支援する。 

４ 各部の行う復旧・復興計画との連携、他市町・都道府県・関係機関・団体・関連事業者・専門

家・ボランティア並びに住民・事業所等に広く協力を求める等の総合的推進に努める。 
５ 計画の実施に当たっては、十分な事前広報を実施する。 
 

第２節 農林業関係復興計画 

第１ 市及び県の行う農林業関係緊急支援 
１ 朝来農業改良普及センター、農協等による被害農産物に対する緊急技術指導 
２ 土地改良区等との連携による農地、農業用施設の応急対策 
３ 家畜保健衛生所、県獣医師会、農業協同組合その他関係団体並びに市との連携による家畜防疫対

策 
４ 兵庫森林管理署、朝来農林振興事務所、森林組合等による林産物（林地）及び林産施設応急対策 

５ 業界団体に対する種苗・薬剤医薬品・資機材・飼料等確保対策に関する協力要請 

６ 流通対策 
 

第２ 農林業関係者への融資 

 県は、災害により被害を受けた農林業者又はその組合等に対し、復旧を促進し、農林業の生産力の

回復と経営の安定を図るため、政府系金融機関及び一般金融機関に特別の配慮を要請し、以下のとお

り、災害復旧に必要な資金の融資が迅速かつ円滑に行われるよう必要な措置を講ずる。 
 市は、災害時において、これらの融資制度についてＰＲするとともに、各農業協同組合等関係団体

の協力を得て、被災した農林業関係者に対する融資適用が迅速かつ円滑に行われるよう努める。 
 なお、申し込みは、天災資金については農業協同組合、金融機関等へ、日本政策金融公庫資金につ

いては日本政策金融公庫支店、農業協同組合、受託金融機関へ行う。 
 

１ 日本政策金融公庫による融資 

農林業施設等の災害復旧資金及び被災農林業者の経営維持安定に必要な資金について、日本政策

金融公庫から貸付けを行わせるものとし、必要枠の確保、早期貸付け等につき適切な措置を講じ、

又は指導を行う。 
 

２ 天災融資制度による融資等 

農林産物の被害が一定規模以上である場合においては、「天災による被害農林漁業者等に対する

資金の融通に関する暫定措置法」の適用を受けて、被害農林業者等に対する経営資金の融資、農協

等系統金融機関・銀行等の融資機関に対する利子補給及び損失補償等の措置を講ずる。  
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第３ 農業災害補償共済金の支払いの促進 

 農業災害補償法に基づく農業共済について、災害時に農業共済団体等の災害補償業務の迅速化、適

正化を図るため、県において検査指導を行い早期に共済金の支払いができるよう促進する。  
第３節 中小企業関係復興計画 

第１ 市及び県の行う商工業及び観光関係緊急支援 
１ 食品、生活必需品、応急資材・物資等の調達を通じた復旧支援 
２ 緊急金融支援措置及び仮設工場・仮設店舗の設置助成 

３ 取引先開拓等の復旧支援 
４ 雇用維持のための事業主支援 
５ 激甚災害法に基づく助成措置に関する国への要望 
６ その他国・関係機関等への復旧・復興支援施策の実施要請 
 

第２ 資金需要の把握連絡通報 

 県は、中小企業関係の被害状況について調査し、再建のための資金需要に関し速やかに把握する。

市及びその他の関係機関は、緊急に連絡を行い、その状況を通報する。 
 

第３ 資金貸付の簡易迅速化、条件の緩和等の措置 

 県は、一般金融機関及び政府系金融機関に対し、県資金を預託するとともに、県信用保証協会に対

し積極的に別枠保証の要請を行い資金の円滑化を図る。また、被災地を営業地域とする金融機関に対

し、被害の状況に応じて貸付手続の簡易迅速化、貸付条件の緩和等について特別の取り扱いを実施す

るよう要望する。特に必要な場合にあっては、保証料、利子補給等を行い、制度融資の促進を図る。 
 

第４ 商工業及び観光関係中小企業者に対する公的金融制度の周知 

 県は、但馬県民局に災害復旧に係る緊急相談窓口を設け、融資相談に応じるとともに、市及び商工

会その他の関係団体を通じて、国・県が行う金融上の特別措置、日本政策金融公庫が行う災害貸付、

商工組合中央金庫が行う特災利率の適用等政府系金融機関の行う特別措置について、商工業及び観光

関係中小企業者に周知するよう努める。 
 

第５ その他 

市は、県の行う施策の実施について、最大限協力する。また、県・国・関係機関・団体等と連携・

協力による、仮設店舗、仮設工場団地の設置助成、アドバイザーの派遣、巡回技術等相談、取引先開

拓等支援、「但馬の観光情報復旧速報版」の発行、観光復興と観光客誘致のためのイベントの開催、

キャンペーンの実施その他必要な支援施策を総合的に検討し実施するよう努める。 
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第２部 市の復旧・復興のための計画 

第１章 公共施設の災害復旧計画 

第１節 計画の方針 

第１ とりまとめ責任担当部 
経営企画部 

 

第２ 公共施設の災害復旧対策に関する基本指針 

１ 公共施設の災害復旧は、被災施設の原形復旧にあわせ再度災害の発生を防止するため、必要な

施設の新設又は改良を行う等、将来の災害に備える。 
２ 応急復旧等による臨時的措置を講じたのち被害の原因、状況その他の条件を十分検討し、復旧

の程度、緊急度等を考慮して実情に即した復旧計画を樹立する。 

３ 災害対策基本法に規定する著しく激甚である災害（以下「激甚災害」という。）が発生した場

合には、公共施設の災害復旧が迅速かつ円滑に実施できるよう、市の各部（課）は災害の状況を

速やかに調査し実態を把握し、「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」

（以下｢激甚法｣という。）による激甚災害の指定が早期に受けられるよう措置する。 
４ 県並びに国の災害復旧事業に該当しないものについては、市単独災害復旧事業により早期復旧

を図る。 

５ 計画の実施に当たっては、十分な事前広報を実施する。 
 

第３ 災害復旧事業の種類 

１ 公共土木施設災害復旧事業計画 

(1) 河川 

(2) 砂防設備 

(3) 林地荒廃防止施設 

(4) 地すべり防止施設 

(5) 急傾斜地崩壊防止施設 

(6) 道路 

(7) 下水道 

(8) 公園 

２ 農林水産業施設災害復旧（農地・農業用施設・林業用施設）事業計画 

３ 都市災害復旧事業計画 

４ 上・下水道災害復旧事業計画 

５ 住宅災害復旧事業計画 

６ 社会福祉施設災害復旧事業計画 

７ 公立医療施設、病院等災害復旧事業計画 

８ 学校教育施設災害復旧事業計画 

９ 社会教育施設災害復旧事業計画 

10 復旧上必要な金融その他資金計画 

11 その他の計画 

 

第２節 計画の内容 

第１ 災害復旧事業計画の作成 
 市の各部は、災害応急対策を講じた後に被害の程度を調査・検討し、県の各部局と連携・協力し、

それぞれが所管する公共施設に関する災害復旧事業計画を、以下の基本方針に基づき、速やかに作成

する。 
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１ 復旧事業実施体制 

災害により被害を受けた施設の復旧を迅速に行うため、指定地方行政機関、県、市、指定公共機

関、指定地方公共機関等は、復旧事業を早期に実施するため、実施に必要な職員の配備、職員の応

援、派遣等活動体制について、必要な措置をとる。  
２ 災害復旧事業計画 

被災施設の復旧事業計画を速やかに作成し、国又は県が費用の全部又は一部を負担し、又は補助

するものは、県、市、その他の機関は、復旧事業費の決定及び決定を受けるため査定計画を作成し、

査定実施が速やかに行えるように努める。  
３ 緊急調査の促進 

被災施設の災害の程度により緊急の場合に応じて、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法、農

林水産業施設災害復旧事業費補助の暫定措置に関する法律その他に規定する緊急調査が実施される

よう必要な措置を講じて、復旧工事が迅速に行われるよう努める。  
４ 災害復旧事業期間の短縮 

復旧事業計画の樹立に当たっては、災害地の状況、被害の発生原因等を考慮し、再度災害の防止

及び速やかに効果のあがるよう関係機関は、十分連絡調整を図り、事業期間の短縮に努める。  
５ 復旧事業の促進 

復旧事業に決定したものについては、速やかに実施できるよう措置し、復旧事業の実施効率をあ

げるように努める。  
第２ 災害復旧事業の取扱い手続 

１ 公共土木施設災害復旧事業計画 

(1) 公共土木施設災害復旧事業 

公共土木施設災害復旧（河川、砂防設備、林地荒廃防止施設、地すべり防止施設、道路、下水

道、公園、急傾斜地崩壊防止施設）の取扱い手続は、以下に示す図Ａのとおりである。 

なお、現在は、災害復旧事業として採択され得る限度及び範囲については、公共土木施設災害

復旧事業費国庫負担法、同施行令、同施行規則、同事務取扱要綱及び公共土木施設災害復旧事業

査定方針により運営される。 
(2) 小災害の措置について 

上記以外の小災害（上記の国庫災害からはずしたものを含む。）で、将来再び増水（出水）等

の際に被害の因をなすと認められるものは、県・市単事業として災害復旧を速やかに実施する。 
また、これらの実施に必要な資金需要額については、財源を確保するために起債その他の措置

を講ずる等災害復旧事業の早期実施に努めるものとする。  
２ 農林水産業施設災害復旧（農地・農業用施設・林業用施設）事業計画 

(1) 農地・農業用施設・林業用施設災害復旧事業（暫定法） 

農地・農業用施設・林業用施設災害復旧事業（暫定法）の取扱い手続は、以下に示す図Ｂのと

おりである。 
なお、災害復旧事業として採択され得る限度及び範囲については、農林水産業施設災害復旧事

業費国庫補助の暫定措置に関する法律、同施行令、施行細則、農地農業用施設災害復旧事業取扱
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要綱、同査定要領、林業施設災害復旧事業取扱要領、林業災害復旧事業費及び林道施設災害関連

事業費査定要領、その他通達により運営される。 
(2) 小災害の措置について 

１箇所工事費 40 万円未満（13 万円以上）の農地等災害復旧事業については、小災害復旧事業

債により行う。 

 

図Ａ 公共土木施設災害復旧事業（負担法）取扱い手続の流れ 
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図Ｂ 農地・農業用施設・林業用施設災害復旧事業（暫定法）取扱い手続の流れ 
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第２章 災害復旧事業に伴う財政援助及び助成計画 

第１節 計画の方針 

第１ とりまとめ責任担当部 
経営企画部 

 

第２ 基本方針 

災害復旧事業費の決定は県知事、市長等の報告その他地方公共団体が提出する資料及び実施調査に

基づき決定されるが、法律又は予算の範囲内において国が全部又は一部を負担し、又は補助して行う

災害復旧事業並びに激甚災害に対処するため、特別の財政援助等に関する法律に基づき援助される。 
 

第２節 計画の内容 

第１ 法律に基づき一部負担又は補助するもの 
１ 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法 
２ 公立学校施設災害復旧事業費国庫負担法 
３ 公営住宅法 
４ 土地区画整理法 
５ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（以下「感染症予防法」という。） 
６ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 
７ 予防接種法 
８ 都市災害復旧は、都市災害復旧事業国庫補助に関する基本方針に基づき、予算の範囲内で事業費

の２分の１を国庫補助する。 
９ 農林水産業施設災害復旧事業費国庫負担の暫定措置に関する法律 
 

第２ 激甚災害に係る財政援助措置 

激甚災害が発生した場合には、県及び市は災害の状況を速やかに調査し、実状を把握して早期に激

甚災害の指定が受けられるよう措置し、公共施設の災害復旧事業が迅速かつ円滑に実施できるよう措

置するものとする。 
※ 第３章「激甚災害の指定に関する計画」参照 



第３編 第２部 第３章 激甚災害の指定に関する計画 

応復－425 

第３章 激甚災害の指定に関する計画 

第１節 計画の方針 

第１ とりまとめ責任担当部 

危機管理室 
 

第２ 激甚災害指定に関する基本指針 

１ 激甚災害に相当する被害を受けた場合には、激甚法に基づく激甚災害又は局地激甚災害の指定

を早期に受けられるよう促進する。 
２ 市の各部局は県が行う激甚災害又は局地激甚災害に関する調査等について協力する。 
 

第２節 計画の内容 

第１ 激甚災害指定の手続 

 激甚災害指定の手続は、おおよそ次のとおり行われることになる。 
１ 市長は、災害が発生した場合は、速やかにその被害の状況及びこれに対してとられた措置の概要

を県知事に報告する。 

２ 県知事は市長からの報告内容により、必要と認めた時は、内閣総理大臣に報告する。 

（以上は、災害対策基本法第 53 条による。） 

３ 内閣総理大臣は、県知事の報告に基づき、必要と認めたときは中央防災会議の意見を聞いて、激

甚災害として指定すべき災害かどうか判断する。 

４ この場合、中央防災会議は、内閣総理大臣に答申するに際し、「激甚災害指定基準」又は、「局

地激甚災害指定基準」に基づいて、激甚災害として指定すべき災害かどうかを答申する。 

５ 内閣総理大臣は、この答申を受けて閣議を開き、激甚災害指定が閣議決定された後、政令として

公布する。 

 

第２ 激甚災害に関する被害状況等の報告 

 市長は、激甚災害指定基準又は局地激甚災害指定基準を十分考慮して、災害状況等を県知事に報告

する。被害状況等の報告は、災害が発生した時から当該災害に対する応急措置が完了するまでの間、

次に掲げる事項について行う。 
１ 災害の原因 
２ 災害が発生した日時 
３ 災害が発生した場所又は地域 
４ 被害の程度（災害対策基本法施行規則別表第１に定める事項） 
５ 災害に対しとられた措置 
６ その他必要な事項 
 

第３ 特別財政援助額の申請手続等 

 市の各部は、激甚災害又は局地激甚災害の指定を受けたときは、速やかに関係調書等を作成し、県

各部局に提出し、公共施設の災害復旧事業が迅速かつ円滑に実施できるよう措置する。 
 なお、激甚災害に係わる財政援助措置の対象は以下のとおりである。 
１ 公共土木施設災害復旧事業等に関する特別の財政援助 
２ 農林水産業に関する特別の助成 
３ 中小企業に関する特別の助成 
４ その他の財政援助及び助成 
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第４章 特定大規模災害の指定に関する計画 

第１節 計画の方針 

第１ とりまとめ責任担当部 

各部 
 

第２ 基本方針 

特定大規模災害（著しく異常かつ激甚な災害が発生し、緊急災害対策本部が設置された災害）を

受け、かつ、市の工事の実施体制等の地域の実情を勘案して円滑かつ迅速な復興のため必要がある

と認めるときは、県に対し、市に代わって工事を行うことができる権限代行制度に基づき、支援を

要請する。 
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第５章 災害復旧資金計画 

第１節 計画の方針 

第１ とりまとめ責任担当部 

経営企画部 
 

第２ 基本方針 

災害復旧計画の実施に必要な資金需要額を速やかに把握し、それぞれ負担を要する財源を確保する

ため起債その他所要の措置を講ずる等、災害復旧事業の早期実施に努める。 
 

第２節 計画の内容 

第１ 市及び県の措置 

１ 災害復旧経費の資金需要額の把握 
２ 歳入欠かん債、災害対策債、災害復旧事業債について調査し、事業執行に万全を期する。 
３ 普通交付税の繰上げ交付及び特別交付税を国に要請する。 
４ 一時借入金及び起債の前借等により災害関係経費を確保する。 
 

第２ 近畿財務局の措置 

１ 必要資金の調査及び指導 

災害発生の際は、関係機関と緊密に連絡の上、県、市町村等の必要資金量を把握し、その確保の

措置をとる。 
 

２ 資金運用部地方資金の貸付 

地方公共団体が、緊急を要する災害応急復旧等の支出に充てるための災害つなぎ資金として財政

融資資金の貸付を希望する場合には、必要と認められる範囲で短期貸付を行う。 
災害復旧事業に要する経費の財源として地方債を起こす場合は、資金事情の許す限り、財政融資

資金をもって措置する。 
 

３ 国有財産の無償貸付等の措置 

災害等のため必要があると認められる場合には、管理する国有財産について、国有財産法等関係

法令の定めるところにより、地方公共団体からの申請をもって、無償で貸し付けるなどの措置を行

う。 
 

４ 金融機関等による被災者向け緊急措置のあっせん指導 

※ 第１部第１章第７節「金融機関等による緊急措置」参照  
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第６章 災害復興計画の策定 

第１節 計画の方針 

第１ とりまとめ責任担当部 

経営企画部 
 

第２ 災害復興計画策定に関する基本的考え方 

１ 大規模災害により被災した住民の生活や企業の活動等の健全な回復には、迅速な被災地域の復

興が不可欠である。また、復興は、復旧と異なり、被災前の地域の抱える課題を解決し、被災を

契機に都市や地域産業の構造等をよりよいものに改変する事業と位置付けられることが望まし

い。 

２ 被災後の混乱から立ち直り当面の生活再建に精一杯の状態に置かれる被災者や企業、その他多

数の機関が冷静かつ積極的に復興事業に参画できる条件整備・環境整備が不可欠となる。そうす

ることによってはじめて、住民をはじめとする関係する主体との調整及び合意形成を行うことが

可能となる。 
３ 災害復興を効果的に実施するためには、第１に「たたき台」となる復興計画については可能な

限り被災後速やかに策定すること、第２に調整と合意形成には、十分な時間と協議を尽くして行

うことが必要である。 
４ 市は、必要に応じ、大規模災害からの復興に関する法律を活用し、国の復興基本指針に即して

復興計画を作成し、同計画に基づき市街地再開発事業、土地区画整理事業等を実施することによ

り、特定大規模災害により土地の利用状況が相当程度変化した地域等における円滑かつ迅速な復

興を図るものとする。 
 

第２節 計画の内容 

第１ 災害復興本部の設置 

 被害状況を速やかに把握し、応急対策、応急復旧対策が完了したのち災害対策本部を閉鎖するとと

もに、災害復興の必要性を確認した場合に、市長を本部長とする災害復興本部を設置する。事務局業

務は、経営企画部長が行う。また、市災害復興本部の編成及び事務分掌は、市災害対策本部及び県災

害復興本部を準用する。 
 なお、必要に応じて県に対し県との連絡調整及び災害復興に関する技術的支援のための職員派遣を

要請する。   
市災害復興本部 

本 部 長 市   長 
副本部長 副市長、教育長、危機管

理監 
本部付き 会計管理者 
本 部 員 各 部 長 等     

市災害復興本部の組織 

各部（部員） 

災害復興計画検討委員会 
（学識経験者、有識者、市議会議員、 
住民代表、県職員等行政関係職員） 

事務局 
経営企画部 
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第２ 災害復興方針・計画の策定 

１ 災害復興方針の策定 

学識経験者、有識者、市議会議員、住民代表、行政関係職員より構成される災害復興計画検討委

員会を設置し、災害復興方針を策定する。災害復興方針を策定した場合は、速やかにその内容を住

民に公表する。  
２ 災害復興計画の策定 

災害復興方針に基づき、具体的な災害復興計画の策定を行う。この計画では、生活復興に関する

計画、住宅復興に関する計画、都市基盤復興に関する計画、産業復興に関する計画及びその事業手

法、財源確保、推進体制に関する事項について定める。 
なお、県に対し県所管の広域的な施設、産業等の復興に関する計画、市への復興支援・相互調整

に関する計画及びその事業手法、財源確保、推進体制に関する事項についての早期策定を要請する。  
第３ 災害復興事業の実施 

 市は、県及び関係機関・団体並びに住民・事業所と協力して、災害復興計画に基づき災害復興事業

を推進する。また、市に災害復興に関する専門部局を設置する。   
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