
 

平成２９年度みよし市防災会議 

  

次  第 

 

と き 平成３０年３月２０日（火） 

午後２時から 

ところ みよし市役所 ６階 会議室 

  

 

１ 委嘱状の交付 

 

 

２ あいさつ 

 

 

３ 協議事項 

 

 （１）みよし市地域防災計画の修正について：資料１、資料２-１、資料２-２ 

 

 （２）みよし市水防計画の修正について：資料３、資料４ 

 

 

４ 報告事項 
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みよし市地域防災計画の修正(案)要旨 

 

 

Ⅰ 地域防災計画修正の根拠 

市町村地域防災計画は、災害予防、災害応急対策及び災害復旧等に関する事項別の計

画について定めた総合的な計画であり、毎年検討を加え、必要があると認めるときは、

修正しなければならないとされている（災害対策基本法第 42条）。 

また、地域防災計画の作成、修正は市町村防災会議の所掌事務とされている（災害対

策基本法第 16 条）。 

 

 

Ⅱ 平成２８年熊本地震の課題検証報告を踏まえた修正事項 

１ 支援物資の円滑な受援供給体制の整備                      

 ・熊本地震では、国がプッシュ型支援を実施したが、被災地周辺に物資が集積している

にも係わらず、マンパワー不足や避難所までの物流体系が整わない等の理由により、

被災者の手元まで支援物資が届かなかった。 

 ・このため、市が、災害時に国等からの支援物資の受入・供給を円滑に行うことができ

るよう、物資拠点の見直しを始め、物資拠点における作業体制等について検討を行う

記載や、市及び県が連携して物資拠点等における訓練を行う記載を追加するなど、必

要な修正を行う。 

 

 ＜主な修正箇所＞ 

■風水害等編 第２編 第 10章 広域応援体制の整備 
ｐ４ 

■地震災害編 第２編 第 ９章 広域応援体制の整備 

 

 

２ 広域応援訓練の実施                              

 ・迅速な派遣の実現と効果的な応援を行うために、市が被災し、十分な災害応急対策の

実施が困難な状況に陥った場合を想定し、県と他の市町村が連携し、広域的な応援を

行う防災訓練を実施する記載を追加する。 

 

 ＜主な修正箇所＞ 

■風水害等編 第２編 第 11章 防災訓練及び防災意識の向上 
ｐ５ 

■地震災害編 第２編 第 10章 防災訓練及び防災意識の向上 

 

 

３ 車中、テントなどでの避難生活を余儀なくされる住民への支援           

 ・熊本地震では、車やテントなど、指定避難所以外に避難した被災者が多数発生し、実

態の把握が困難であった。また、車中泊等の長期化により、エコノミークラス症候群

の患者が発生した。 

 ・このため、避難所の運営にあたっては、現に避難所に滞在する住民だけでなく、在宅

や車中、テントなどでの避難生活を余儀なくされる住民への支援も念頭に置いた運営

資料１ 
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体制を検討する記載を追加するなど、必要な修正を行う。 

 

 ＜主な修正箇所＞ 

■風水害等編 第２編 第９章 避難所・要配慮者支援・帰宅困難者対策   
ｐ５ 

■地震災害編 第２編 第７章 避難所・要配慮者支援・帰宅困難者対策   

 

 

４ 防災拠点となる市庁舎の耐震化                       

 ・熊本地震では、災害応急対策の実施拠点となる市町村庁舎に損壊や倒壊の危険性が生

じたことで庁舎の全部又は一部が使用できなくなり、行政機能の低下が発生した。 

 ・このため、防災拠点となる市庁舎等について、発災後に果たす機能を勘案し、建築物

の構造の強度の確保や非構造部材の耐震対策等により、地震後に継続使用できるため

の改修を促進する記載を追加する。 

 

 ＜主な修正箇所＞ 

■地震災害編 第２編 第２章 建築物等の安全化 ｐ６ 

 

 

５ 学生等が日常生活で災害について学ぶ機会の充実                 

 ・熊本地震の被災地では、体制が充分でないままボランティアセンターが立ち上がった。

また、ゴールデンウィークを過ぎた頃にボランティアの数が急激に減り、ボランティ

アを安定的に確保することが難しかった。 

 ・これを踏まえ、平時から防災に関するＮＰＯ等との連携を進めるとともに、災害時に

は多様な分野のＮＰＯ等とも協力体制を確保できるよう連携体制の整備に努める記載

を追加する。また、被災地での活動において、若年層の活動がとりわけ期待されてい

ることから、学生等が日常生活で災害について学ぶ機会を充実させることとする記載

を追加する。 

 

 ＜主な修正箇所＞ 

■風水害等編 第２編 第１章 防災協働社会の形成促進 
ｐ７ 

■地震災害編 第２編 第１章 防災協働社会の形成促進 

 

 

６ 民間事業者等と連携した防災意識の啓発活動                   

 ・熊本地震では災害に備えた住宅の耐震化や家具等の転倒防止対策などの取組みが不十

分であった。 

 ・これを踏まえ、災害発生時に県民が的確な判断に基づき行動できるよう、民間事業者

等と連携して家具等の転倒防止対策等の情報発信を行う記載を追加するなど、必要な

修正を行う。 

 

 ＜主な修正箇所＞ 
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■地震災害編 第２編 第 10章 防災訓練及び防災意識の向上 ｐ８ 

 

 

Ⅲ 愛知県の取り組みに係る修正事項 

 ・南海トラフ地震などの大規模災害が発生した場合、市は速やかに復興に向けた県及び

国等との連絡・調整を行うとともに、復興への取組を円滑かつ迅速に推進する必要が

あると想定される。 

 ・これに伴い、第４編「災害復旧・復興」に復興方針及び復興計画の策定に係る記載を

追加するなど、必要な修正を行う。 

 

 ＜主な修正箇所＞ 

■風水害等編 第４編 第１章 復興体制 （新設） 
ｐ８ 

■地震災害編 第４編 第１章 復興体制 （新設） 

 

 

Ⅳ 防災基本計画の修正や法令の改正等に伴う修正事項 

１ 住家被害認定調査に関する体制の強化                      

 ・罹災証明書の交付の迅速化を図るため、住家被害の調査や罹災証明書の発行体制及び

県による応援体制に係る記述の拡充や、業務支援システムの活用検討に関する記述を

追加するなど、必要な修正を行う。 

 

 ＜主な修正箇所＞ 

■風水害等編 第２編 第７章 応急対策活動等のための施設、資機材、体制等の整備  
ｐ１０ 

■地震災害編 第２編 第５章 応急対策活動等のための施設、資機材、体制等の整備  

 

 

２ 近隣市町村における指定緊急避難場所の指定                   

 ・平成 27 年 9 月の関東・東北豪雨災害における教訓を踏まえ、自市内で避難場所を確

保できない場合や、避難経路等に鑑みて自市内の避難場所への避難が危険と想定され

る場合には、近隣の市町村の協力を得て、指定緊急避難場所を近隣市町村に設ける記

載を追加する。 

 

 ＜主な修正箇所＞ 

■風水害等編 第２編 第８章 避難行動の促進対策 
ｐ１０ 

■地震災害編 第２編 第６章 避難行動の促進対策 
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Ⅴ 主な修正の内容 

Ⅱ－１ 支援物資の円滑な受援供給体制の整備                    

 

＜修正箇所＞ 

 ■風水害等編  第２編 第 10章 広域応援体制の整備 

 ■地震災害編  第２編 第 ９章 広域応援体制の整備 

＜新旧対照表＞ 

 ■風水害等編  ｐ１０ 

 ■地震災害編  ｐ１１ 

 

■風水害等編 

第２編 第 10章 広域応援体制の整備 

現行（平成 29年 3月修正） 改  正  案 

（追加） 第３節 支援物資の円滑な受援供給体制の整備 

 １ 市における措置 

 

 

（1）災害時の円滑な物流に向けた体制の検討 

市は、円滑に国等からの支援物資の受入・

供給を行うため、広域物資輸送拠点や地域内

輸送拠点等（以下、「物資拠点」という。）の

見直しを始め、物資拠点における作業体制等

について検討を行うとともに、関係機関との

情報の共有に努めるものとする。 

 （2）訓練・検証等 

市は、災害時に支援物資を円滑に搬送する

ため、連携して物資拠点等における訓練を行

うとともに、訓練検証結果や国、県、市町

村、その他防災関係機関等の体制変更、施

設、資機材等の整備の進捗に応じて、随時、

計画等の必要な見直しを行うものとする。 

  

 

■地震災害編 

第２編 第９章 広域応援体制の整備 

 ※ 風水害等編と同様の修正を行う。 

 

 

Ⅱ－２ 広域応援訓練の実施                            

 

＜修正箇所＞ 

 ■風水害等編  第２編 第 11章 防災訓練及び防災意識の向上 

 ■地震災害編  第２編 第 10章 防災訓練及び防災意識の向上 
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＜新旧対照表＞ 

 ■風水害等編  ｐ１１ 

 ■地震災害編  ｐ１２ 

 

■風水害等編 

第２編 第 11章 防災訓練及び防災意識の向上 

現行（平成 29年 3月修正） 改  正  案 

第 1節 防災訓練の実施 第１節 防災訓練の実施 

１ 市における措置 １ 市における措置 

（1）～（3） （略） 

（追加） 

（1）～（3） （略） 

（4）広域応援訓練 

市は、市町村が被災し、十分な災害応急対

策の実施が困難な状況に陥った場合を想定

し、県と他の市町村が連携し、広域的な応援

を行う防災訓練を実施する。 

 

■地震災害編 

第２編 第 10章 防災訓練及び防災意識の向上 

 ※ 風水害等編と同様の修正を行う。 

 

 

Ⅱ－３ 車中、テントなどでの避難生活を余儀なくされる住民への支援         

 

＜修正箇所＞ 

 ■風水害等編  第２編 第 ９章 避難所・要配慮者支援・帰宅困難者対策 

         第３編 第 ９章 避難所・要配慮者支援・帰宅困難者対策 

 ■地震災害編  第２編 第 ７章 避難所・要配慮者支援・帰宅困難者対策 

         第３編 第 10章 避難所・要配慮者支援・帰宅困難者対策 

＜新旧対照表＞ 

 ■風水害等編  ｐ８、ｐ１９ 

 ■地震災害編  ｐ８、ｐ１９ 

 

■風水害等編 

第２編 第９章 避難所・要配慮者支援・帰宅困難者対策 

現行（平成 29年 3月修正） 改  正  案 

第１節 避難所の指定・整備 第１節 避難所の指定・整備 

市における措置 市における措置 

（5）避難所の運営体制の整備 

（略） 

なお、避難所の運営にあたっては、現に避

難所に滞在する住民だけでなく、在宅での避

（5）避難所の運営体制の整備 

（略） 

ウ 避難所の運営にあたっては、現に避難所

に滞在する住民だけでなく、在宅や車中、テン
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現行（平成 29年 3月修正） 改  正  案 

難生活を余儀なくされる住民への支援も念頭

に置いた運営体制を検討する。 

トなどでの避難生活を余儀なくされる住民への

支援も念頭に置いた運営体制を検討する。 

第３編 第９章 避難所・要配慮者支援・帰宅困難者対策 

現行（平成 29年 3月修正） 改  正  案 

第１節 避難所の開設・運営 第１節 避難所の開設・運営 

１ 市における措置 １ 市における措置 

（4）避難所の運営 

ケ 避難所以外の場所に滞在する被災者への

対応 

避難所のハード面の問題や他の避難者と

の関係等から、自宅での生活を余儀なくさ

れる要配慮者や、災害が収まった後に家屋

の被害や電気、水道、ガス等のライフライ

ンの機能低下により生活が困難となった被

災者に対して、その避難生活の環境整備に

必要な措置を講じる。 

（4）避難所の運営 

ケ 避難所以外の場所に滞在する被災者への

対応 

避難所のハード面の問題や他の避難者と

の関係等から、在宅や車中、テントなどで

の生活を余儀なくされる要配慮者や、災害

が収まった後に家屋の被害や電気、水道、

ガス等のライフラインの機能低下により生

活が困難となった被災者に対して、その避

難生活の環境整備に必要な措置を講じる。 

 

■地震災害編 

第２編 第 ７章 避難所・要配慮者支援・帰宅困難者対策 

第３編 第 10章 避難所・要配慮者支援・帰宅困難者対策 

 ※ 風水害等編と同様の修正を行う。 

 

 

Ⅱ－４ 防災拠点となる市町村庁舎の耐震化                     

 

＜修正箇所＞ 

 ■地震災害編  第２編 第２章 建築物等の安全化 

＜新旧対照表＞ 

 ■地震災害編  ｐ３ 

 

■地震災害編 

第２編 第２章 建築物等の安全化 

現行（平成 29年 3月修正） 改  正  案 

第１節 建築物の耐震推進 第１節 建築物の耐震推進 

３ 公共建築物の耐震性の確保・向上 ３ 公共建築物の耐震性の確保・向上 

   （追加） 

 

 

 

 

特に、災害時の拠点となる市町村の庁舎等

については、発災後に果たす機能を勘案し、

建築物の構造の強度の確保や非構造部材の耐

震対策等により、地震後に継続使用できるた

めの改修を促進する。 
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Ⅱ－５ 学生等が日常生活で災害について学ぶ機会の充実               

 

＜修正箇所＞ 

 ■風水害等編  第２編 第１章 防災協働社会の形成推進 

 ■地震災害編  第２編 第１章 防災協働社会の形成推進 

＜新旧対照表＞ 

 ■風水害等編  ｐ２ 

 ■地震災害編  ｐ３ 

 

■風水害等編 

第２編 第１章 防災協働社会の形成推進 

現行（平成 29年 3月修正） 改  正  案 

第２節 自主防災組織・ボランティアとの連携 第２節 自主防災組織・ボランティアとの連携 

１ 市における措置 １ 市における措置 

（1）自主防災組織の推進 

  イ 自主防災組織等のネットワーク化の推進 

いざという時には、日ごろから地域の防

災関係者の連携が重要なため、自主防災組

織、防災関係団体等のネットワーク化の推

進にも努めるものとする。 

（1）自主防災組織の推進 

イ 自主防災組織等との連携体制の推進 

       いざという時には、日ごろから地域の防

災関係者の連携が重要である。そのため、

県及び市町村は、平時から自主防災組織、

防災に関するＮＰＯ及び防災関係団体等と

の連携を進めるとともに、災害時には多様

な分野のＮＰＯ等とも協力体制を確保でき

るよう連携体制の整備に努めるものとす

る。 

４ ボランティアの受入体制の整備及び協力・連

絡体制の推進 

４ ボランティアの受入体制の整備及び協力・連

絡体制の推進 

（4）防災ボランティア活動の普及・啓発 

市は県と協力して、ボランティア活動に対

する意識を高めるとともに、災害時にボラン

ティア活動を行いやすい環境づくりを進める

ために、普及・啓発活動を行う。 

（4）防災ボランティア活動の普及・啓発 

市は県と協力して、ボランティア活動に対

する意識を高めるとともに、災害時にボラン

ティア活動を行いやすい環境づくりを進める

ために、普及・啓発活動を行う。また、若年

層の活動がとりわけ期待されていることか

ら、教育委員会や学校等と連携し、学生等が

日常生活で災害について学ぶ機会を充実させ

るものとする。 

 

 

 

■地震災害編 

第２編 第１章 防災協働社会の形成推進 

 ※ 風水害等編と同様の修正を行う。 
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Ⅱ－６ 民間事業者等と連携した防災意識の啓発活動                 

 

＜修正箇所＞ 

 ■地震災害編  第２編 第 10章 防災訓練及び防災意識の向上 

＜新旧対照表＞ 

 ■地震災害編  ｐ１３ 

 

■地震災害編 

第２編 第 10章 防災訓練及び防災意識の向上 

現行（平成 29年 3月修正） 改  正  案 

第２節 防災のための意識啓発・広報 第２節 防災のための意識啓発・広報 

市における措置 市における措置 

（1）防災意識の啓発 

県は、災害発生時等に県民が的確な判断に

基づき行動できるよう、市町村等と協力し

て、次の事項を中心に地震についての正しい

知識、防災対応等について啓発する。 

 

（略） 

ソ 応急手当方法の紹介、平素から県民が実

施すべき水、食料その他生活必需品の備

蓄、家具等の転倒防止、出火防止、ブロッ

ク塀の倒壊防止等の対策の内容 

（1）防災意識の啓発 

県は、災害発生時等に県民が的確な判断に

基づき行動できるよう、市町村や民間事業者

等と協力して、次の事項を中心に地震につい

ての正しい知識、防災対応等について啓発す

る。 

（略） 

タ 応急手当方法の紹介、平素から県民が実

施すべき水、食料その他生活必需品の備

蓄、家具等の転倒防止、出火防止、ブロッ

ク塀の倒壊防止等の対策の内容 

 

 

Ⅲ 愛知県の取り組みに係る修正事項                        

 

＜修正箇所＞ 

 ■風水害等編  第４編 第１章 復興体制（新設） 

 ■地震災害編  第４編 第１章 復興体制（新設） 

＜新旧対照表＞ 

 ■風水害等編  ｐ２５ 

 ■地震災害編  ｐ２５ 

 

■風水害等編 

第４編 第１章 復興体制（新設） 

改  正  案 

■基本方針 

○ 大規模災害からの円滑かつ迅速な復興を図るため、復興体制を整備する。 

○ 大規模災害により被災した地域の再建を可及的速やかに実施するため、復興計画を作成し、計画

的に復興を進める。 

○ 市は、災害復旧・復興対策の推進のため、必要に応じ、国や他の地方公共団体等に対し、職員の
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改  正  案 

派遣等の協力を求める。 

○ 被災地の復旧・復興に当たっては、復旧・復興のあらゆる場・組織に、障がい者や高齢者、女性

等の参画を促進する。 

■主な機関の措置 

区 分 機関名 主な措置 

第１節 

復興計画等の策定  

市 市復興計画の策定 

第２節  

職員の派遣要請 

市 (1）国の職員の派遣要請 

(2) 他市町村の職員の派遣要請 

(3) 職員派遣のあっせん要求 
 

 

第１節 復興計画等の策定 

１ 市における措置 

市復興計画の策定 

特定大規模災害によって土地利用の状況が相当程度変化した地域や多数の住民が避難等を余儀

なくされた地域など、復興法に定める要件に該当する地域をその区域とする市町村は、国の復興

基本方針及び県復興方針に則して、市町村復興計画を策定し、これを着実に実施することによ

り、被災地域等における円滑かつ迅速な復興を図る。 

第２節 職員の派遣要請 

１ 市における措置 

（1）国の職員の派遣要請（復興法第 53条） 

市長は、特定大規模災害からの復興のために必要な場合、指定地方行政機関の長に対して、職

員の派遣を要請することができる。 

（2）他の普通地方公共団体の職員の派遣要請（地方自治法第 252条の 17） 

市長は、市の事務処理のため特別の必要があると認める場合、他の普通地方公共団体の長に対

して、職員の派遣を要請することができる。 

（3）職員派遣のあっせん要求（復興法第 54条） 

市長は、知事に対し復興法第 53 条の規定による指定地方行政機関の職員の派遣について、あっ

せんを求めることができる。 

また、市長は、知事に対し地方自治法第 252 条の 17 の規定による他の普通地方公共団体職員の

派遣について、あっせんを求めることができる。 

 

■地震・津波編 

第４編 第１章 復興体制（新設） 

 ※ 風水害等編と同様の修正を行った。 
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Ⅳ－１ 住家被害認定調査に関する体制の強化                    

 

＜修正箇所＞ 

 ■風水害等編  第２編 第７章 応急対策活動等のための施設、資機材、体制等の整備  

 ■地震災害編  第２編 第５章 応急対策活動等のための施設、資機材、体制等の整備  

＜新旧対照表＞ 

 ■風水害等編  ｐ６ 

 ■地震災害編  ｐ６ 

 

■風水害等編 

第２編 第７章 応急対策活動等のための施設、資機材、体制等の整備 

現行（平成 29年 3月修正） 改  正  案 

防災施設・設備、災害用資機材及び体制の整備 防災施設・設備、災害用資機材及び体制の整備 

（13）罹災証明書の発行体制の整備 （13）罹災証明書の発行体制の整備 

市は、災害時に罹災証明書の交付が遅滞なく

行われるよう、住家被害の調査の担当者の育

成、他の地方公共団体や民間団体との応援協定

の締結等を計画的に進めるなど、罹災証明書の

交付に必要な業務の実施体制の整備に努めるも

のとする。 

（ア）市町村は、災害時に罹災証明書の交付が遅

滞なく行われるよう、住家被害の調査や罹災

証明書の交付の担当部局を定め、住家被害の

調査の担当者の育成、他の地方公共団体や民

間団体との応援協定の締結、応援の受入れ体

制の構築等を計画的に進めるなど、罹災証明

書の交付に必要な業務の実施体制の整備に努

めるものとする。 

（追加） （イ）市は、効率的な罹災証明書の交付のため、

当該業務を支援するシステムの活用について

検討するものとする。 

  

 

■地震災害編 

第２編 第５章 応急対策活動等のための施設、資機材、体制等の整備 

 ※ 風水害等編と同様の修正を行う。 

 

 

Ⅳ－２ 近隣市町村における指定緊急避難場所の指定                 

 

＜修正箇所＞ 

 ■風水害等編  第２編 第８章 避難行動の促進対策 

 ■地震災害編  第２編 第６章 避難行動の促進対策 

＜新旧対照表＞ 

 ■風水害等編  ｐ７ 

 ■地震災害編  ｐ７ 
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■風水害等編 

第２編 第８章 避難行動の促進対策 

現行（平成 29年 3月修正） 改  正  案 

第２節 緊急避難場所及び避難路の指定等 第２節 緊急避難場所及び避難路の指定等 

市における措置 市における措置 

（1）緊急避難場所の指定 （1）緊急避難場所の指定 

市は、災害の種類に応じてその危険の及ばない

場所・施設を指定緊急避難場所として災害対策基

本法施行令に定める基準に従って指定し、災害の

危険が切迫した場合における住民の安全な避難先

を確保する。 

なお、指定した緊急避難場所については、災害

の危険が切迫した緊急時において、施設の開放を

行う担当者をあらかじめ定める等管理体制を整備

しておく。 

また、必要に応じて指定緊急避難場所の中から

広域避難場所や一時避難場所を選定する。 

市は、災害の種類に応じてその危険の及ばない

場所・施設を指定緊急避難場所として災害対策基

本法施行令に定める基準に従って指定し、災害の

危険が切迫した場合における住民の安全な避難先

を確保する。なお、災害の想定等により必要に応

じて、近隣の市町村の協力を得て、指定緊急避難

場所を近隣市町村に設けるものとする。  

また、指定した緊急避難場所については、災害

の危険が切迫した緊急時において、施設の開放を

行う担当者をあらかじめ定める等管理体制を整備

しておくとともに、必要に応じて指定緊急避難場

所の中から広域避難場所や一時避難場所を選定す

る。 

 

■地震災害編 

第２編 第６章 避難行動の促進対策 

 ※ 風水害等編と同様の修正を行う。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

みよし市地域防災計画新旧対照表 

【 風水害等災害対策計画 】 
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頁 現行（平成 29年 3月修正）   改 正 案 修正理由 

 第１編 総則 第１編 総則  

 第２章 基本理念及び重点を置くべき事項 第２章 基本理念及び重点を置くべき事項  

3 第２節 重点を置くべき事項 第２節 重点を置くべき事項  

4 ３ 住民等の円滑かつ安全な避難に関する事項 ３ 住民等の円滑かつ安全な避難に関する事項  

  住民等の円滑かつ安全な避難を確保するため、ハザードマップの作成、

避難勧告等の判断基準等の明確化、緊急時の避難場所の指定及び周知徹

底、立退き指示等に加えての必要に応じた屋内での待避等の指示、避難行

動要支援者名簿の作成及び活用を図ること。 

住民等の円滑かつ安全な避難を確保するため、ハザードマップの作成、

避難勧告等の判断基準等の明確化、緊急時の避難場所の指定及び周知徹

底、立退き指示等に加えての必要に応じた「屋内安全確保」の指示、避難

行動要支援者名簿の作成及び活用を図ること。 

表記の整理（防

災基本計画の修

正（H29.4）） 

4 ４ 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に関する事

項 

４ 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に関する事

項 

 

  被災者に対して避難生活から生活再建に至るまで必要な支援を適切に

提供するため、被災者が一定期間滞在する避難所の指定、周知徹底及び生

活環境の確保、被災者に対する円滑な支援に必要な罹災証明書の発行体制

の整備、被災者台帳の作成及び活用を図ること。 

被災者に対して避難生活から生活再建に至るまで必要な支援を適切に

提供するため、被災者が一定期間滞在する避難所の指定、周知徹底及び生

活環境の確保、被災者に対する円滑な支援に必要な罹災証明書の発行体制

の整備、積極的な被災者台帳の作成及び活用を図ること。 

表記の整理（防

災基本計画の修

正（H29.4）） 

    

 第３章 各機関の処理すべき事務又は業務の大綱 第３章 各機関の処理すべき事務又は業務の大綱  

6 第２節 処理すべき事務又は業務の大綱 第２節 処理すべき事務又は業務の大綱  

14 ５ 指定公共機関 ５ 指定公共機関  

 機関名 内 容 

日本銀行  災害が発生した場合においては、関係機関と協議の上、

次の措置をとる。  

（1）金融機関の手許現金保有状況の把握に努め、金融機

関の所要現金の確保について必要な援助を行うなど、

通貨の円滑な供給の確保に万全の措置を講じる。 

（2）り災金融機関に早急な営業開始を要請するとともに、

必要に応じ金融機関相互間の申合せ等により営業時間

の延長及び休日臨時営業の措置をとるよう要請する。 

（3） 金融機関相互間の申合せにより次の措置を実施する

よう要請する。 

   ア り災者の預貯金について、実情に即する簡易な確

認方法による払戻し及び定期預金等の期限前解約 

イ 手形交換については、交換開始時刻、交換尻決済

機関名 内 容 

日本銀行  災害発生時等においては、関係行政機関と密接な連携を

図りつつ、次の措置を講じる。 

（1）銀行券の発行ならびに通貨および金融の調節 

ア 通貨の円滑な供給の確保 

イ 現金供給のための輸送、通信手段の確保 

ウ 通貨および金融の調節 

（2）資金決済の円滑の確保を通じ信用秩序の維持に資す

るための措置 

ア 決済システムの安定的な運行に係る措置 

イ 資金の貸付け 

（3）金融機関の業務運営の確保に係る措置 

（4）金融機関による金融上の措置の実施に係る要請 

（5）各種措置に関する広報 

日本銀行防災業

務計画との整合

を図るため。 
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頁 現行（平成 29年 3月修正）   改 正 案 修正理由 

時刻、不渡手形返還時刻の変更及び一定日までのり

災関係手形等に対する不渡処分の猶予並びに不可

抗力により支払期日の経過した手形の交換持出の

容認 

ウ 災害関係融資について実情に即した措置 

（4） 損傷銀行券及び貨幣の引換のための必要な措置をと

る。 

（5） 国債を滅紛失した顧客に対し、日本銀行名古屋支店

及び最寄りの日本銀行代理店は相談に応じる。 

（6） 日本銀行代理店及び取引官庁との連絡を密にし、国

庫事務を円滑に運営するための必要な措置をとる。 

（7） 上記措置については、金融機関と協力して速やかに

その周知徹底を図る。 
 

（6）海外中央銀行等との連絡・調整 
 

17 ６ 指定地方公共機関 ６ 指定地方公共機関  

 機関名 内 容 

公益社団法人愛知県看護協会 （略） 

（追加） （追加） 

一般社団法人愛知県 LPガス協会 （略） 
 

機関名 内 容 

公益社団法人愛知県看護協会 （略） 

一般社団法人愛知県病院協会 医療及び助産活動に協力する。 

一般社団法人愛知県 LPガス協会 （略） 
 

指定地方公共機

関の追加 

    

 第２編 災害予防 第２編 災害予防  

 第１章 防災協働社会の形成推進 第１章 防災協働社会の形成推進  

 第２節 自主防災組織・ボランティアとの連携 第２節 自主防災組織・ボランティアとの連携  

20 １ 市における措置 １ 市における措置  

 （1）自主防災組織の推進 

  イ 自主防災組織等のネットワーク化の推進 

いざという時には、日ごろから地域の防災関係者の連携が重要な

ため、自主防災組織、防災関係団体等のネットワーク化の推進にも

努めるものとする。 

（1）自主防災組織の推進 

イ 自主防災組織等との連携体制の推進 

       いざという時には、日ごろから地域の防災関係者の連携が重要で

ある。そのため、市は、平時から自主防災組織、防災に関するＮＰ

Ｏ及び防災関係団体等との連携を進めるとともに、災害時には多様

な分野のＮＰＯ等とも協力体制を確保できるよう連携体制の整備に

努めるものとする。 

対策の追加（熊

本地震の課題検

証報告） 

21 ４ ボランティアの受入体制の整備及び協力・連絡体制の推進 ４ ボランティアの受入体制の整備及び協力・連絡体制の推進  

22 （4）防災ボランティア活動の普及・啓発 （4）防災ボランティア活動の普及・啓発 対策の追加（熊
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頁 現行（平成 29年 3月修正）   改 正 案 修正理由 

市は、ボランティア活動に対する意識を高めるとともに、災害時に

ボランティア活動を行いやすい環境づくりを進めるために、普及・啓

発活動を行う。 

市は県と協力して、ボランティア活動に対する意識を高めるととも

に、災害時にボランティア活動を行いやすい環境づくりを進めるため

に、普及・啓発活動を行う。また、若年層の活動がとりわけ期待され

ていることから、教育委員会や学校等と連携し、学生等が日常生活で

災害について学ぶ機会を充実させるものとする。 

本地震の課題検

証報告） 

    

 第２章 水害予防対策 第２章 水害予防対策  

24 ■基本方針 ■基本方針  

 ○ 水災による被害の軽減を図るため、浸水想定区域の指定等、水防法等

に基づく減災対策を推進する。 

（追加） 

 

（略） 

○ 水災による被害の軽減を図るため、浸水想定区域の指定等、水防法等

に基づく減災対策を推進する。 

○ 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を行

う契機となるよう、分かりやすい水害リスクの提供に努める。 

（略） 

対策の追加（防

災基本計画の修

正（H28.5）） 

24 ■主な機関の措置 ■主な機関の措置  

 区 分 機関名 主な措置 

第３節 

浸水想定区域

における対策 

（略） （略） 

県 2(1) （略） 

2(2) （略） 

2(3) （略） 

2(4) （略） 

2(5) 市等への情報提供 

市 3(1) （略） 

3(2) （略） 

3(3) （略） 

（追加） 

要配慮者利用施設又

は大規模工場等の所

有者又は管理者 

4(1) 計画の策定 

4(2) 訓練の実施 

4(3) 自衛水防組織の設置 

（追加） （追加） 

 
 

区 分 機関名 主な措置 

第３節 

浸水想定区域

における対策 

（略） （略） 

県 1(1) （略） 

1(2) （略） 

2(1) （略） 

2(2) （略） 

5(2) 実施状況の確認等 

市 2(1) （略） 

3(1) （略） 

3(2) （略） 

5(2) 実施状況の確認等 

地下街等又は大規模

工場等の所有者又は

管理者 

4,6(1) 計画の策定 

4,6(2) 訓練の実施 

4,6(3) 自衛水防組織の設置 

要配慮者利用施設の

所有者又は管理者 

5(1) 計画の策定等 

 

表記の整理 

 第２節 雨水出水対策 第２節 雨水出水対策  

25 １ 市における措置 １ 市における措置  
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 （1）公共下水道事業 

生活環境の改善及び公共用水域の水質保全を図るとともに、市街地

における雨水排除を図るため、ポンプ場、下水管渠の新設又は改修を

行い、予想される被害を未然に防止する。 

（1）公共下水道事業 

生活環境の改善及び公共用水域の水質保全を図るとともに、市街地

における雨水排除を図るため、ポンプ場、下水管渠の新設又は改修を

行い、予想される被害の未然防止に努める。 

表記の整理 

 第３節 浸水想定区域における対策 第３節 浸水想定区域における対策  

26 ３ 浸水想定区域のある市における措置 ３ 浸水想定区域のある市における措置  

 （2）ハザードマップ（防災マップ）の配布 

   市は、地域防災計画において定められた洪水予報等の伝達方法、避

難場所その他洪水時又は雨水出水時の円滑かつ迅速な避難の確保を図

るため必要な事項、並びに浸水想定区域内の地下街等、要配慮者利用

施設、大規模工場等の名称及び所在地について住民、滞在者その他の

者に周知させるため、これらの事項を記載した印刷物（ハザードマッ

プ（防災マップ））の配布その他の必要な措置を講じるものとする。 

 （追加） 

（2）ハザードマップ（防災マップ）の配布 

   市は、地域防災計画において定められた洪水予報等の伝達方法、避

難場所その他洪水時又は雨水出水時の円滑かつ迅速な避難の確保を図

るため必要な事項、並びに浸水想定区域内の地下街等、要配慮者利用

施設、大規模工場等の名称及び所在地について住民、滞在者その他の

者に周知させるため、これらの事項を記載した印刷物（ハザードマッ

プ（防災マップ））の配布その他の必要な措置を講じるものとする。そ

の際、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」として明示することに努めるものとする。 

 

27 ５ 要配慮者利用施設の所有者又は管理者における措置 ５ 要配慮者利用施設の所有者又は管理者における措置  

  地域防災計画にその名称及び所在地を定められた要配慮者利用施設の

所有者又は管理者は、次の措置をとるよう努めなければならない。 

 

 

（1）計画の策定 

要配慮者利用施設の利用者の洪水時又は雨水出水時の円滑かつ迅速

な避難の確保を図るために必要な訓練その他の措置に関する計画の作

成 

（2）（略） 

（3）（略） 

（追加） 

（1）計画の策定等 

地域防災計画にその名称及び所在地を定められた要配慮者利用施設

の所有者又は管理者は、次の措置をとるよう努めなければならない。 

ア 計画の策定 

要配慮者利用施設の利用者の洪水時又は雨水出水時の円滑かつ迅

速な避難の確保を図るために必要な訓練その他の措置に関する具体

的計画の作成 

イ（略） 

ウ（略） 

（2）実施状況の確認等 

県及び市は、要配慮者利用施設の避難確保に関する計画や避難訓練

の実施状況等について、定期的に確認するよう努めるものとする。 

対策の追加（防

災基本計画の修

正（H29.4）） 

 

 

 

 

 

 

対策の追加（防

災基本計画の修

正（H29.4）） 

    

 第３章 土砂災害等予防対策 第３章 土砂災害等予防対策  

 第２節 土砂災害の防止 第２節 土砂災害の防止  

30 １ 県（建設部、農林水産部）における措置 １ 県（建設部、農林水産部）における措置  
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31 （3）土砂災害警戒区域等に関する情報の提供 

イ 土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域、急傾斜地崩壊危険区

域、地すべり等防止区域を指定するときは、公示するとともに、当

該区域に関する資料を関係市町村へ提供する。 

（3）土砂災害警戒区域等に関する情報の提供 

イ 土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域、急傾斜地崩壊危険区

域、地すべり防止区域を指定するときは、公示するとともに、当該

区域に関する資料を関係市町村へ提供する。 

 

表記の整理 

 第６章 都市の防災性の向上 第６章 都市の防災性の向上  

47 ■主な機関の措置 ■主な機関の措置  

 区 分 機関名 主な措置 

第１節 

マスタープラ

ン等の策定 

 

（略） （略） 

 

区 分 機関名 主な措置 

第１節 

都市計画のマ

スタープラン

等の策定 

（略） （略） 

 

表記の整理 

47 第１節 マスタープラン等の策定 第１節 都市計画のマスタープラン等の策定 表記の整理 

 （略） （略）  

    

 第７章 応急対策活動等のための施設、資機材、体制等の整備 第７章 応急対策活動等のための施設、資機材、体制等の整備  

 防災施設・設備、災害用資機材及び体制の整備 防災施設・設備、災害用資機材及び体制の整備  

49 市における措置 市における措置  

50 （5）人材の育成等 

市は、防災に携わる者に高度な知識・技能を修得させ、応急対策全

般への対応力を高めるため、研修制度の充実を図るとともに、大学の

防災に関する講座等との連携等により、人材の育成を図る。 

（5）人材の育成等 

市は、防災に携わる者に高度な知識・技能を修得させ、応急対策全

般への対応力を高めるため、研修制度・内容の充実を図るとともに、

大学の防災に関する講座等との連携等により、人材の育成を図る。 

表記の整理（防

災基本計画の修

正（H29.4）） 

50 （6）防災中枢機能の充実 

保有する施設、設備について、代替エネルギーシステムの活用を含

め自家発電設備等の整備を図り、十分な期間の発電が可能となるよう

な燃料の備蓄等に努めるものとする。その際、物資の供給が相当困難

な場合を想定した食料、飲料水、燃料等の適切な備蓄・調達・輸送体

制の整備、通信途絶時に備えた衛星携帯電話の整備等非常用通信手段

の確保を図るものとする。 

（6）防災中枢機能の充実 

市は、保有する施設、設備について、代替エネルギーシステムの活

用を含め自家発電設備等の整備を図り、十分な期間の発電が可能とな

るような燃料の備蓄等に努めるものとする。その際、物資の供給が相

当困難な場合を想定した食料、飲料水、燃料等の適切な備蓄・調達・

輸送体制の整備、通信途絶時に備えた衛星携帯電話の整備等非常用通

信手段の確保を図るものとする。 

また、市は、災害情報を一元的に把握し、共有することができる体

制の整備を図り、災害対策本部の機能の充実・強化に努めるものとす

る。 

対策の追加（防

災基本計画の修

正（H29.4）） 
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50 (9) 防災情報システムの整備 

市は、県防災行政無線を活用する防災情報システムにより、県、県

内市町村及び防災関係機関との間で、人的被害、住家被害、ライフラ

イン被害、道路・河川・砂防被害などの被害情報、避難勧告情報、避

難所の開設情報等をリアルタイムの情報として共有化を図る。 

(9) 防災情報システムの整備 

市は、県防災行政無線を活用する防災情報システムにより、県、県

内市町村及び防災関係機関との間で、人的被害、住家被害、ライフラ

イン被害、道路・河川・砂防被害などの被害情報、避難勧告情報、避

難所の開設情報等をリアルタイムの情報で共有化し、迅速的確な応急

対策を実施する。 

また、市は、被害情報及び関係機関が実施する応急対策の活動情

報等を迅速かつ正確に分析・整理・要約・検索するため、最新の情

報通信関連技術の導入に努めるものとする。 

対策の追加（防

災基本計画の修

正（H29.4）） 

 (13) 罹災証明書の発行体制の整備 

  市は、災害時に罹災証明書の交付が遅滞なく行われるよう、住家被

害の調査の担当者の育成、他の地方公共団体や民間団体との応援協定

の締結等を計画的に進めるなど、罹災証明書の交付に必要な業務の実

施体制の整備に努めるものとする。 

 

（追加） 

(13) 罹災証明書の発行体制の整備 

ア 市は、災害時に罹災証明書の交付が遅滞なく行われるよう、住家

被害の調査や罹災証明書の交付の担当部局を定め、住家被害の調査担

当者の育成、他の地方公共団体や民間団体との応援協定の締結、応援

の受入れ体制の構築等を計画的に進めるなど、罹災証明書の交付に必

要な業務の実施体制の整備に努めるものとする。 

イ 市は、効率的な罹災証明書の交付のため、当該業務を支援するシ

ステムの活用について検討するものとする。 

 

対策の追加（防

災基本計画の修

正（H29.4）） 

 第８章 避難行動の促進対策 第８章 避難行動の促進対策  

 ■主な機関の措置 ■主な機関の措置  

54 区 分 機関名 主な措置 

第３節 

避難勧告等の

判断・伝達マ

ニュアルの作

成 

市 1(1) マニュアルの作成 

1(2) 判断基準の設定に係る助言 

1(3) 判断のための助言を求める

ための事前準備 

 

区 分 機関名 主な措置 

第３節 

避難勧告等の

判断・伝達マ

ニュアルの作

成 

市 1(1) マニュアルの作成 

1(2) 判断基準の設定に係る助言 

1(3) 事前準備 

 

 

表記の整理 

 第１節 気象警報や避難勧告等の情報伝達体制の整備 第１節 気象警報や避難勧告等の情報伝達体制の整備  

54 市における措置 市における措置  

 市は、さまざまな環境下にある住民等に対して気象警報や避難勧告等が

確実に伝わるよう、関係事業者の協力を得つつ、防災行政無線、コミュニ

ティＦＭ放送、携帯電話（緊急速報メール機能を含む。）等を用いた伝達

手段の多重化、多様化の確保を図る。 

市は、さまざまな環境下にある住民、要配慮者利用施設等の施設管理者

等に対して気象警報や避難勧告等が確実に伝わるよう、関係事業者の協力

を得つつ、防災行政無線、コミュニティＦＭ放送、携帯電話（緊急速報メー

ル機能を含む。）等を用いた伝達手段の多重化、多様化の確保を図る。 

対策の追加（防

災基本計画の修

正（H29.4）） 
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 第２節 緊急避難場所及び避難路の指定等 第２節 緊急避難場所及び避難路の指定等  

 市における措置 市における措置  

54 (1) 緊急避難場所の指定 (1) 緊急避難場所の指定  

 市は、災害の種類に応じてその危険の及ばない場所・施設を指定緊急避

難場所として災害対策基本法施行令に定める基準に従って指定し、災害の

危険が切迫した場合における住民の安全な避難先を確保する。 

なお、指定した緊急避難場所については、災害の危険が切迫した緊急時

において、施設の開放を行う担当者をあらかじめ定める等管理体制を整備

しておく。 

また、必要に応じて指定緊急避難場所の中から広域避難場所や一時避難

場所を選定する。 

市は、災害の種類に応じてその危険の及ばない場所・施設を指定緊急避

難場所として災害対策基本法施行令に定める基準に従って指定し、災害の

危険が切迫した場合における住民の安全な避難先を確保する。なお、災害

の想定等により必要に応じて、近隣の市町村の協力を得て、指定緊急避難

場所を近隣市町村に設けるものとする。  

また、指定した緊急避難場所については、災害の危険が切迫した緊急時

において、施設の開放を行う担当者をあらかじめ定める等管理体制を整備

しておくとともに、必要に応じて指定緊急避難場所の中から広域避難場所

や一時避難場所を選定する。 

対策の追加（防

災基本計画の修

正（H28.5）） 

 第３節 避難勧告等の判断・伝達マニュアルの作成 第３節 避難勧告等の判断・伝達マニュアルの作成  

55 １ 市における措置 １ 市における措置  

56 （1）マニュアルの作成 （1）マニュアルの作成  

 ア ～ エ （略） ア ～ エ （略）  

 （追加） オ 情報の提供にあたっては、危険の切迫性に応じて避難勧告等の伝

達文の内容を工夫すること、その対象者を明確にすること、対象者

ごとにとるべき避難行動が分かるように伝達することなど、住民の

積極的な避難行動の喚起に努める 

対策の追加（防

災基本計画の修

正（H29.4）） 

56 オ 避難時の周囲の状況等により、屋内に留まっていた方が安全な場

合等やむを得ないときは、屋内での待避等の安全確保措置を講ずべ

きことにも留意すること 

カ （略） 

カ 避難時の周囲の状況等により、屋内に留まっていた方が安全な場

合等やむを得ないときは、「屋内安全確保」の安全確保措置を講ずべ

きことにも留意すること 

キ （略） 

表記の整理（防

災基本計画の修

正（H29.4）） 

56 （3）判断のための助言を求めるための事前準備 

市は、避難勧告又は指示を行う際（土砂災害については、それらを

解除する際も含む）に、国又は県に必要な助言を求めることができる

よう、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、必要な準備を整えておくものとする。 

（3）事前準備 

市は、避難勧告等を発令する際（土砂災害については、それらを解

除する際も含む）に、国又は県に必要な助言を求めることができるよ

う、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、必要な準備を整えておくものとする。 

 

避難情報の名称

変更 

 

  また、躊躇なく避難勧告等を発令できるよう、平常時から災害時に

おける優先すべき業務を絞り込むとともに、当該業務を遂行するため

の役割を分担するなど、全庁をあげた体制の構築に努めるものとする。 

対策の追加（防

災基本計画の修

正（H29.4）） 
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 第４節 避難誘導等に係る計画の策定 第４節 避難誘導等に係る計画の策定  

56 １ 市及び防災上重要な施設の管理者における措置 １ 市及び防災上重要な施設の管理者における措置  

 市及び防災上重要施設の管理者は、災害時において安全かつ迅速な避難

を行うことができるようあらかじめ避難誘導等に係る計画を作成してお

くものとする。 

市及び防災上重要施設の管理者は、災害時において安全かつ迅速な避難

を行うことができるようあらかじめ避難誘導等に係る計画を作成してお

くものとする。その際、水害と土砂災害、複数河川の氾濫等、複合的な災

害が発生することを考慮するよう努める。 

対策の追加（防

災基本計画の修

正（H28.5）） 

57 ２ 市における措置 ２ 市における措置  

57 （略） 

 地域防災計画で具体的に定める内容については、第 2章第 4節、第 6章

第 3節に定めるところによる。 

（略） 

 地域防災計画で具体的に定める内容については、第 2章第 4節、第 3章

第 2節に定めるところによる。 

表記の整理 

 第５節 避難に関する意識啓発 第５節 避難に関する意識啓発  

57 市における措置 市における措置  

 （2）避難のための知識の普及 

イ 避難時における知識 

 ・（略） 

 ・（略） 

 ・避難時の周囲の状況等により、指定緊急避難場所への移動を行う

ことがかえって危険を伴う場合等やむを得ないと住民等自身が判

断する場合は、近隣の緊急的な待避場所への移動又は屋内での待

避等を行うべきこと 

（2）避難のための知識の普及 

イ 避難時における知識 

 ・（略） 

 ・（略） 

・避難時の周囲の状況等により、指定緊急避難場所への移動を行う

ことがかえって危険を伴う場合等やむを得ないと住民等自身が判

断する場合は、「近隣の安全な場所」への移動又は「屋内安全確保」

を行うべきこと 

表記の整理（防

災基本計画の修

正（H29.4）） 

 （3）その他 

防災マップの作成にあたっては住民も参加する等の工夫をすること

により、災害からの避難に対する住民等の理解の促進をはかるよう努

める。 

 （追加） 

 

 

（追加） 

（3）その他 

ア 防災マップの作成にあたっては住民も参加する等の工夫をするこ

とにより、災害からの避難に対する住民等の理解の促進をはかるよ

う努める。 

イ 市は、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、

日本工業規格に基づく災害種別一般図記号を使用して、どの災害の

種別に対応した避難場所であるかを明示するよう努める。  

ウ 市は、災害種別一般図記号を使った避難場所標識の見方に関する

周知に努める。  

対策の追加（防

災基本計画の修

正（H28.5）） 

    

 第９章 避難所・要配慮者支援・帰宅困難者対策 第９章 避難所・要配慮者支援・帰宅困難者対策  

 第１節 避難所の指定・整備 第１節 避難所の指定・整備  
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59 市における措置 市における措置  

60 （1）避難所等の整備 

市は、地域の実情に即し、さらに市町村相互の応援協力体制のバッ

クアップのもとに避難所等の整備を図る。 

また、避難者が最寄りの避難所等へ避難できるよう、必要に応じて

町丁界や行政界を越えての避難を考慮して整備していくものとする。 

（1）避難所等の整備 

市は、地域の実情に即し、さらに市町村相互の応援協力体制のバッ

クアップのもとに避難所等の整備を図る。 

また、避難者が最寄りの避難所等へ避難できるよう、必要に応じて

町丁界や行政界を越えての避難を考慮して整備していくものとする。 

なお、都市農地を避難場所等として活用できるよう、都市農業者や

関係団体との協定の締結や当該農地における防災訓練の実施等に努め

るものとする。 

対策の追加（防

災基本計画の修

正（H29.4）） 

 （2）指定避難所の指定 

イ （略） 

（2）指定避難所の指定 

イ （略） 

 

表記の整理 

 （追加）  ウ 指定避難所となる施設において、あらかじめ、必要な機能を整理

し、備蓄場所の確保、通信設備の整備等を進めるものとする。 

対策の追加（防

災基本計画の修

正（H29.4）） 

 （5）避難所の運営体制の整備 

市は、「避難所運営マニュアル」を作成し、各地域の実情を踏まえ、

避難所ごとに運営体制の整備を図るものとする。 

 

 

（追加） 

 

 

 

なお、避難所の運営にあたっては、現に避難所に滞在する住民だけ

でなく、在宅での避難生活を余儀なくされる住民への支援も念頭に置

いた運営体制を検討する。 

（5）避難所の運営体制の整備 

ア 市は、県が作成した「愛知県避難所運営マニュアル」や「妊産婦・

乳幼児を守る災害時ガイドライン」などを参考に、各地域の実情を

踏まえ、避難所ごとに運営体制の整備を図るものとする。 

 

イ 市は、マニュアルの作成、訓練等を通じて、避難所の運営管理の

ために必要な知識等の普及に努め、住民等が主体的に避難所を運営

できるように配慮する。  

 

ウ 避難所の運営にあたっては、現に避難所に滞在する住民だけでな

く、在宅や車中、テントなどでの避難生活を余儀なくされる住民への

支援も念頭に置いた運営体制を検討する。 

 

「妊産婦・乳幼児

を守る災害時ｶﾞｲ

ﾄﾞﾗｲﾝ」の策定 

 

対策の追加（防

災基本計画の修

正（H28.5）） 

 

対策の追加（熊

本地震の課題検

証報告） 

 第２節 要配慮者支援対策 第２節 要配慮者支援対策  

60 市及び社会福祉施設等管理者における措置 市及び社会福祉施設等管理者における措置  

61 （3）避難行動要支援者対策 

ア 要配慮者の把握 

市は、災害時に要配慮者に対する援護が適切に行われるよう、平

常時から関係部署等が保有している要介護高齢者や障がい者等の

（3）避難行動要支援者対策 

ア 要配慮者の把握 

市は、災害時に要配慮者に対する援護が適切に行われるよう、平

常時から関係部署等が保有している要介護高齢者や障がい者、外国

 

 

表記の整理 
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頁 現行（平成 29年 3月修正）   改 正 案 修正理由 

情報を把握するものとする。 人等の情報を把握するものとする。 

62 （4）外国人等に対する対策 

市及び防災関係機関は、言語、生活習慣、防災意識の異なる外国人

県民や旅行者等が、災害発生時に迅速かつ的確な行動がとれるよう、

次のような防災環境づくりに努めるものとする。 

（4）外国人等に対する対策 

市及び防災関係機関は、被災地に生活基盤を持ち、避難生活や生活

再建に関する情報を必要とする在日外国人市民と、早期帰国等に向け

た交通情報を必要とする訪日外国人は行動特性や情報ニーズが異なる

ことを踏まえ、災害発生時に迅速かつ的確な行動がとれるよう、次の

ような防災環境づくりに努めるものとする。 

表記の整理（防

災基本計画の修

正（H29.4）） 

   

 

 

 

 第１０章 広域応援体制の整備 第１０章 広域応援体制の整備  

64 ■主な機関の措置 ■主な機関の措置  

 区 分 機関名 主な措置 

第２節 

応援部隊等に係

る広域応援体制

の整備 

（略） （略） 

（追加） 

 

 

 

（追加） （追加） 

 

区 分 機関名 主な措置 

第２節 

応援部隊等に係

る広域応援体制

の整備 

（略） （略） 

第３節 

支援物資の円滑

な受援供給体制

の整備 

市 （1）災害時の円滑な物流に向

けた体制の検討 

（2）訓練・検証等 

 

表記の整理 

 第１節 広域応援体制の整備 第１節 広域応援体制の整備  

64 市における措置 市における措置  

 （1）応援協定の締結等 

イ 民間団体等との協定 

市は、災害対策基本法第 49条の 3に基づき、民間団体等との協力

を得るため、応援協定を締結するなど必要な措置を講ずるよう努め

るものとする。 

（1）応援協定の締結等 

イ 民間団体等との協定 

市は、災害対策基本法第 49条の 3に基づき、民間団体等と応援協

定を締結するなど必要な措置を講ずることにより、各主体が災害発

生時に迅速かつ効果的な災害応急対策を行えるよう努めるものとす

る。民間団体等に委託可能な災害対策に係る業務（被災情報の整理、

支援物資の管理・輸送等）については、あらかじめ、民間団体等と

の間で協定を締結しておく、輸送拠点として活用可能な民間団体等

の管理する施設を把握しておくなど協力体制を構築し、民間団体等

対策の追加（防

災基本計画の修

正（H29.4）） 
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頁 現行（平成 29年 3月修正）   改 正 案 修正理由 

のノウハウや能力等を活用するものとする。 

 （4）防災活動拠点の確保等及び受援体制の整備 

ア 防災活動拠点の確保等 

市は、円滑に国等からの広域的な応援を受けることができるよう、

自衛隊・警察・消防を始めとする応援部隊等の展開及び宿営の拠点、

資機材・物資の集結・集積に必要となる拠点、緊急輸送ルート等の

確保、整備及びこれらの拠点等に係る関係機関との情報の共有に努

めるものとする。 

（4）防災活動拠点の確保等及び受援体制の整備 

ア 防災活動拠点の確保等 

市は、円滑に国等からの広域的な応援を受けることができるよう、

自衛隊・警察・消防を始めとする応援部隊等の展開及び宿営の拠点、

資機材・物資の集結・集積に必要となる拠点、緊急輸送ルート等の

確保、整備及びこれらの拠点等に係る関係機関との情報の共有に努

めるものとする。 

なお、緊急輸送ルート等の確保にあたっては、多重化や代替性・

利便性等を考慮しつつ、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トラックターミナル、体育館等の輸送拠

点について把握・点検するものとする。 

対策の追加（防

災基本計画の修

正（H29.4）） 

 （追加） 第３節 支援物資の円滑な受援供給体制の整備  

65  市における措置  

  （1）災害時の円滑な物流に向けた体制の検討 

市は、円滑に国等からの支援物資の受入・供給を行うため、物資拠

点等の見直しを始め、物資拠点等における作業体制等について検討を

行うとともに、関係機関との情報の共有に努めるものとする。 

対策の追加（熊

本地震の課題検

証報告） 

  （2）訓練・検証等 

市は、災害時に支援物資を円滑に搬送するため、連携して物資拠点

等における訓練を行うとともに、訓練検証結果や国、県、市町村、そ

の他防災関係機関等の体制変更、施設、資機材等の整備の進捗に応じ

て、随時、計画等の必要な見直しを行うものとする。 

 

対策の追加（熊

本地震の課題検

証報告） 

 第１１章 防災訓練及び防災意識の向上 第１１章 防災訓練及び防災意識の向上  

66 ■主な機関の措置 ■主な機関の措置  

 区 分 機関名 主な措置 

第１節 

防災訓練の実施 

市 1(1) 防災訓練 

1(2) 浸水対策訓練 

1(3) 動員訓練 

（追加） 

1(4) 防災訓練の指導協力 

区 分 機関名 主な措置 

第１節 

防災訓練の実施 

市 1(1) 防災訓練 

1(2) 浸水対策訓練 

1(3) 動員訓練 

1(4) 広域応援訓練 

1(5) 防災訓練の指導協力 

表記の整理 
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1(5) 訓練の検証 

1(6) 図上訓練等 

（略） （略） 
 

1(6) 訓練の検証 

1(7) 図上訓練等 

（略） （略） 
 

 第１節 防災訓練の実施 第１節 防災訓練の実施  

66 １ 市における措置 １ 市における措置  

 

67 

（1）～（3） （略） 

（追加） 

 

（1）～（3） （略） 

（4）広域応援訓練 

市は、市町村が被災し、十分な災害応急対策の実施が困難な状況に

陥った場合を想定し、県や他の市町村と連携し、広域的な応援を行う

防災訓練を実施する。 

 

対策の追加（熊

本地震の課題検

証報告） 

 

 （4）防災訓練の指導協力 

市は、居住地、職場、学校等において、定期的な防災訓練を、夜間

等様々な条件に配慮し、きめ細かく実施又は行うよう指導し、住民の

災害発生時の避難行動、基本的な防災用資機材の操作方法等の習熟を

図るものとする。 

また、防災関係機関あるいは防災組織が実施する防災訓練について、

計画遂行上の必要な指導助言を行うとともに、積極的に協力する。 

 

 

 

 

（5）～（6） （略） 

（5）防災訓練の指導協力 

市は、居住地、職場、学校等において、定期的な防災訓練を、夜間

等様々な条件に配慮し、きめ細かく実施又は行うよう指導し、住民の

災害発生時の避難行動、基本的な防災用資機材の操作方法等の習熟を

図るものとする。 

また、防災関係機関あるいは自主防災組織が実施する防災訓練につ

いて、計画遂行上の必要な指導助言を行うとともに、積極的に協力す

る。 

さらに、企業を地域コミュニティの一員としてとらえ、地域の防災

訓練等への積極的参加を呼びかけ、防災に関するアドバイスを行うも

のとする。 

（6）～（7） （略） 

対策の追加（防

災基本計画の修

正（H29.4）） 

 第２節 防災のための意識啓発・広報 第２節 防災のための意識啓発・広報  

68 市における措置 市における措置  

 （1）防災意識の啓発 

市は、災害発生時等に市民が的確な判断に基づき行動できるよう、

県と協力して、次の事項を中心に防災についての正しい知識、防災対

応等について啓発する。 

（1）防災意識の啓発 

市は、災害発生時等に市民が的確な判断に基づき行動できるよう、

県や民間事業者等と協力して、次の事項を中心に防災についての正し

い知識、防災対応等について啓発する。 

対策の追加（熊

本地震の課題検

証報告） 

 

 ア ～ オ （略） 

カ 警報等発表時や避難指示、避難勧告、避難準備情報の発令時にと

るべき行動 

ア ～ オ （略） 

カ 警報等発表時や避難指示（緊急）、避難勧告、避難準備・高齢者等

避難開始の発令時にとるべき行動 

 

避難情報の名称

変更 

68 （3）家庭内備蓄等の推進 （3）家庭内備蓄等の推進 対策の追加（防
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市は、災害発生時にはライフラインの途絶等の事態が予想され、食

料その他生活必需品の入手が困難になるおそれがあるため、飲料水、

食料、携帯トイレ・簡易トイレ、トイレットペーパー等その他の生活

必需品について、可能な限り１週間分程度、最低でも３日分の家庭内

備蓄を推進する。 

市は、災害発生時にはライフラインの途絶等の事態が予想され、食

料その他生活必需品の入手が困難になるおそれがあるため、飲料水、

食料、携帯トイレ・簡易トイレ、トイレットペーパー等その他の生活

必需品について、可能な限り１週間分程度、最低でも３日分の家庭内

備蓄を推進する。 

また、保険・共済等の生活再建に向けた事前の備え等について、普

及啓発を図るものとする。 

災基本計画の修

正（H29.4）） 

   

 

 

 第３編 災害応急対策 第３編 災害応急対策  

 第１章 活動態勢（組織の動員配備） 第１章 活動態勢（組織の動員配備）  

72 ■主な機関の措置 ■主な機関の措置  

 区 分 機関名 主な措置 

第２節 

職員の派遣要請 

市 (1)～(3) （略） 

（追加） 

 

（追加） （追加） （追加） 

 

 
 

区 分 機関名 主な措置 

第２節 

職員の派遣要請 

市 (1)～(3) （略） 

(4) 被災市町村への市職員の派

遣 

第３節  

災害救助法の適

用 

市 (1) 救助の実施 

(2) 県が行う救助の補助 

 

表記の整理 

 第１節 災害対策本部の設置・運営 第１節 災害対策本部の設置・運営  

75 ２ 防災関係機関における措置 ２ 防災関係機関における措置  

 （1）組織及び活動体制 

防災関係機関は、災害発生時においてその所掌する災害応急対策を

速やかに実施するとともに、他の防災関係機関が実施する災害応急対

策が円滑・的確に行われるよう、相互の緊密な協力体制を整えておく

ものとする。 

（1）組織及び活動体制 

防災関係機関は、災害発生時においてその所掌する災害応急対策を

速やかに実施するとともに、他の防災関係機関が実施する災害応急対

策が円滑・的確に行われるよう、お互いに平時から災害時の対応につ

いてコミュニケーションをとっておくこと等により、「顔の見える関

係」を構築し信頼感を醸成するよう努め、相互の緊密な協力体制を整

える。また、訓練・研修等を通じて、構築した関係を持続的なものに

するよう努める。  

対策の追加（防

災基本計画の修

正（H28.5）） 

 第２節 職員の派遣要請 第２節 職員の派遣要請  

75 市における措置 市における措置  

 （1）～（3）（略） （1）～（3）（略）  
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76 （追加） （4）被災市町村への市職員の派遣 

市は、被災市町村に職員を派遣する場合、地域や災害の特性等を考

慮した職員の選定に努めるものとする。 

対策の追加（防

災基本計画の修

正（H29.4）） 

 （追加） 第３節 災害救助法の適用  

76 （追加） 市における措置  

 （追加） （1）救助の実施 

市長は、市域に災害救助法が適用され、知事の委任を受けた場合、

災害救助法に基づく救助を行う。 

◆附属資料第 32「災害救助法施行細則」 

（2）県が行う救助の補助 

市長は、知事から委任を受けた救助以外に県が行う救助の補助を行

う。 

災害救助法に関

する記載の充実 

    

 第２章 避難行動 第２章 避難行動  

77 ■主な機関の措置 ■主な機関の措置  

 区 分 機関名 主な措置 

第２節 

避難の勧告・指示 

(緊急) 

市 1(1) 避難の勧告・指示(緊急)の基準 

1(2)～1(8) （略） 

 

区 分 機関名 主な措置 

第２節 

避難の勧告・指示等 

市 1(1) 避難勧告等 

1(2)～1(8) （略） 
 

表記の整理 

 第１節 気象警報等の発表、伝達 第１節 気象警報等の発表、伝達  

79 ３ 県（建設部及び防災局）における措置 ３ 県（建設部及び防災局）における措置  

 (2)県(建設部)は、逢妻女川についての水位が避難判断水位（洪水特別

警戒水位）に達したときは、その旨を関係機関に通知するとともに、県民

に周知する。 

(2)県(建設部)は、逢妻女川についての水位が氾濫危険水位（洪水特別

警戒水位）に達したときは、その旨を関係機関に通知するとともに、県民

に周知する。 

表記の整理 

81 第２節 避難の勧告・指示(緊急) 第２節 避難の勧告・指示等 表記の整理 

81 １ 市における措置 １ 市における措置  

 （1）避難のための準備情報・勧告・指示 

ア 避難勧告・避難指示(緊急) 

気象警報や土砂災害警戒情報等の発令、河川の水位や雨量等あら

かじめ定めた避難勧告等の発令基準に基づき、速やかに的確な避難

勧告・指示(緊急)を行うものとする。 

その他、河川管理者や水防団等と連携して警戒活動を行った結果、

（1）避難勧告等 

ア 避難勧告・避難指示（緊急） 

気象警報や土砂災害警戒情報等の発令、河川の水位や雨量等あら

かじめ定めた避難勧告等の発令基準に基づき、速やかに的確な避難

勧告・避難指示（緊急）を発令するものとする。 

その他、河川管理者や水防団等と連携して警戒活動を行った結果、

 

避難情報の名称

変更 
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災害が発生し、又は発生するおそれがある場合で、特にその必要が

あると認められるときは、避難のための立退きを指示又は勧告する。 

避難勧告の発令の際には、避難場所を開設していることが望まし

いが、避難のためのリードタイムが少ない局地的かつ短時間の豪雨

の場合は、躊躇なく避難勧告を発令するものとする。 

また、勧告・指示等を夜間に発令する可能性がある場合には、避

難行動をとりやすい時間帯における避難準備・高齢者等避難開始の

提供に努める。 

災害が発生し、又は発生するおそれがある場合で、特にその必要が

あると認められるときは、避難のための立退きを勧告又は指示する。 

避難勧告の発令の際には、避難場所を開設していることが望まし

いが、避難のためのリードタイムが少ない局地的かつ短時間の豪雨

の場合は、躊躇なく避難勧告を発令するものとする。 

また、避難勧告及び避難指示（緊急）を夜間に発令する可能性が

ある場合には、避難行動をとりやすい時間帯における避難準備・高

齢者等避難開始の発令に努める。 

 

 

 

 

 イ 避難準備・高齢者等避難開始 

一般住民に対して避難準備（家屋被害に対する事前対策や避難場

所で滞在するための衣類や食料品等の準備）を呼びかけるとともに、

避難行動要支援者等に早めの段階で避難行動をを求める避難準備

（要配慮者避難）・高齢者等避難開始を伝達する。 

イ 避難準備・高齢者等避難開始 

一般住民に対して避難準備（家屋被害に対する事前対策や避難場

所で滞在するための衣類や食料品等の準備）を呼びかけるとともに、

避難行動要支援者等に早めの段階で避難行動を開始することを求め

る。 

また、必要に応じ、避難準備・高齢者等避難開始の発令等とあわ

せて指定緊急避難場所を開設する。 

避難情報の名称

変更 

82 ウ 屋内避難 

周囲の状況等により、屋内に留まっていた方が安全な場合等やむ

を得ないときは、屋内での待避等の安全確保に関する措置を指示す

ることができる。 

ウ 屋内安全確保 

周囲の状況等により、屋内に留まっていた方が安全な場合等やむ

を得ないときは、「屋内安全確保」の安全確保措置を指示することが

できる。 

表記の整理（防

災基本計画の修

正（H29.4）） 

 

 エ 対象地域の設定 

避難準備・高齢者等避難開始や避難勧告・指示等を行うにあたっ

ては、対象地域の適切な設定等に留意する。 

エ 対象地域の設定 

避難勧告等を発令するにあたっては、対象地域の適切な設定等に

留意する。 

避難情報の名称

変更 

  

（追加） 

 

オ 避難勧告等の伝達 

    避難勧告等を発令するにあたっては、危険の切迫性に応じて避難

勧告等の伝達文の内容を工夫すること、その対象者を明確にするこ

と、対象者ごとにとるべき避難行動が分かるように伝達することな

どにより、住民の積極的な避難行動の喚起に努めるものとする。 

対策の追加（防

災基本計画の修

正（H29.4）） 

 オ 事前の情報提供 

避難勧告や指示等に至る前から、河川管理者及び水防管理者等の

協力を得つつ、洪水、土砂災害等の災害事象の特性、収集できる情

報を踏まえ、それぞれの地域における時間雨量、今後の降雨予測等、

気象状況に関する具体的な情報を提供し、住民への注意を促す。 

カ 事前の情報提供 

避難勧告等の発令に至る前から、河川管理者及び水防管理者等の

協力を得つつ、洪水、土砂災害等の災害事象の特性、収集できる情

報を踏まえ、それぞれの地域における時間雨量、今後の降雨予測等、

気象状況に関する具体的な情報を提供し、住民への注意を促す。特

対策の追加（防

災基本計画の修

正（H28.5）） 
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 に、台風による大雨発生など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

して分かりやすく適切に状況を伝達することに努めるものとする。 

82 （2）知事等への助言の要求 

市長は、避難のための立退きを勧告し、若しくは指示し、又は屋内

での待避等の安全確保措置を指示しようとする場合において必要があ

ると認めるときは、中部地方整備局、名古屋地方気象台又は知事に対

し助言を求めることができる。 

（2）知事等への助言の要求 

市長は、避難のための立退きを勧告し、若しくは指示し、又は「屋

内安全確保」の安全確保措置を指示しようとする場合において必要が

あると認めるときは、中部地方整備局、名古屋地方気象台又は知事に

対し助言を求めることができる。 

表記の整理（防

災基本計画の修

正（H29.4） 

82 (3) 避難の勧告・指示(緊急)の内容 

  避難の勧告・指示(緊急)をする場合には、次の内容を明示して実施

する。 

エ 避難勧告又は指示(緊急)の理由 

(3) 避難の勧告・指示の内容 

  避難勧告等を発令する場合には、次の内容を明示して実施する。 

 

エ 避難勧告又は避難指示（緊急）の理由 

避難情報の名称

変更 

 第３節 住民等の避難誘導 第３節 住民等の避難誘導  

83 １ 住民等の避難誘導 １ 住民等の避難誘導  

 市職員、警察官、消防職員その他の避難措置の実施者は、次の事項

に留意し、住民が安全かつ迅速に避難できるよう避難先への誘導に努

めるものとする。 

(1) 避難場所や避難路、災害危険箇所等（浸水区域、土砂災害危険箇所

等の存在等）の所在、災害の概要その他の避難に資する情報の提供に努

める 

(2) できるだけ自主防災組織・自治会・町内会ごとの集団避難を行う。 

(3) 避難行動要支援者の避難を優先して行う。 

(4) 避難行動要支援者の避難誘導の実施にあたっては、社会福祉施設を

含め、民生委員や地域住民と連携して行う。 

（1）市職員、警察官、消防職員その他の避難措置の実施者は、住民が安

全かつ迅速に避難できるよう避難先への誘導に努めるものとする。 

 

（削除） 

 

 

（2）誘導にあたっては、できるだけ自主防災組織・自治会・町内会ごと

の集団避難を行うものとし、避難行動要支援者の避難を優先して行う。 

（3）避難行動要支援者の安否確認、避難誘導の実施にあたっては、社会

福祉施設を含め、民生委員や地域住民と連携して行うものとする。 

表記の整理 

    

 第３章 災害情報の収集・伝達・広報 第３章 災害情報の収集・伝達・広報  

 ■基本方針 ■基本方針  

85 ○ 市及び関係機関は、相互に連携して災害応急対策が実施できるよう、

災害に関する情報の共有に努める。 

○ 市は、災害情報を一元的に把握するとともに、関係機関を含めて災害

に関する情報を共有することができる体制のもと、相互に連携して適切

な災害応急対策が実施できるよう努める。 

対策の追加（防

災基本計画の修

正（H29.4）） 

 第１節 被害状況等の収集・伝達 第１節 被害状況等の収集・伝達  

86 １ 市の措置 １ 市の措置  
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 （2）災害の状況及び応急対策活動情報の県への報告 

（略） 

この場合において、市長は、被害の発生地域、避難指示等の措置を

講じた地域等を地図上に表示することができる県防災情報システムの

防災地理情報システムを有効に活用するものとする。 

（2）災害の状況及び応急対策活動情報の県への報告 

（略） 

この場合において、市長は、被害の発生地域、避難指示（緊急）等

の措置を講じた地域等を地図上に表示することができる県防災情報シ

ステムの防災地理情報システムを有効に活用するものとする。 

避難情報の名称

変更 

 （3）行方不明者の情報収集 

捜索・救助体制の検討等に活用するため、市は、住民登録の有無に

かかわらず、市の区域内で行方不明となった者について、県警察等関

係機関の協力に基づき正確な情報の収集に努めるものとする。また、

行方不明者として把握した者が、他の市町村に住民登録を行っている

ことが判明した場合には、当該登録地の市町村又は都道府県に連絡す

るものとする。 

（3）行方不明者の情報収集 

捜索・救助体制の検討等に活用するため、市は、住民登録の有無に

かかわらず、市の区域内で行方不明となった者について、県警察等関

係機関の協力に基づき正確な情報の収集に努めるものとする。また、

行方不明者として把握した者が、他の市町村に住民登録を行っている

ことが判明した場合には、当該登録地の市町村又は都道府県（外国人

のうち、旅行者など住民登録の対象外の者は直接又は必要に応じ国を

通じて大使館等）に連絡するものとする。 

表記の整理（防

災基本計画の修

正（H29.4）） 

87 ２ 被害状況等の一般的収集、伝達系統 ２ 被害状況等の一般的収集、伝達系統  

 （2）市は積極的に自らの職員を動員し、又は関係機関の協力を得て、災

害応急対策活動を実施するのに必要な情報及び被害状況を収集すると

ともに、速やかに関係機関に伝達を行う。 

（2）市は積極的に自らの職員を動員し、又は関係機関の協力を得て、災

害応急対策活動を実施するのに必要な情報（画像情報を含む）及び被

害状況を収集するとともに、速やかに関係機関に伝達を行う。 

対策の追加（防

災基本計画の修

正（H29.4）） 

 第２節 通信手段の確保 第２節 通信手段の確保  

89 １ 市及び防災関係機関における措置 １ 市及び防災関係機関における措置  

89 （5）電話･電報施設の優先利用 

ア 一般電話及び電報 

（ｲ）非常扱いの電報 

地震その他非常事態が発生し、又は発生するおそれがあると認め

られる場合、非常扱いの通話に準ずる事項を内容とする電報につい

ては、非常扱いの電報として、すべての電報に優先して取り扱われ

る。 

（5）電話･電報施設の優先利用 

ア 一般電話及び電報 

（ｲ）非常扱いの電報 

天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあ

る場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給

の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする電報につ

いては、非常扱いの電報として、すべての電報に優先して取り扱わ

れる。 

サービス提供の

終了 

 第３節 広報 第３節 広報  

91 ３ 各機関の措置 ３ 各機関の措置  

 （2）各機関は、次の広報手段を有効に組み合わせて、住民への災害広報

を実施する。 

イ 防災行政無線、オフトーク通信の放送 

（2）各機関は、次の広報手段を有効に組み合わせて、住民への災害広報

を実施する。 

イ 防災行政無線 

サービス提供の

終了 
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91 ４ 広報内容 ４ 広報内容  

 （1）地域災害広報 

キ 避難の指示、勧告 

（1）地域災害広報 

キ 避難に関する情報（避難場所、避難勧告、避難指示（緊急）等） 

避難情報の名称

変更 

    

 第５章 救出・救助対策 第５章 救出・救助対策  

 第１節 救出・救助活動 第１節 救出・救助活動  

102 ６ 災害救助法の適用 ６ 災害救助法の適用  

 災害救助法が適用された場合、「１市における措置」は県が実施機関と

なるが、当該事務は市長への委任が想定されるため、直接の事務は、市で

行うこととなる。 

なお、救助の対象、方法、経費及び期間については、災害救助法施行細

則による。 

災害救助法が適用された場合、「１市における措置」は県が実施機関と

なるが、当該事務は市長への委任が想定されているため、市が実施するこ

ととなる。 

なお、救助の対象、方法、経費及び期間については、災害救助法施行細

則による。 

表記の整理 

    

 第６章 医療救護・防疫・保健衛生対策 第６章 医療救護・防疫・保健衛生対策  

 第１節 医療救護 第１節 医療救護  

105 ６ 災害救助法の適用 ６ 災害救助法の適用  

 災害救助法が適用された場合に県が行う救助の対象、方法、経費及び期

間については、災害救助法施行細則による。 

災害救助法が適用された場合、県が同法に基づく救助の実施機関とな

る。ただし、当該災害が局地災害の場合は、当該事務は市長への委任が想

定されているため、市が実施することとなる。また当該被害が広域災害の

場合は、日本赤十字社愛知県支部への救助事務の委託を想定している。 

なお、救助の対象、方法、経費及び期間については、災害救助法施行細

則による。 

災害救助法に関

する記載の充実 

    

 第７章 交通の確保・緊急輸送対策 第７章 交通の確保・緊急輸送対策  

 第１節 道路交通規制等 第１節 道路交通規制等  

109 １ 県警察（豊田警察署）における措置 １ 県警察（豊田警察署）における措置  

111 （4）強制排除措置 

エ 県公安委員会は、緊急通行車両以外の車両の通行禁止等を行うた

め必要があるときは、道路管理者に対し、緊急通行車両の通行を確

保するための区間の指定、放置車両や立ち往生車両等の移動につい

て要請することができる。 

（4）強制排除措置 

エ 県公安委員会は、緊急通行車両以外の車両の通行禁止等を行うた

め必要があるときは、道路管理者、港湾管理者又は漁港管理者（本

節において「道路管理者等」という。）に対し、緊急通行車両の通

行を確保するための区間の指定、放置車両や立ち往生車両等の移動

等について要請することができる。 

災害対策基本法

の 一 部 改 正

（H28.5） 
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頁 現行（平成 29年 3月修正）   改 正 案 修正理由 

111 ３ 自動車運転者の措置 ３ 自動車運転者の措置  

 （3）警察官又は道路管理者の命令や指示を受けたときは、その命令や指

示に従って車両を移動等すること。 

（3）警察官又は道路管理者等の命令や指示を受けたときは、その命令や

指示に従って車両を移動等すること。 

災害対策基本法

の 一 部 改 正

（H28.5） 

112 ５ 相互協力 ５ 相互協力  

 （1）車両の通行を禁止し、又は制限する場合には、できるだけ道路管理

者及び関係機関が相互に密接な連絡を保ち、適切な交通規制を行うよ

うにする。 

（1）車両の通行を禁止し、又は制限する場合には、できるだけ道路管理

者等及び関係機関が相互に密接な連絡を保ち、適切な交通規制を行う

ようにする。 

 

災害対策基本法

の 一 部 改 正

（H28.5） 

 第４節 緊急輸送手段の確保 第４節 緊急輸送手段の確保  

114 ３ 緊急輸送の対象となる人員、物資の範囲 ３ 緊急輸送の対象となる人員、物資の範囲  

 （1）～（6）（略） 

（追加） 

（1）～（6）（略） 

（7）被災者（滞留者、要配慮者、傷病者等）及びボランティア 

協定の締結（バ

ス及びタクシー

協会） 

    

 第８章 水害防除対策 第８章 水害防除対策  

 第２節 防災営農 第２節 防災営農  

117 ４ 応援協力関係 ４ 応援協力関係  

 （1）農業用施設に対する応急措置 

ア 市及び土地改良区は、たん水排除の実施にあたり、必要に応じて、

県へ移動用排水ポンプの貸与を依頼し、県は依頼状況を広域的に勘

案の上、貸与を行う。 

（1）農業用施設に対する応急措置 

ア 市及び土地改良区は、たん水排除の実施にあたり、必要に応じて、

県へ可搬式排水ポンプの貸与を依頼し、県は依頼状況を広域的に勘

案の上、貸与を行う。 

表記の整理 

    

 第９章 避難所・要配慮者支援・帰宅困難者対策 第９章 避難所・要配慮者支援・帰宅困難者対策  

 第１節 避難所の開設・運営 第１節 避難所の開設・運営  

119 １ 市における措置 １ 市における措置  

 

119 

 

 

 

 

（4）避難所の運営 

（追加）  

 

 

（ア）～（キ）略 

 

（4）避難所の運営 

ア 避難所運営マニュアルに基づく避難所運営 

 市が作成した避難所運営マニュアル等に基づき避難所の円滑な運

営を図ること。 

（イ）～（ク）略 

 

 

対策の追加（熊

本地震の課題検

証報告） 
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頁 現行（平成 29年 3月修正）   改 正 案 修正理由 

120 ク 避難所以外の場所に滞在する被災者への対応 

避難所のハード面の問題や他の避難者との関係等から、自宅での

生活を余儀なくされる要配慮者や、災害が収まった後に家屋の被害

や電気、水道、ガス等のライフラインの機能低下により生活が困難

となった被災者に対して、その避難生活の環境整備に必要な措置を

講じる。 

ケ 避難者、自主防災組織、ボランティア等の協力による運営 

避難所における情報の伝達、生活物資の配給、清掃等については、

避難者、自主防災組織、ボランティア等の協力が得られるように努

める。 

（コ）～（サ）略 

シ 公衆衛生の向上のための事業者団体への要請 

      市は、災害発生後、一定期間が経過し、避難所の被災者に対する

理容及び美容の提供、被災者に対する入浴の提供、及び避難所等で

被災者が使用する市所有の毛布、シーツ等のクリーニングの提供を

必要とする場合は、「生活衛生同業組合との災害時における被災者支

援に関する協定」に基づき、県を通じ生活衛生同業組合へ、これら

の業務の提供を要請するなど避難所の公衆衛生の向上に努めるもの

とする。 

ケ 避難所以外の場所に滞在する被災者への対応 

避難所のハード面の問題や他の避難者との関係等から、在宅や車

中、テントなどでの生活を余儀なくされる要配慮者や、災害が収まっ

た後に家屋の被害や電気、水道、ガス等のライフラインの機能低下

により生活が困難となった被災者に対して、その避難生活の環境整

備に必要な措置を講じる。 

コ 避難者、自主防災組織、ボランティア等の協力による運営 

避難所における情報の伝達、生活物資の配給、清掃等については、

避難者、自主防災組織、避難所運営について専門性を有したＮＰＯ

やボランティア等の協力が得られるように努める。 

（サ）～（シ）略 

ス 公衆衛生の向上のための事業者団体への要請 

      市は、災害発生後、一定期間が経過し、避難所の被災者に対する

理容及び美容の提供、被災者に対する入浴の提供、及び避難所等で

被災者が使用する市所有の毛布、シーツ等のクリーニングの提供を

必要とする場合は、「生活衛生同業組合との災害時における被災者支

援に関する協定」に基づき、県を通じ生活衛生同業組合へ要請する。

避難所の衛生的な環境の確保が困難となった場合は、「災害時におけ

る避難所等の清掃業務の支援に関する協定」に基づき、県を通じ一

般社団法人愛知ビルメンテナンス協会へ業務の提供を要請するなど

避難所の公衆衛生の向上に努めるものとする。 

 

表記の整理（防

災基本計画の修

正（H28.5）） 

 

表記の整理 

121 ２ 災害救助法の適用 ２ 災害救助法の適用  

 災害救助法が適用された場合、「１市における措置」は県が実施機関と

なるが、当該事務は市長への委任が想定されているため、直接の事務は、

市で行うこととなる。 

なお、救助の対象、方法、経費及び期間については、災害救助法施行細

則による。 

災害救助法が適用された場合、「１市における措置」は県が実施機関と

なるが、当該事務は市長への委任が想定されているため、市が実施するこ

ととなる。 

なお、救助の対象、方法、経費及び期間については、災害救助法施行細

則による。 

表記の整理 

 第２節 要配慮者支援対策 第２節 要配慮者支援対策  

121 １ 市における措置 １ 市における措置  

 （5）外国人に対する情報提供と支援ニーズの把握 

次の方法により災害情報や支援情報等の提供を行うとともに、必要

な支援ニーズを収集する。 

（5）外国人に対する情報提供と支援ニーズの把握 

次の方法により災害情報や支援情報等の提供を行うとともに、必要

な支援ニーズを収集する。 

表記の整理 
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頁 現行（平成 29年 3月修正）   改 正 案 修正理由 

エ 通訳ボランティア等の避難所等への派遣（ボランティアセンター

を通じて依頼） 

エ 通訳ボランティア等の避難所等への派遣 

    

 第１０章 水・食品・生活必需品等の供給 第１０章 水・食品・生活必需品等の供給  

 第１節 給水 第１節 給水  

125 ５ 災害救助法の適用 ５ 災害救助法の適用  

 災害救助法が適用された場合、「１市における措置」は県が実施機関と

なるが、当該事務は市長への委任が想定されているため、直接の事務は、

市で行うこととなる。 

なお、救助の対象、方法、経費及び期間については、災害救助法施行細

則による。 

災害救助法が適用された場合、「１市における措置」は県が実施機関と

なるが、当該事務は市長への委任が想定されているため、市が実施するこ

ととなる。 

なお、救助の対象、方法、経費及び期間については、災害救助法施行細

則による。 

表記の整理 

 第２節 食品の供給 第２節 食品の供給  

125 １ 市における措置 １ 市における措置  

126 図 炊き出し用として米穀を確保する手順図 

愛知県知事（農林水産部食育推進課） 

図 炊き出し用として米穀を確保する手順図 

愛知県知事（農林水産部食育消費流通課） 

 

課名の変更 

126 ２ 災害救助法の適用 ２ 災害救助法の適用  

 災害救助法が適用された場合、「１市における措置」は県が実施機関と

なるが、当該事務は市長への委任が想定されているため、直接の事務は、

市で行うこととなる。 

なお、救助の対象、方法、経費及び期間については、災害救助法施行細

則による。 

災害救助法が適用された場合、「１市における措置」は県が実施機関と

なるが、当該事務は市長への委任が想定されているため、市が実施するこ

ととなる。 

なお、救助の対象、方法、経費及び期間については、災害救助法施行細

則による。 

表記の整理 

 第３節 生活必需品の供給 第３節 生活必需品の供給  

127 ２ 災害救助法の適用 ２ 災害救助法の適用  

 災害救助法が適用された場合、「１市における措置」は県が実施機関と

なるが、当該事務は市長への委任が想定されているため、直接の事務は、

市で行うこととなる。 

なお、救助の対象、方法、経費及び期間については、災害救助法施行細

則による。 

災害救助法が適用された場合、「１市における措置」は県が実施機関と

なるが、当該事務は市長への委任が想定されているため、市が実施するこ

ととなる。 

なお、救助の対象、方法、経費及び期間については、災害救助法施行細

則による。 

表記の整理 

    

 第１１章 環境汚染防止及び地域安全対策 第１１章 環境汚染防止及び地域安全対策  

 第２節 地域安全対策 第２節 地域安全対策  

129 １ 県警察における措置 １ 県警察における措置  
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 （1）社会秩序の維持対策 

ア 避難後の住宅密集地域、避難場所、食糧倉庫、金融機関等の防犯

対策及び各種犯罪の多発地域等については、重点的に警ら警戒、広

報活動を強化し、各種犯罪の未然防止に努める。 

（2）（略） 

（3）行方不明者発見・保護活動 

行方不明者を早期に発見・保護するための活動拠点として、警察署

に行方不明者相談窓口を設置する。 

（4） 一般社団法人愛知県警備業協会に対する出動要請 

警察本部長は、警戒活動を円滑に実施するため一般社団法人愛知県

警備業協会との「災害時における交通の確保等の業務に関する協定」

に基づき警備員の出動要請を行うものとする。 

（1）社会秩序の維持対策 

ア 被災地及びその周辺において、独自に又は自主防犯組織等と連携

し、パトロールや生活の安全に関する情報の提供等を行い、速やか

な安全確保に努めるものとする。 

（2）（略） 

（3）行方不明者発見・保護活動 

行方不明者を早期に発見・保護するための活動拠点として、警察署

等に行方不明者相談窓口を設置する。 

（4）一般社団法人愛知県警備業協会に対する出動要請 

警察本部長は、被災地の被害拡大の防止を図るとともに、救援活動、

救護活動等を円滑に実施するため一般社団法人愛知県警備業協会との

「災害時における交通の確保等の業務に関する協定」に基づき警備員

の出動要請を行うものとする。 

防災基本計画と

の整合 

 

 

 

表記の整理 

 

 

表記の整理 

    

 第１２章 遺体の取扱い 第１２章 遺体の取扱い  

 第１節 遺体の捜索 第１節 遺体の捜索  

131 ２ 災害救助法の適用 ２ 災害救助法の適用  

 災害救助法が適用された場合、「１市における措置」は県が実施機関と

なるが、当該事務は市長への委任が想定されているため、直接の事務は、

市で行うこととなる。 

なお、救助の対象、方法、経費及び期間については、災害救助法施行細

則による。 

災害救助法が適用された場合、「１市における措置」は県が実施機関と

なるが、当該事務は市長への委任が想定されているため、市が実施するこ

ととなる。 

なお、救助の対象、方法、経費及び期間については、災害救助法施行細

則による。 

表記の整理 

 第２節 遺体の処理 第２節 遺体の処理  

132 ３ 災害救助法の適用 ３ 災害救助法の適用  

 災害救助法が適用された場合、「１市における措置」は県が実施機関と

なるが、当該事務は市長への委任が想定されているため、直接の事務は、

市で行うこととなる。 

なお、救助の対象、方法、経費及び期間については、災害救助法施行細

則による。 

災害救助法が適用された場合、「１市における措置」は県が実施機関と

なるが、当該事務は市長への委任が想定されているため、市が実施するこ

ととなる。 

なお、救助の対象、方法、経費及び期間については、災害救助法施行細

則による。 

表記の整理 

 第３節 遺体の埋火葬 第３節 遺体の埋火葬  

132 ２ 災害救助法の適用 ２ 災害救助法の適用  

 災害救助法が適用された場合、「１市における措置」は県が実施機関と 災害救助法が適用された場合、「１市における措置」は県が実施機関と 表記の整理 
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頁 現行（平成 29年 3月修正）   改 正 案 修正理由 

なるが、当該事務は市長への委任が想定されているため、直接の事務は、

市で行うこととなる。 

なお、救助の対象、方法、経費及び期間については、災害救助法施行細

則による。 

なるが、当該事務は市長への委任が想定されているため、市が実施するこ

ととなる。 

なお、救助の対象、方法、経費及び期間については、災害救助法施行細

則による。 

    

 第１３章 ライフライン施設等の応急対策 第１３章 ライフライン施設等の応急対策  

133 ■基本方針 ■基本方針  

 ○ 下水管渠、ポンプ場、終末処理場の被害に対して、機能回復を図るた

めの応急措置を講ずる。特に排水機能の被害については、住民生活に多

大な影響を及ぼすばかりか、衛生的にも悪い状態を招くため、優先的に

応急復旧させる。 

（追加） 

○ 下水管渠、ポンプ場、終末処理場の被害に対して、機能回復を図るた

めの応急措置を講ずる。特に排水機能の被害については、住民生活に多大

な影響を及ぼすばかりか、衛生的にも悪い状態を招くため、優先的に応急

復旧させる。 

○ 復旧にあたり、可能な限り地区別の復旧予定時期の目安を明示するも

のとする。 

対策の追加（防

災基本計画の修

正（Ｈ29.4）） 

 第１節 電力施設対策 第１節 電力施設対策  

134 中部電力株式会社における措置 中部電力株式会社における措置  

135 （7）広域運営による応援 

「非常災害時における復旧応援要綱」（中央電力協議会）及び「資材

及び役務の相互融通に関する規定」（中地域電力協議会）に基づき、必

要に応じて他電力会社へ応援を依頼する。 

（7）広域運営による応援 

電力広域的運営推進機関と協調すると共に、必要に応じて他電力会

社へ応援を依頼する。 

運用の見直しの

ため 

    

 第２１章 大規模な火事災害対策 第２１章 大規模な火事災害対策  

162 ■主な機関の措置 ■主な機関の措置  

 区 分 機関名 主な措置 

大規模な火事

災害対策 

市、尾三消防組合 1(1) （略） 

1(2) 避難勧告・指示等 

1(3) ～1(9)（略） 
 

区 分 機関名 主な措置 

大規模な火事

災害対策 

市、尾三消防組合 1(1) （略） 

1(2) 避難勧告等 

1(3) 、1(9)（略） 
 

表記の整理 

 大規模な火事災害対策 大規模な火事災害対策  

163 １ 市及び尾三消防組合における措置 １ 市及び尾三消防組合における措置  

 （2）避難勧告・指示等 

（略） 

（2）避難勧告等 

（略） 

表記の整理 

    

 第２２章 林野火災対策 第２２章 林野火災対策  
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166 ■主な機関の措置 ■主な機関の措置  

 区 分 機関名 主な措置 

林野火災対策 市、尾三消防組合 1(1) （略） 

1(2) 避難勧告・指示等 

1(3) ～1(11)（略） 
 

区 分 機関名 主な措置 

林野火災対策 市、尾三消防組合 1(1) （略） 

1(2) 避難勧告等 

1(3) ～1(11)（略） 
 

表記の整理 

 林野火災対策 林野火災対策  

167 １ 市及び尾三消防組合における措置 １ 市及び尾三消防組合における措置  

 （2）避難勧告・指示等 

   （略） 

（2）避難勧告等 

    （略） 

表記の整理 

 第２３章 住宅対策 第２３章 住宅対策  

 第６節 障害物の除去 第６節 障害物の除去  

176 ２ 災害救助法の適用 ２ 災害救助法の適用  

 災害救助法が適用された場合、県が実施機関となるが、「１市における

措置」については市長への委任が想定されているため、直接の事務は、市

で行うこととなる。 

なお、救助の対象、方法、経費及び期間については、災害救助法施行細

則による。 

災害救助法が適用された場合、「１市における措置」は県が実施機関と

なるが、当該事務は市長への委任が想定されているため、市が実施するこ

ととなる。 

なお、救助の対象、方法、経費及び期間については、災害救助法施行細

則による。 

表記の整理 

    

 第２４章 学校における対策 第２４章 学校における対策  

 第４節 教科書・学用品等の給与 第４節 教科書・学用品等の給与  

179 １ 市における措置 １ 市における措置  

 

 

（1）児童・生徒に対する教科書・学用品等の給与 

市は、災害により教科書・学用品等を喪失又はき損し、就学上支障

を来した児童及び生徒に対して、教科書・学用品等を給与する。 

（1）児童・生徒に対する教科書・学用品等の給与 

市は、災害により教科書・学用品等を喪失又はき損し、就学上支障

を来した市立小・中学校等の児童及び生徒に対して、教科書・学用品

等を給与する。 

表記の整理 

180 ２ 災害救助法の適用 ２ 災害救助法の適用  

 災害救助法が適用された場合、「１市における措置」は県が実施機関と

なるが、当該事務は市長への委任が想定されているため、直接の事務は、

市で行うこととなる。 

なお、救助の対象、方法、経費及び期間については、災害救助法施行細

則による。 

災害救助法が適用された場合、「１市における措置」は県が実施機関と

なるが、当該事務は市長への委任が想定されているため、市が実施するこ

ととなる。 

なお、救助の対象、方法、経費及び期間については、災害救助法施行細

則による。 

表記の整理 

 第４編 災害復旧・復興 第４編 災害復旧・復興  
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 （追加） 第１章 復興体制  

181  ■基本方針  

  ○ 大規模災害からの円滑かつ迅速な復興を図るため、復興体制を整備す

る。 

○ 大規模災害により被災した地域の再建を可及的速やかに実施するた

め、復興計画を作成し、計画的に復興を進める。 

○ 市は、災害復旧・復興対策の推進のため、必要に応じ、国や他の地方

公共団体等に対し、職員の派遣等の協力を求める。 

○ 被災地の復旧・復興に当たっては、復旧・復興のあらゆる場・組織に、

障がい者や高齢者、女性等の参画を促進する。 

対策の追加 

  ■主な機関の措置  

  区 分 機関名 主な措置 

第１節 

復興計画等の策

定  

市  市復興方針の策定 

第２節  

職員の派遣要請 

市 (1）国の職員の派遣要請 

(2) 他市町村の職員の派遣要請 

(3) 職員派遣のあっせん要求 
 

対策の追加 

  第１節 復興計画等の策定  

181  市における措置  

  市復興計画の策定 

特定大規模災害によって土地利用の状況が相当程度変化した地域や

多数の住民が避難等を余儀なくされた地域など、復興法に定める要件

に該当する地域をその区域とする市町村は、国の復興基本方針及び県

復興方針に則して、市町村復興計画を策定し、これを着実に実施する

ことにより、被災地域等における円滑かつ迅速な復興を図る。 

対策の追加 

  第２節 職員の派遣要請  

181  市における措置  

  （1）国の職員の派遣要請（復興法第 53条） 

市長は、特定大規模災害からの復興のために必要な場合、指定地方

行政機関の長に対して、職員の派遣を要請することができる。 

（2）他の普通地方公共団体の職員の派遣要請（地方自治法第 252条の 17） 

対策の追加 
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市長は、市の事務処理のため特別の必要があると認める場合、他の

普通地方公共団体の長に対して、職員の派遣を要請することができる。 

（3）職員派遣のあっせん要求（復興法第 54条） 

市長は、知事に対し復興法第 53条の規定による指定地方行政機関の

職員の派遣について、あっせんを求めることができる。 

また、市長は、知事に対し地方自治法第 252条の 17の規定による他

の普通地方公共団体職員の派遣について、あっせんを求めることがで

きる。 

    

181 第１章 公共施設等災害復旧対策  第２章 公共施設等災害復旧対策 表記の整理 

 （略） （略）  

    

185 第２章 災害廃棄物処理対策 第３章 災害廃棄物処理対策 表記の整理 

 （略） 

 

（略）  

187 第３章 被災者等の再建等の支援 第４章 被災者等の生活再建等の支援 表記の整理 

 ■主な機関の措置 ■主な機関の措置  

187 区 分 機関名 主な措置 

第４節 

住宅等対策 

市 （略） 

住宅金融支援機構東

海支店 

（略） 

 

区 分 機関名 主な措置 

第４節 

住宅等対策 

市 （略） 

独立行政法人住宅金

融支援機構 

（略） 

 

表記の整理 

 

 

 

 

195 第４章 商工業・農林水産業の再建支援 第５章 商工業・農林水産業の再建支援 表記の整理 

 第２節 農林水産業の再建支援 第２節 農林水産業の再建支援  

196 １ 県（農林水産部）における措置 １ 県（農林水産部）における措置  

 （3）施設復旧 

第１章 公共施設等災害復旧対策 参照 

（3）施設復旧 

第２章 公共施設等災害復旧対策 参照 

表記の整理 

276 ２ 市における措置 ２ 市における措置  

 （3）施設復旧 

第１章 公共施設等災害復旧対策 参照 

（3）施設復旧 

第２章 公共施設等災害復旧対策 参照 

表記の整理 
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頁 現行（平成 29年 3月修正） 改 正 案 改正理由 

 第１編 総則 第１編 総則  

 第４章 基本理念及び重点を置くべき事項 第４章 基本理念及び重点を置くべき事項  

 第２節 重点を置くべき事項 第２節 重点を置くべき事項  

11 ３ 住民等の円滑かつ安全な避難に関する事項 ３ 住民等の円滑かつ安全な避難に関する事項  

 住民等の円滑かつ安全な避難を確保するため、ハザードマップの作成、

避難勧告等の判断基準等の明確化、緊急時の避難場所の指定及び周知徹

底、立退き指示等に加えての必要に応じた屋内での待避等の指示、避難行

動要支援者名簿の作成及び活用を図ること。 

住民等の円滑かつ安全な避難を確保するため、ハザードマップの作成、

避難勧告等の判断基準等の明確化、緊急時の避難場所の指定及び周知徹

底、立退き指示等に加えての必要に応じた「屋内安全確保」の指示、避難

行動要支援者名簿の作成及び活用を図ること。 

表記の整理（防

災基本計画の修

正（H29.4）） 

11 ４ 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に関する事

項 

４ 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に関する事

項 

 

 被災者に対して避難生活から生活再建に至るまで必要な支援を適切に

提供するため、被災者が一定期間滞在する避難所の指定、周知徹底及び生

活環境の確保、被災者に対する円滑な支援に必要な罹災証明書の発行体制

の整備、被災者台帳の作成及び活用を図ること。 

被災者に対して避難生活から生活再建に至るまで必要な支援を適切に

提供するため、被災者が一定期間滞在する避難所の指定、周知徹底及び生

活環境の確保、被災者に対する円滑な支援に必要な罹災証明書の発行体制

の整備、積極的な被災者台帳の作成及び活用を図ること。 

表記の整理（防

災基本計画の修

正（H29.4）） 

    

 第５章 各機関の処理すべき事務又は業務の大綱 第５章 各機関の処理すべき事務又は業務の大綱  

 第２節 処理すべき事務又は業務の大綱 第２節 処理すべき事務又は業務の大綱  

21 ５ 指定公共機関 ５ 指定公共機関  

 機関名 内 容 

日本銀行 （1）警戒宣言が発せられたときは、預貯金払戻等の混乱

発生の未然防止のための具体策につき関係機関等と協

議し、金融機関が所要の事前措置をとりうるよう協力

する。 

（2）災害が発生した場合においては、関係機関と協議の

上、次の措置をとる。 

ア 金融機関の手許現金保有状況の把握に努め、金融

機関の所要現金の確保について必要な援助を行うな

ど、通貨の円滑な供給の確保に万全の措置を講じる。 

イ り災金融機関に早急な営業開始を要請するととも

に、必要に応じ金融機関相互間の申合せ等により営

業時間の延長及び休日臨時営業の措置をとるよう要

請する。 

機関名 内 容 

日本銀行  災害発生時等においては、関係行政機関と密接な連携を

図りつつ、次の措置を講じる。 

（1）銀行券の発行ならびに通貨および金融の調節 

ア 通貨の円滑な供給の確保 

イ 現金供給のための輸送、通信手段の確保 

ウ 通貨および金融の調節 

（2）資金決済の円滑の確保を通じ信用秩序の維持に資す

るための措置 

ア 決済システムの安定的な運行に係る措置 

イ 資金の貸付け 

（3）金融機関の業務運営の確保に係る措置 

（4）金融機関による金融上の措置の実施に係る要請 

（5）各種措置に関する広報 

日本銀行防災業

務計画との整合

を図るため。 
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ウ 金融機関相互間の申合せにより次の措置を実施す

るよう要請する。 

（ｱ）り災者の預貯金について、実情に即する簡易な確

認方法による払戻し及び定期預金等の期限前解約 

（ｲ）手形交換については、交換開始時刻、交換尻決済

時刻、不渡手形返還時刻の変更及び一定日までのり

災関係手形等に対する不渡処分の猶予並びに不可

抗力により支払期日の経過した手形の交換持出の

容認 

（ｳ）災害関係融資について実情に即した措置 

エ 損傷銀行券及び貨幣の引換のための必要な措置を

とる。 

オ 国債を滅紛失した顧客に対し、日本銀行名古屋支

店及び最寄りの日本銀行代理店は相談に応じる。 

カ 日本銀行代理店及び取引官庁との連絡を密にし、

国庫事務を円滑に運営するための必要な措置をと

る。 

キ 上記措置については、金融機関と協力して速やか

にその周知徹底を図る。 
 

（6）海外中央銀行等との連絡・調整 

 

 

 

 

 

 

25 ６ 指定地方公共機関 ６ 指定地方公共機関  

 機関名 内 容 

公益社団法人愛知県看護協会 （略） 

（追加） （追加） 

一般社団法人愛知県 LPガス協会 （略） 
 

機関名 内 容 

公益社団法人愛知県看護協会 （略） 

一般社団法人愛知県病院協会 医療及び助産活動に協力する。 

一般社団法人愛知県 LPガス協会 （略） 
 

指定地方公共機

関の追加 

    

 第２編 災害予防 第２編 災害予防  

 第１章 防災協働社会の形成推進 第１章 防災協働社会の形成推進  

27 ■主な機関の措置 ■主な機関の措置  

 区 分 機関名 主な措置 

第３節 

企業防災の促

進 

企業 1(1)～1(3) （略） 

（追加） 

 

区 分 機関名 主な措置 

第３節 

企業防災の促

進 

企業 1(1)～1(3) （略） 

1(4) 緊急地震速報受信装置

等の活用 

表記の整理 
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1(4) （略） 

（略） （略） 
 

1(5) （略） 

（略） （略） 
 

 第２節 自主防災組織・ボランティアとの連携 第２節 自主防災組織・ボランティアとの連携  

28 １ 市における措置 １ 市における措置  

 （1）自主防災組織の推進 

  イ 自主防災組織等のネットワーク化の推進 

いざという時には、日ごろから地域の防災関係者の連携が重要な

ため、自主防災組織、防災関係団体等のネットワーク化の推進にも

努めるものとする。 

（1）自主防災組織の推進 

イ 自主防災組織等との連携体制の推進 

       いざという時には、日ごろから地域の防災関係者の連携が重要で

ある。そのため、市は、平時から自主防災組織、防災に関するＮＰ

Ｏ及び防災関係団体等との連携を進めるとともに、災害時には多様

な分野のＮＰＯ等とも協力体制を確保できるよう連携体制の整備に

努めるものとする。 

対策の追加（熊

本地震の課題検

証報告） 

29 ４ ボランティアの受入体制の整備及び協力・連絡体制の推進 ４ ボランティアの受入体制の整備及び協力・連絡体制の推進  

30 （4）防災ボランティア活動の普及・啓発 

市は県と協力しては、ボランティア活動に対する意識を高めるとと

もに、災害時にボランティア活動を行いやすい環境づくりを進めるた

めに、普及・啓発活動を行う。 

（4）防災ボランティア活動の普及・啓発 

市は県と協力しては、ボランティア活動に対する意識を高めるとと

もに、災害時にボランティア活動を行いやすい環境づくりを進めるた

めに、普及・啓発活動を行う。また、若年層の活動がとりわけ期待さ

れていることから、教育委員会や学校等と連携し、学生等が日常生活

で災害について学ぶ機会を充実させるものとする。 

対策の追加（熊

本地震の課題検

証報告） 

 第３節 企業防災の促進 第３節 企業防災の促進  

30 １ 企業における措置 １ 企業における措置  

31 （1）～（3）（略） 

（追加） 

 

 

 

（4）（略） 

（1）～（3）（略） 

（4）緊急地震速報受信装置等の活用 

企業は、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ものとする。 

（5）（略） 

 

対策の追加（防

災基本計画の修

正（H29.4）） 

    

 第２章 建築物等の安全化 第２章 建築物等の安全化  

 第１節 建築物の耐震推進 第１節 建築物の耐震推進  

33 ３ 公共建築物の耐震性の確保・向上 ３ 公共建築物の耐震性の確保・向上  
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 （1）防災上重要な建築物の耐震性の確保 

災害対策には、迅速かつ正確な情報伝達、適切な対応行動の誘

導・啓発、休息・睡眠のための安全な避難場所の確保が重要であ

る。 

市は、これらの対策活動を円滑に進めるため、次の市有施設を「防

災上重要な建築物」として各施設の耐震性の確保について、数値目

標を設定するなど計画的かつ効果的に実施し、災害時の施設機能停

止・低下の回避に努めるものとする。 

（追加） 

（1）防災上重要な建築物の耐震性の確保 

災害対策には、迅速かつ正確な情報伝達、適切な対応行動の誘

導・啓発、休息・睡眠のための安全な避難場所の確保が重要であ

る。 

市は、これらの対策活動を円滑に進めるため、次の市有施設を「防

災上重要な建築物」として各施設の耐震性の確保について、数値目

標を設定するなど計画的かつ効果的に実施し、災害時の施設機能停

止・低下の回避に努めるものとする。 

特に、災害時の拠点となる市の庁舎等については、発災後に果

たす機能を勘案し、建築物の構造の強度の確保や非構造部材の耐

震対策等により、地震後に継続使用できるための改修を促進する。 

対策の追加（熊

本地震の課題検

証報告） 

34 ６ 被災建築物の応急危険度判定の体制整備 ６ 被災建築物の応急危険度判定の体制整備  

 （1）応急危険度判定士の養成等 

市は、県及び愛知県建築物地震対策協議会が実施する地方公共団体

の職員及び建築士を対象とした判定士養成講習会に参加するよう啓発

し、判定士の養成に努めるものとする。 

（1）応急危険度判定士の養成等 

市は、県及び愛知県建築物地震対策推進協議会が実施する地方公共

団体の職員及び建築士を対象とした判定士養成講習会に参加するよう

啓発し、判定士の養成に努めるものとする。 

表記の整理 

    

 第３章 都市の防災性の向上 第３章 都市の防災性の向上  

46 ■主な機関の措置 ■主な機関の措置  

 区 分 機関名 主な措置 

第１節 

マスタープラ

ン等の策定 

 

（略） （略） 

 

区 分 機関名 主な措置 

第１節 

都市計画のマ

スタープラン

等の策定 

（略） （略） 

 

表記の整理 

46 第１節 マスタープラン等の策定 第１節 都市計画のマスタープラン等の策定 表記の整理 

 （略） （略）  

    

 第４章 液状化対策・土砂災害等の予防 第４章 液状化対策・土砂災害等の予防  

48 ■主な機関の措置 ■主な機関の措置  

 区 分 機関名 主な措置 

第３節 

宅地造成の規

市 (1) 宅地造成工事規制区域 

(2) 造成宅地防災区域 

区 分 機関名 主な措置 

第３節 

宅地造成の規

市 (1) 宅地造成工事規制区域 

(2) 造成宅地防災区域 

表記の整理 
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制誘導 

 

(3) 宅地危険箇所の指導 

（追加） 
 

制誘導 

 

(3) 宅地危険箇所の指導 

(4) 宅地危険箇所の耐震化 
 

48 第３節 宅地造成の規制誘導 第３節 宅地造成の規制誘導  

49 市における措置 市における措置  

 （1）～（3）（略） 

（追加） 

（1）～（3）（略） 

（4）宅地危険箇所の耐震化 

市は、大規模盛土造成地の位置や規模を示した大規模盛土造成地

マップを基に、大規模盛土造成地の危険度調査を行い、滑動崩落のお

それが大きい大規模盛土造成地において、宅地の耐震化を実施するよ

う努めるものとする。 

 

 

対策の追加（防

災基本計画の修

正（H29.4）） 

 第５章 応急対策活動等のための施設、資機材、体制等の整備 第５章 応急対策活動等のための施設、資機材、体制等の整備  

 防災施設・設備、災害用資機材及び体制の整備 防災施設・設備、災害用資機材及び体制の整備  

52 １ 市における措置 １ 市における措置  

53 （5）人材の育成等 

市は、防災に携わる者に高度な知識・技能を修得させ、応急対策全

般への対応力を高めるため、研修制度の充実を図るとともに、大学の

防災に関する講座等との連携等により、人材の育成を図る。 

また、県及び名古屋市は、消防学校において、消防職団員に対する

教育訓練の徹底を図るとともに、企業等における自衛消防隊員に教育

訓練を実施し、その技能向上を図る。 

このほか、市は、緊急時に外部の専門家等の意見・支援を活用でき

るような仕組みを平常時から構築することに努める。 

（5）人材の育成等 

市は、防災に携わる者に高度な知識・技能を修得させ、応急対策全

般への対応力を高めるため、研修制度・内容の充実を図るとともに、

大学の防災に関する講座等との連携等により、人材の育成を図る。 

 

 

 

このほか、市は、緊急時に外部の専門家等の意見・支援を活用でき

るような仕組みを平常時から構築することに努める。 

表記の整理（防

災基本計画の修

正（H29.4）） 
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53 （6）防災中枢機能の充実 

保有する施設、設備について、代替エネルギーシステムの活用を含

め自家発電設備等の整備を図り、十分な期間の発電が可能となるよう

な燃料の備蓄等に努めるものとする。その際、物資の供給が相当困難

な場合を想定した食料、飲料水、燃料等の適切な備蓄・調達・輸送体

制の整備、通信途絶時に備えた衛星携帯電話の整備等非常用通信手段

の確保を図るものとする。 

 

 

 

（6）防災中枢機能の充実 

市は、保有する施設、設備について、代替エネルギーシステムの活

用を含め自家発電設備等の整備を図り、十分な期間の発電が可能とな

るような燃料の備蓄等に努めるものとする。その際、物資の供給が相

当困難な場合を想定した食料、飲料水、燃料等の適切な備蓄・調達・

輸送体制の整備、通信途絶時に備えた衛星携帯電話の整備等非常用通

信手段の確保を図るものとする。 

また、市は、災害情報を一元的に把握し、共有することができる体

制の整備を図り、災害対策本部の機能の充実・強化に努めるものとす

る。 

対策の追加（防

災基本計画の修

正（H29.4）） 

54 

 

 

 

 

 

 

 

 

（11）防災情報システムの整備 

市は、県防災行政無線を活用する防災情報システムにより、県、県            

  内市町村及び防災関係機関との間で、人的被害、住家被害、ライフラ 

イン被害、道路・河川・砂防被害などの被害情報、避難勧告情報、避 

難所の開設情報をリアルタイムの情報の共有化を図る。 

   

   

   

 

（11）防災情報システムの整備 

市は、県防災行政無線を活用する防災情報システムにより、県、県            

  内市町村及び防災関係機関との間で、人的被害、住家被害、ライフラ 

イン被害、道路・河川・砂防被害などの被害情報、避難勧告情報、避 

難所の開設情報をリアルタイムの情報で共有化し、迅速的確な応急対 

策を実施する。 

 また、市は被害情報及び関係機関が実施する応急対策の活動情報等 

を迅速かつ正確に分析・整理・要約・検索するため、最新の情報通信 

関連技術の導入に努めるものとする。 

 

55 (15)罹災証明書の発行体制の整備 

市は、災害時に罹災証明書の交付が遅延なく行われるよう、住家被

害の調査の担当者の育成、他の地方公共団体や民間団体との応援協定

の締結等を計画的に進めるなど、罹災証明書の交付に必要な業務の実

施体制の整備に努めるものとする。 

(15) 罹災証明書の発行体制の整備 

ア 市は、災害時に罹災証明書の交付が遅延なく行われるよう、住家

被害の調査や罹災証明書の交付の担当部局を定め、住家被害の調査担

当者の育成、他の地方公共団体や民間団体との応援協定の締結、応援

の受入れ体制の構築等を計画的に進めるなど、罹災証明書の交付に必

要な業務の実施体制の整備に努めるものとする。 

イ 市は効率的な罹災証明書の交付のため、当該業務を支援するシス

テムの活用について検討するものとする。 

 

    

 第６章 避難行動の促進対策 第６章 避難行動の促進対策  

 ■主な機関の措置 ■主な機関の措置  

57 区 分 機関名 主な措置 

第３節 市 1(1) マニュアルの作成 

区 分 機関名 主な措置 

第３節 市 1(1) マニュアルの作成 

表記の整理 
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避難勧告等の

判断・伝達マ

ニュアルの作

成 

1(2) 判断基準の設定に係る助言 

1(3) 判断のための助言を求める

ための事前準備 

  
 

避難勧告等の

判断・伝達マ

ニュアルの作

成 

1(2) 判断基準の設定に係る助言 

1(3) 事前準備 

 

  
 

 第２節 緊急避難場所及び避難路の指定等 第２節 緊急避難場所及び避難路の指定等  

 市における措置 市における措置  

57 (１) 緊急避難場所の指定 (１) 緊急避難場所の指定  

 市は、災害の種類に応じてその危険の及ばない場所・施設を指定緊急避

難場所として災害対策基本法施行令に定める基準に従って指定し、災害の

危険が切迫した場合における住民の安全な避難先を確保する。 

 

 

なお、指定した緊急避難場所については、災害の危険が切迫した緊急時

において、施設の開放を行う担当者をあらかじめ定める等管理体制を整備

しておく。 

また、必要に応じて指定緊急避難場所の中から広域避難場所や一時避難

場所を選定する。 

市は、災害の種類に応じてその危険の及ばない場所・施設を指定緊急避

難場所として災害対策基本法施行令に定める基準に従って指定し、災害の

危険が切迫した場合における住民の安全な避難先を確保する。なお、災害

の想定等により必要に応じて、近隣の市町村の協力を得て、指定緊急避難

場所を近隣市町村に設けるものとする。  

また、指定した緊急避難場所については、災害の危険が切迫した緊急時

において、施設の開放を行う担当者をあらかじめ定める等管理体制を整備

しておくとともに、必要に応じて指定緊急避難場所の中から広域避難場所

や一時避難場所を選定する。 

対策の追加（防

災基本計画の修

正（H28.5）） 

 第３節 避難勧告等の判断・伝達マニュアルの作成 第３節 避難勧告等の判断・伝達マニュアルの作成  

58 市における措置 市における措置  

 （1）マニュアルの作成 

市は、避難指示、避難勧告、避難準備情報等について、次の事項に

留意の上、避難すべき区域や判断基準、伝達方法を明確にしたマニュ

アルを作成するものとする。 

（1）マニュアルの作成 

市は、避難指示（緊急）、避難勧告、避難準備・高齢者等避難開始等

について、次の事項に留意の上、避難すべき区域や判断基準、伝達方

法を明確にしたマニュアルを作成するものとする。 

避難情報の名称

変更 

 ア ～ ウ （略） 

エ 避難時の周囲の状況等により、屋内に留まっていた方が安全な場

合等やむを得ないときは、屋内での待避等の安全確保措置を講ずべ

きことにも留意すること 

 

ア ～ ウ （略） 

エ 避難時の周囲の状況等により、屋内に留まっていた方が安全な場

合等やむを得ないときは、「屋内安全確保」の安全確保措置を講ずべ

きことにも留意すること 

 

 

表記の整理（防

災基本計画の修

正（H29.4）） 

59 （3）判断のための助言を求めるための事前準備 

市は、避難勧告又は指示を行う際(土砂災害については、それらを解

除する際も含む)に、国又は県に必要な助言を求めることができるよ

う、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

（3）事前準備 

市は、避難勧告等を行う際に、国又は県に必要な助言を求めること

ができるよう、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、必要な準備を整えておくものとす

対策の追加（防

災基本計画の修

正（H29.4）） 
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頁 現行（平成 29年 3月修正） 改 正 案 改正理由 

共有を徹底しておくなど、必要な準備を整えておくものとする。 る。 

また、躊躇なく避難勧告等を発令できるよう、平常時から災害時に

おける優先すべき業務を絞り込むとともに、当該業務を遂行するため

の役割を分担するなど、全庁をあげた体制の構築に努めるものとする。 

 第４節 避難誘導等に係る計画の策定 第４節 避難誘導等に係る計画の策定  

59 １ 市及び防災上重要な施設の管理者における措置 １ 市及び防災上重要な施設の管理者における措置  

 市及び防災上重要施設の管理者は、災害時において安全かつ迅速な避難

を行うことができるようあらかじめ避難誘導等に係る計画を作成してお

くものとする。 

市及び防災上重要施設の管理者は、災害時において安全かつ迅速な避難

を行うことができるようあらかじめ避難誘導等に係る計画を作成してお

くものとする。その際、水害と土砂災害、複数河川の氾濫等、複合的な災

害が発生することを考慮するよう努める。 

対策の追加（防

災基本計画の修

正（H28.5）） 

 第５節 避難に関する意識啓発 第５節 避難に関する意識啓発  

60 市における措置 市における措置  

 （2）避難のための知識の普及 

イ 避難時における知識 

 ・（略） 

 ・（略） 

    ・避難時の周囲の状況等により、指定緊急避難場所への移動を行う

ことがかえって危険を伴う場合等やむを得ないと住民等自信が判

断する場合は、近隣の緊急的な待避場所への移動又は屋内での待

避等を行うべきこと 

（2）避難のための知識の普及 

イ 避難時における知識 

 ・（略） 

 ・（略） 

・避難時の周囲の状況等により、指定緊急避難場所への移動を行う

ことがかえって危険を伴う場合等やむを得ないと住民等自身が判

断する場合は、「近隣の安全な場所」への移動又は「屋内安全確保」

を行うべきこと 

表記の整理（防

災基本計画の修

正（H29.4）） 

 （3）その他 

防災マップの作成にあたっては住民も参加する等の工夫をすること

により、災害からの避難に対する住民等の理解の促進をはかるよう努

める。 

（3）その他 

ア 防災マップの作成にあたっては住民も参加する等の工夫をするこ

とにより、災害からの避難に対する住民等の理解の促進をはかるよ

う努める。 

イ 市は、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、

日本工業規格に基づく災害種別一般図記号を使用して、どの災害の

種別に対応した避難場所であるかを明示するよう努める。  

ウ 市は、災害種別一般図記号を使った避難場所標識の見方に関する

周知に努める。  

対策の追加（防

災基本計画の修

正（H28.5）） 
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頁 現行（平成 29年 3月修正） 改 正 案 改正理由 

 第７章 避難所・要配慮者支援・帰宅困難者対策 第７章 避難所・要配慮者支援・帰宅困難者対策  

 第１節 避難所の指定・整備 第１節 避難所の指定・整備  

61 市における措置 市における措置  

 （1）避難所等の整備 

市は、地域の実情に即し、さらに市町村相互の応援協力体制のバッ

クアップのもとに避難所等の整備を図る。 

また、避難者が最寄りの避難所等へ避難できるよう、必要に応じて

町丁界や行政界を越えての避難を考慮して整備していくものとする。 

（1）避難所等の整備 

市は、地域の実情に即し、さらに市町村相互の応援協力体制のバッ

クアップのもとに避難所等の整備を図る。 

また、避難者が最寄りの避難所等へ避難できるよう、必要に応じて

町丁界や行政界を越えての避難を考慮して整備していくものとする。 

なお、都市農地を避難場所等として活用できるよう、都市農業者や

関係団体との協定の締結や当該農地における防災訓練の実施等に努め

るものとする。 

対策の追加（防

災基本計画の修

正（H29.4）） 

61 

62 

（2）指定避難所の指定 

イ （略） 

（追加）  

 

 

（2）指定避難所の指定 

イ （略） 

ウ 指定避難所となる施設において、あらかじめ必要な機能を整理し、

備蓄場所の確保、通信設備の整備等を進めるものとする。 

 

 

 

対策の追加（防

災基本計画の修

正（H29.4）） 

 （5）避難所の運営体制の整備 

市は、「避難所運営マニュアル」を作成し、各地域の実情を踏まえ、

避難所ごとに運営体制の整備を図るものとする。 

 

 

（追加） 

 

 

 

なお、避難所の運営にあたっては、現に避難所に滞在する住民だけ

でなく、在宅での避難生活を余儀なくされる住民への支援も念頭に置い

た運営体制を検討する。 

（5）避難所の運営体制の整備 

ア 市は、県が作成した「愛知県避難所運営マニュアル」や「妊産婦・

乳幼児を守る災害時ガイドライン」などを参考に、各地域の実情を

踏まえ、避難所ごとに運営体制の整備を図るものとする。 

 

イ 市は、マニュアルの作成、訓練等を通じて、避難所の運営管理の

ために必要な知識等の普及に努め、住民等が主体的に避難所を運営

できるように配慮する。  

 

ウ 避難所の運営にあたっては、現に避難所に滞在する住民だけでな

く、在宅や車中、テントなどでの避難生活を余儀なくされる住民への

支援も念頭に置いた運営体制を検討する。 

 

「妊産婦・乳幼児

を守る災害時ｶﾞｲ

ﾄﾞﾗｲﾝ」の策定 

 

対策の追加（防

災基本計画の修

正（H28.5）） 

 

対策の追加（熊

本地震の課題検

証報告） 

 第２節 要配慮者支援対策 第２節 要配慮者支援対策  

62 市及び社会福祉施設等管理者における措置 市及び社会福祉施設等管理者における措置  

63 （3）避難行動要支援者対策 

ア 要配慮者の把握 

（3）避難行動要支援者対策 

ア 要配慮者の把握 

表記の整理 
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頁 現行（平成 29年 3月修正） 改 正 案 改正理由 

市は、災害時に要配慮者に対する援護が適切に行われるよう、平

常時から関係部署等が保有している要介護高齢者や障がい者等の

情報を把握するものとする。 

     市は、災害時に要配慮者に対する援護が適切に行われるよう、平

常時から関係部署等が保有している要介護高齢者や障がい者、外国

人等の情報を把握するものとする。 

64 （4）外国人等に対する対策 

市及び防災関係機関は、言語、生活習慣、防災意識の異なる外国人

県民や旅行者等が、災害発生時に迅速かつ的確な行動がとれるよう、

次のような防災環境づくりに努めるものとする。 

（4）外国人等に対する対策 

市及び防災関係機関は、被災地に生活基盤を持ち、避難生活や生活

再建に関する情報を必要とする在日外国人市民と、早期帰国等に向け

た交通情報を必要とする訪日外国人は行動特性や情報ニーズが異なる

ことを踏まえ、災害発生時に迅速かつ的確な行動がとれるよう、次の

ような防災環境づくりに努めるものとする。 

表記の整理（防

災基本計画の修

正（H29.4）） 

    

 第８章 火災予防・危険性物質の防災対策 第８章 火災予防・危険性物質の防災対策  

66 ■主な機関の措置 ■主な機関の措置  

66 区 分 機関名 主な措置 

第 1節 

火災予防対策に

関する指導 

市 1(1)（略） 

 追加 

尾三消防組合 （略） 

  

 

 
 

区 分 機関名 主な措置 

第 1節 

火災予防対策に

関する指導 

市 1(1)（略） 

 1(2) 震災時の出火防止対策の

推進 

尾三消防組合 （略） 

 

 
 

表記の整理 

 第１節 火災予防対策に関する指導 第１節 火災予防対策に関する指導  

66 1 市における措置 1 市における措置  

 （追加） 

市は、消防団、自主防災会等各種団体を通じて、一般家庭に対し住宅

用火災警報器、消火器具及び消火用の水の確保など普及徹底を図るとと

もに、これら器具等の取り扱い方を指導し、初期消火活動の重要性を認

識させ地震時における初期消火活動の徹底を図るものとする。 

（追加） 

 (1) 一般家庭に対する指導 

市は、消防団、自主防災会等各種団体を通じて、一般家庭に対し住宅

用火災警報器、消火器具及び消火用の水の確保など普及徹底を図るとと

もに、これら器具等の取り扱い方を指導し、初期消火活動の重要性を認

識させ地震時における初期消火活動の徹底を図るものとする。 

 

（2）震災時の出火防止対策の推進 

    市は、地震時における電気に起因する火災を防止するため、電力会

社等と共に、感震ブレーカー等の普及や、自宅から避難する際にブレー

カーを落とすことについて啓発を図るものとする。 

表記の整理 

 

 

 

 

 

対策の追加 
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頁 現行（平成 29年 3月修正） 改 正 案 改正理由 

 第９章 広域応援体制の整備 第９章 広域応援体制の整備  

70 ■主な機関の措置 ■主な機関の措置  

 区 分 機関名 主な措置 

第２節 

応援部隊等に係

る広域応援体制

の整備 

（略） （略） 

（追加） 

 

 

 

（追加） （追加） 

 

区 分 機関名 主な措置 

第２節 

応援部隊等に係

る広域応援体制

の整備 

（略） （略） 

第３節 

支援物資の円滑

な受援供給体制

の整備 

市 1（1）災害時の円滑な物流に向

けた体制の検討 

1（2）訓練・検証等 

 

表記の整理 

 第１節 広域応援体制の整備 第１節 広域応援体制の整備  

70 市における措置 市における措置  

 （1）応援協定の締結等 

イ 民間団体等との協定 

市は、災害対策基本法第 49条の 3に基づき、民間団体等の協力を

得るため、応援協定を締結するなど必要な措置を講ずるよう努める

ものとする。 

（1）応援協定の締結等 

イ 民間団体等との協定 

市は、災害対策基本法第 49条の 3に基づき、民間団体等と応援協

定を締結するなど必要な措置を講ずることにより、各主体が災害発

生時に迅速かつ効果的な災害応急対策を行えるよう努めるものとす

る。民間団体等に委託可能な災害対策に係る業務（被災情報の整理、

支援物資の管理・輸送等）については、あらかじめ、民間団体等と

の間で協定を締結しておく、輸送拠点として活用可能な民間団体等

の管理する施設を把握しておくなど協力体制を構築し、民間団体等

のノウハウや能力等を活用するものとする。 

対策の追加（防

災基本計画の修

正（H29.4）） 

 （4）防災活動拠点の確保等及び受援体制の整備 

ア 防災活動拠点の確保 

市は、円滑に国等からの広域的な応援を受けることができるよう、

自衛隊・警察・消防を始めとする応援部隊等の展開及び宿営の拠点、

資機材・物資の集結・集積に必要となる拠点、緊急輸送ルート等の

確保、整備及びこれらの拠点等に係る関係機関との情報の共有に努

めるものとする。 

（4）防災活動拠点の確保等及び受援体制の整備 

ア 防災活動拠点の確保等 

市は、円滑に国等からの広域的な応援を受けることができるよう、

自衛隊・警察・消防を始めとする応援部隊等の展開及び宿営の拠点、

資機材・物資の集結・集積に必要となる拠点、緊急輸送ルート等の

確保、整備及びこれらの拠点等に係る関係機関との情報の共有に努

めるものとする。 

なお、緊急輸送ルート等の確保にあたっては、多重化や代替性・

利便性等を考慮しつつ、災害発生時の緊急輸送活動のために確保す

対策の追加（防

災基本計画の修

正（H29.4）） 
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頁 現行（平成 29年 3月修正） 改 正 案 改正理由 

べき道路等の輸送施設及びトラックターミナル、体育館等の輸送拠

点について把握・点検するものとする。 

71 （追加） 第３節 支援物資の円滑な受援供給体制の整備  

  市における措置  

  （1）災害時の円滑な物流に向けた体制の検討  

市は、円滑に国等からの支援物資の受入・供給を行うため、物資拠

点等の見直しを始め、物資拠点等における作業体制等について検討を

行うとともに、関係機関との情報の共有に努めるものとする。 

対策の追加（熊

本地震の課題検

証報告） 

 

 

  （2）訓練・検証等 

市は、災害時に支援物資を円滑に搬送するため、連携して物資拠点

等における訓練を行うとともに、訓練検証結果や国、県、市町村、そ

の他防災関係機関等の体制変更、施設、資機材等の整備の進捗に応じ

て、随時、計画等の必要な見直しを行うものとする。 

 

対策の追加（熊

本地震の課題検

証報告） 

 第１０章 防災訓練及び防災意識の向上 第１０章 防災訓練及び防災意識の向上  

72 ■主な機関の措置 ■ 主な機関の措置  

 区 分 機関名 主な措置 

第１節 

防災訓練の実施 

市 1(1) 防災訓練 

1(2) 動員訓練 

（追加） 

1(3) 防災訓練の指導協力 

1(4) 訓練の検証 

1(5) 図上訓練等 

（略） （略） 
 

区 分 機関名 主な措置 

第１節 

防災訓練の実施 

市 1(1) 防災訓練 

1(2) 動員訓練 

1(3) 広域応援訓練 

1(4) 防災訓練の指導協力 

1(5) 訓練の検証 

1(6) 図上訓練等 

（略） （略） 
 

表記の整理 

 第１節 防災訓練の実施 第１節 防災訓練の実施  

73 １ 市における措置 １ 市における措置  

 （1）～（2）（略） 

（追加） 

 

（1）～（2）（略） 

（3）広域応援訓練 

市は、市が被災し、十分な災害応急対策の実施が困難な状況に陥っ

た場合を想定し、県や他の市町村と連携し、広域的な応援を行う防災

訓練を実施する。 

 

対策の追加（熊

本地震の課題検

証報告） 
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頁 現行（平成 29年 3月修正） 改 正 案 改正理由 

73 （3）防災訓練の指導協力 

市は、居住地、職場、学校等において、定期的な防災訓練を、夜間

等様々な条件に配慮し、きめ細かく実施又は行うよう指導し、住民の

災害発生時の避難行動、基本的な防災用資機材の操作方法等の習熟を

図るものとする。 

また、防災関係機関あるいは防災組織が実施する防災訓練について、

計画遂行上の必要な指導助言を行うとともに、積極的に協力する。 

 

 

 

 

（4）～（5）（略） 

（4）防災訓練の指導協力 

市は、居住地、職場、学校等において、定期的な防災訓練を、夜間

等様々な条件に配慮し、きめ細かく実施又は行うよう指導し、住民の

災害発生時の避難行動、基本的な防災用資機材の操作方法等の習熟を

図るものとする。 

また、防災関係機関あるいは自主防災組織が実施する防災訓練につ

いて、計画遂行上の必要な指導助言を行うとともに、積極的に協力す

る。 

さらに、企業を地域コミュニティの一員としてとらえ、地域の防災

訓練等への積極的参加を呼びかけ、防災に関するアドバイスを行うも

のとする。 

（5）～（6）（略） 

 

 

 

 

表記の整理 

 

 

対策の追加（防

災基本計画の修

正（H29.4）） 

73 第２節 防災のための意識啓発・広報 第２節 防災のための意識啓発・広報  

 市における措置 市における措置  

 （1）防災意識の啓発 

市は、地震発生時及び警戒宣言発令時等に市民が的確な判断に基づ

き行動できるよう、県と協力して、次の事項を中心に地震についての

正しい知識、防災対応等について啓発する。 

また、地震災害に関するビデオなどを学校等に貸し出して、防災教

育の推進を図る。 

さらに、市は、防災に関する様々な動向や各種データを分かりやす

く発信するよう努める。 

（1）防災意識の啓発 

市は、地震発生時及び警戒宣言発令時等に県民が的確な判断に基づ

き行動できるよう、県や民間事業者等と協力して、次の事項を中心に

地震についての正しい知識、防災対応等について啓発する。 

また、地震災害に関するビデオなどを学校等に貸し出して、防災教

育の推進を図る。 

さらに、市は、防災に関する様々な動向や各種データを分かりやす

く発信するよう努める。 

対策の追加（熊

本地震の課題検

証報告） 

 ア ～ エ （略） 

（追加） 

オ ～ ケ （略） 

コ 警報等や避難指示等の意味と内容 

サ 緊急地震速報等の発表時や避難指示等の発令時にとるべき行動 

シ ～ タ （略） 

ア ～ エ （略） 

オ 市内や近隣地域の活断層や活断層地震への対策に関する知識 

カ ～ コ （略） 

サ 警報等や避難勧告等の意味と内容 

シ 緊急地震速報等の発表時や避難勧告等の発令時にとるべき行動 

ス ～ チ （略） 

 

 

 

避難情報の名称

変更 

74 （2）防災に関する知識の普及 

市は、防災週間等を通じ、各種講習会、イベント等を開催し、地震・

津波災害・二次災害防止に関する総合的な知識の普及に努めるものと

する。 

（2）防災に関する知識の普及 

市は、防災週間等を通じ、各種講習会、イベント等を開催し、地震・

津波災害・二次災害防止に関する総合的な知識の普及に努めるものと

する。この際、愛知県防災教育センターの活用を図る。 

対策の追加 
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75 （5）地震保険の加入促進 

地震保険は、地震等による被災者の生活安定に寄与することを目的

とした公的保険制度であり、被災者が住宅再建する際の有効な手段の

一つとなることから、市は、その制度の普及促進に努めるものとする。 

（5）地震保険の加入促進 

地震保険は、地震等による被災者の生活安定に寄与することを目的

とした公的保険制度であり、家屋等が被災した場合、復旧に要する費

用が多額にのぼるおそれがあることから、被災者が住宅再建する際の

有効な手段の一つとなる。そのため、市は、被災した場合でも、一定

の保証が得られるよう、その制度の普及及び市民の地震保険・共済へ

の加入の促進に努めるものとする。 

表記の整理（防

災基本計画の修

正（H29.4）） 

    

 第３編 災害応急対策 第３編 災害応急対策  

 第１章 活動態勢（組織の動員配備） 第１章 活動態勢（組織の動員配備）  

79 ■主な機関の措置 ■主な機関の措置  

 区 分 機関名 主な措置 

第２節 

職員の派遣要請 

 

市 (1)～(3) （略） 

（追加） 

 

（追加） （追加） （追加） 

 

 
 

区 分 機関名 主な措置 

第２節 

職員の派遣要請 

 

市 (1)～(3) （略） 

(4) 被災市町村への市職員の派

遣 

第３節 

災害救助法の適

用 

市 (1) 救助の実施 

(2) 県が行う救助の補助 

 

表記の整理 

 第１節 災害対策本部の設置・運営 第１節 災害対策本部の設置・運営  

82 ２ 防災関係機関における措置 ２ 防災関係機関における措置  

 （1）組織及び活動体制 

防災関係機関は、災害発生時においてその所掌する災害応急対策を

速やかに実施するとともに、他の防災関係機関が実施する災害応急対

策が円滑・的確に行われるよう、相互の緊密な協力体制を整えておく

ものとする。 

（1）組織及び活動体制 

防災関係機関は、災害発生時においてその所掌する災害応急対策を

速やかに実施するとともに、他の防災関係機関が実施する災害応急対

策が円滑・的確に行われるよう、お互いに平時から災害時の対応につ

いてコミュニケーションをとっておくこと等により、「顔の見える関

係」を構築し信頼感を醸成するよう努め、相互の緊密な協力体制を整

える。また、訓練・研修等を通じて、構築した関係を持続的なものに

するよう努める。  

対策の追加（防

災基本計画の修

正（H28.5）） 

 第２節 職員の派遣要請 第２節 職員の派遣要請  

83 市における措置 市における措置  

 （1）～（3）（略） 

（追加） 

（1）～（3）（略） 

（4）被災市町村への市職員の派遣 

 

対策の追加（防
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頁 現行（平成 29年 3月修正） 改 正 案 改正理由 

市は、被災市町村に職員を派遣する場合、地域や災害の特性等を考

慮した職員の選定に努めるものとする。 

災基本計画の修

正（H29.4）） 

83 （追加） 第３節 災害救助法の適用  

  市における措置  

  （1）救助の実施 

市長は、市域に災害救助法が適用され、知事の委任を受けた場合、

災害救助法に基づく救助を行う。 

◆ 附属資料第３２「災害救助法施行細則」 

（2）県が行う救助の補助 

市長は、知事から委任を受けた救助以外に県が行う救助の補助を行

う。 

 

災害救助法に関

する記載の充実 

 第２章 避難行動 第２章 避難行動  

 第１節 地震情報等の伝達 第１節 地震情報等の伝達  

85 ３ 市における措置 ３ 市における措置  

 （3）市は、受信した緊急地震速報を地域衛星通信ネットワーク、市防災

行政無線等により住民等への伝達に努めるものとする。 

（3）市は、受信した緊急地震速報を地域衛星通信ネットワーク、市防災

行政無線等により住民等への伝達に努めるものとする。伝達にあたっ

ては、市防災行政無線を始めとした効果的かつ確実な伝達手段を複合

的に活用し、対象地域の住民への迅速かつ的確な伝達に努めるものと

する。 

対策の追加（防

災基本計画の修

正（H29.4）） 

86 ６ 地震情報等の伝達 ６ 地震情報等の伝達  

 （1）地震情報等は、関係機関は次の伝達系統により迅速かつ的確に伝達

する。 

伝達系統の図  放送 

（1）地震情報等は、関係機関は次の伝達系統により迅速かつ的確に伝達

する。 

伝達系統の図  放送等 

表記の整理 

 第２節 避難の指示 第２節 避難の指示  

87 １ 市における措置 １ 市における措置  

 （1）避難の指示等 

ア 避難指示等 

地震等に伴う災害が発生し、又は発生するおそれがある場合で、

特にその必要があると認められるときは、避難のための立退きを指

示する。 

なお、避難指示を夜間に発令する可能性がある場合には、避難行

（1）避難の指示等 

地震等に伴う災害が発生し、又は発生するおそれがある場合で、

特にその必要があると認められるときは、避難のための立退きを勧

告又は指示する。 

 

(削除) 

 

表記の整理（防

災基本計画の修

正（H29.4）、避

難勧告等に関す

るガイドライン
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頁 現行（平成 29年 3月修正） 改 正 案 改正理由 

動をとりやすい時間帯における避難準備情報の提供に努める。 

なお、市長が立ち退きの指示を行うことができないと判断したと

き、又は市長から要請があった時は警察官が、また、市長又は警察

官が指示を行うことができない時は自衛官が、避難の指示をするこ

とができる。 

 

 

なお、市長が立ち退きの指示を行うことができないと判断したと

き、又は市長から要請があった時は警察官が、また、市長又は警察

官が指示を行うことができない時は自衛官が、避難の指示をするこ

とができる。 

 

の改定（H26.9）） 

 

表記の整理 

 

 

 イ 避難準備情報 

一般住民に対して避難準備（家屋被害に対する事前対策や避難場

所で滞在するための衣類や食料品等の準備）を呼びかけるとともに、

避難行動要支援者等に早めの段階で避難行動を開始することを求め

る避難準備（要配慮者避難）情報を伝達する。 

また、必要に応じ、避難準備情報の発令等とあわせて指定緊急避

難所を開設する。 

（削除） 表記の整理 

 ウ 屋内退避 

周囲の状況等により、屋内に留まっていた方が安全な場合等やむ

を得ないときは、屋内での待避等の安全確保に関する措置を指示す

ることができる。 

（削除） 表記の整理 

 エ 対象地域の設定 

避難準備情報や避難指示を行うにあたっては、対象地域の適切な

設定等に留意する。 

（削除） 表記の整理 

87 （3） 避難の勧告・指示の内容 （3） 避難の勧告・指示の内容  

 エ 避難勧告又は指示の理由 

（略） 

エ 避難勧告又は避難指示（緊急）の理由 

（略） 

避難情報の名称

変更 

    

 第３章 災害情報の収集・伝達・広報 第３章 災害情報の収集・伝達・広報  

90 ■基本方針 ■基本方針  

 ○ 市及び関係機関は、相互に連携して災害応急対策が実施できるよう、

災害に関する情報の共有に努める。 

○ 市は、災害情報を一元的に把握するとともに、関係機関を含めて災害

に関する情報を共有することができる体制のもと、相互に連携して適切

な災害応急対策が実施できるよう努める。 

対策の追加（防

災基本計画の修

正（H29.4）） 

 第１節 被害状況等の収集・伝達 第１節 被害状況等の収集・伝達  

91 １ 市の措置 １ 市の措置  

 （2）災害の状況及び応急対策活動情報の県への報告 （2）災害の状況及び応急対策活動情報の県への報告 避難情報の名称
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市は、災害の状況（被害規模に関する概括的情報を含む）及び応急

対策活動情報（応急対策の活動状況、対策本部設置状況、応援の必要

性等）について、把握できた範囲から直ちに県へ報告する。 

この場合において、市長は、被害の発生地域、避難指示等の措置を

講じた地域等を地図上に表示することができる県防災情報システムの

防災地理情報システムを有効に活用するものとする。 

市は、災害の状況（被害規模に関する概括的情報を含む）及び応急

対策活動情報（応急対策の活動状況、対策本部設置状況、応援の必要

性等）について、把握できた範囲から直ちに県へ報告する。 

この場合において、市長は、被害の発生地域、避難勧告等の措置を

講じた地域等を地図上に表示することができる県防災情報システムの

防災地理情報システムを有効に活用するものとする。 

変更 

 （3）行方不明者の情報収集 

捜索・救助体制の検討等に活用するため、市は、住民登録の有無に

かかわらず、市の区域内で行方不明となった者について、県警察等関

係機関の協力に基づき正確な情報の収集に努めるものとする。また、

行方不明者として把握した者が、他の市町村に住民登録を行っている

ことが判明した場合には、当該登録地の市町村又は都道府県に連絡す

るものとする。 

（3）行方不明者の情報収集 

捜索・救助体制の検討等に活用するため、市は、住民登録の有無に

かかわらず、市の区域内で行方不明となった者について、県警察等関

係機関の協力に基づき正確な情報の収集に努めるものとする。また、

行方不明者として把握した者が、他の市町村に住民登録を行っている

ことが判明した場合には、当該登録地の市町村又は都道府県（外国人

のうち、旅行者など住民登録の対象外の者は直接又は必要に応じ国を

通じて大使館等）に連絡するものとする。 

表記の整理（防

災基本計画の修

正（H29.4）） 

92 ２ 被害状況等の一般的収集、伝達系統 ２ 被害状況等の一般的収集、伝達系統  

 （2）市は、積極的に自らの職員を動員し、又は関係機関の協力を得て、

災害応急対策活動を実施するのに必要な情報及び被害状況を収集する

とともに、速やかに関係機関に伝達を行う。 

（2）市は、積極的に自らの職員を動員し、又は関係機関の協力を得て、

災害応急対策活動を実施するのに必要な情報（画像情報を含む）及び

被害状況を収集するとともに、速やかに関係機関に伝達を行う。 

対策の追加（防

災基本計画の修

正（H29.4）） 

 第２節 通信手段の確保 第２節 通信手段の確保  

94 １ 市及び防災関係機関における措置 １ 市及び防災関係機関における措置  

 （5）電話･電報施設の優先利用 

ア 一般電話及び電報 

（ｱ）災害時優先電話 

災害等で電話が混み合うと、発信規制や接続規制といった通信制

限により、通常の電話は被災地からの発信や被災地への接続は制限

されるが、あらかじめ固定電話・携帯電話事業者に登録された「災

害時優先電話」はこうした制限を受けずに発信や接続を行うことが

できる。 

（ｲ）非常扱いの電報 

地震その他非常事態が発生し、又は発生するおそれがあると認め

られる場合、非常扱いの通話に準ずる事項を内容とする電報につい

ては、非常扱いの電報として、すべての電報に優先して取り扱われ

（5）電話･電報施設の優先利用 

ア 一般電話及び電報 

（ｱ）災害時優先電話 

災害等で電話が混み合うと、発信規制や接続規制といった通信制

限により、通常の電話は被災地からの発信や被災地への接続を制限

されるが、あらかじめ固定電話・携帯電話事業者に登録された「災

害時優先電話」はこうした制限を受けずに発信や接続を行うことが

できる。 

（ｲ）非常扱いの電報 

天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあ

る場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給

の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする電報につ

 

 

表記の整理 

 

 

 

 

 

サービスの終了 
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る。 いては、非常扱いの電報として、すべての電報に優先して取り扱わ

れる。 

    

 第５章 救出・救助対策 第５章 救出・救助対策  

 第１節 救出・救助活動 第１節 救出・救助活動  

106 ７ 災害救助法の適用 ７ 災害救助法の適用  

 災害救助法が適用された場合、「１市における措置」は県が実施機関と

なるが、当該事務は市長への委任が想定されるため、直接の事務は、市で

行うこととなる。 

なお、救助の対象、方法、経費及び期間については、災害救助法施行細

則による。 

災害救助法が適用された場合、「１市における措置」は県が実施機関と

なるが、当該事務は市長への委任が想定されているため、市が実施するこ

ととなる。 

なお、救助の対象、方法、経費及び期間については、災害救助法施行細

則による。 

表記の整理 

    

 第７章 医療救護・防疫・保健衛生対策 第７章 医療救護・防疫・保健衛生対策  

111 ■主な機関の応急活動 ■主な機関の応急活動  

 機関名 発災       ３日        １週間      復旧対応期   

市 

（略） 

○地域災害医療対策会議への参画 

○保健活動及び心のケア 

○DPATの派遣要請 

○防疫組織の編成 

○防疫活動 
 

機関名 発災       ３日        １週間      復旧対応期   

市 

（略） 

○地域災害医療対策会議への参画 

○ DPATの派遣要請 

○保健活動及び心のケア 

○防疫組織の編成 

○防疫活動 
 

表記の整理 

 第１節 医療救護 第１節 医療救護  

113 ６ 災害救助法の適用 ６ 災害救助法の適用  

 災害救助法が適用された場合に県が行う救助の対象、方法、経費及び期

間については、災害救助法施行細則による。 

災害救助法が適用された場合、県が同法に基づく救助の実施機関とな

る。ただし、当該災害が局地災害の場合は、当該事務は市長への委任が想

定されているため、市が実施することとなる。また、当該災害が広域災害

の場合は、日本赤十字社愛知県支部への救助事務の委託を想定している。 

なお、救助の対象、方法、経費及び期間については、災害救助法施行細

則による。 

災害救助法に関

する記載の充実 
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 第８章 交通の確保・緊急輸送対策 第８章 交通の確保・緊急輸送対策  

 第１節 道路交通規制等 第１節 道路交通規制等  

117 １ 県警察(豊田警察署)における措置 １ 県警察(豊田警察署)における措置  

119 （4）強制排除措置 

エ 県公安委員会は、緊急通行車両以外の車両の通行禁止等を行うた

め必要があるときは、道路管理者に対し、緊急通行車両の通行を確

保するための区間の指定、放置車両や立ち往生車両等の移動につい

て要請することができる。 

（4）強制排除措置 

エ 県公安委員会は、緊急通行車両以外の車両の通行禁止等を行うた

め必要があるときは、道路管理者、港湾管理者又は漁港管理者（本

節において「道路管理者等」という。）に対し、緊急通行車両の通

行を確保するための区間の指定、放置車両や立ち往生車両等の移動

について要請することができる。 

災害対策基本法

の 一 部 改 正

（H28.5） 

120 ３ 自動車運転者の措置 ３ 自動車運転者の措置  

 （1）（略） 

オ やむを得ず道路上に置いて避難するときは、道路の左側に寄せて

駐車し、エンジンを止め、エンジンキーは付けたままとし、窓を閉

め、ドアはロックしないこと。 

 

（2）（略） 

ウ 警察官又は道路管理者の命令や指示を受けたときは、その命令や

指示に従って車両を移動等すること。 

（1）（略） 

オ やむを得ず道路上に置いて避難するときは、道路の左側に寄せて

駐車し、エンジンを止め、エンジンキーは付けたままとするか運転

席などの車内の分かりやすい場所に置いておくこととし、窓を閉め、

ドアはロックしないこと。 

（2）（略） 

ウ 警察官又は道路管理者等の命令や指示を受けたときは、その命令

や指示に従って車両を移動等すること。 

交通の方法に関

する教則（国家

公安委員会告

示）の改正 

 

 

災害対策基本法

の一部改正

（H28.5） 

121 ５ 相互協力 ５ 相互協力  

 （1）車両の通行を禁止し、又は制限する場合は、できるだけ道路管理者

及び関係機関が相互に緊密な連携を保ち、適切な交通規制を行うよう

にする。 

（1）車両の通行を禁止し、又は制限する場合は、できるだけ道路管理者

等及び関係機関が相互に緊密な連携を保ち、適切な交通規制を行うよ

うにする。 

災害対策基本法

の 一 部 改 正

（H28.5） 

 第４節 緊急輸送手段の確保 第４節 緊急輸送手段の確保  

124 ３ 緊急輸送の対象となる人員、物資の範囲 ３ 緊急輸送の対象となる人員、物資の範囲  

 （1）～（6） （略） 

（追加） 

（1）～（6） （略） 

（7）被災者（滞留者、要配慮者、傷病者等）及びボランティア 

バス及びタク

シー協会との協

定締結 

    

 第１０章 避難所・要配慮者支援・帰宅困難者対策 第１０章 避難所・要配慮者支援・帰宅困難者対策  

 第１節 避難所の開設・運営 第１節 避難所の開設・運営  

127 １ 市における措置 １ 市における措置  
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頁 現行（平成 29年 3月修正） 改 正 案 改正理由 

 

127 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

128 

（4）避難所の運営 

   （追加）  

 

 

  ア～キ(略) 

 

ク 避難所以外の場所に滞在する被災者への対応 

避難所のハード面の問題や他の避難者との関係等から、自宅での

生活を余儀なくされる要配慮者や、災害が収まった後に家屋の被害

や電気、水道、ガス等のライフラインの機能低下により生活が困難

となった被災者に対して、その避難生活の環境整備に必要な措置を

講じる。 

ケ 避難者、自主防災組織、ボランティア等の協力による運営 

避難所における情報の伝達、生活物資の配給、清掃等については、

避難者、自主防災組織、ボランティア等の協力が得られるよう努め

る。 

シ 公衆衛生の向上のための事業者団体への要請 

 市は、災害発生後、一定期間が経過し、避難所の被災者に対する

理容及び美容の提供、被災者に対する入浴の提供、及び避難所等で

被災者が使用する市所有の毛布、シーツ等のクリーニングの提供を

必要とする場合は、「生活衛生同業組合との災害時における被災者支

援に関する協定」に基づき、県を通じ生活衛生同業組合へ、これら

の業務の提供を要請するなど避難所の公衆衛生の向上に努めるもの

とする。 

（4）避難所の運営 

  ア 避難所運営マニュアルに基づく避難所運営 

   市が作成した避難所運営マニュアル等に基づき避難所の円滑な運

営を図ること。 

   イ～ク(略) 

 

ケ 避難所以外の場所に滞在する被災者への対応 

避難所のハード面の問題や他の避難者との関係等から、在宅や車

中、テントなどでの生活を余儀なくされる要配慮者や、災害が収まっ

た後に家屋の被害や電気、水道、ガス等のライフラインの機能低下

により生活が困難となった被災者に対して、その避難生活の環境整

備に必要な措置を講じる。 

コ 避難者、自主防災組織、ボランティア等の協力による運営 

避難所における情報の伝達、生活物資の配給、清掃等については、

避難者、自主防災組織、避難所運営について専門性を有したＮＰＯ

やボランティア等の協力が得られるよう努める。 

シ 公衆衛生の向上のための事業者団体への要請 

市は、災害発生後、一定期間が経過し、避難所の被災者に対する

理容及び美容の提供、被災者に対する入浴の提供、及び避難所等で

被災者が使用する市所有の毛布、シーツ等のクリーニングの提供を

必要とする場合は、「生活衛生同業組合との災害時における被災者支

援に関する協定」に基づき、県を通じ生活衛生同業組合へ要請する。

避難所の衛生的な環境の確保が困難となった場合は、「災害時におけ

る避難所等の清掃業務の支援に関する協定」に基づき、県を通じ一

般社団法人愛知ビルメンテナンス協会へ業務の提供を要請するなど

避難所の公衆衛生の向上に努めるものとする。 

 

対策の追加（熊

本地震の課題検

証報告） 

 

 

 

表記の整理 

 

 

 

表記の整理 

 

129 ２ 災害救助法の適用 ２ 災害救助法の適用  

 災害救助法が適用された場合、「１市における措置」は県が実施機関と

なるが、当該事務は市長への委任が想定されているため、直接の事務は、

市で行うこととなる。 

なお、救助の対象、方法、経費及び期間については、災害救助法施行細

則による。 

災害救助法が適用された場合、「１市における措置」は県が実施機関と

なるが、当該事務は市長への委任が想定されているため、市が実施するこ

ととなる。 

なお、救助の対象、方法、経費及び期間については、災害救助法施行細

則による。 

表記の整理 
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頁 現行（平成 29年 3月修正） 改 正 案 改正理由 

 第２節 要配慮者対策 第２節 要配慮者対策  

129 １ 市における措置 １ 市における措置  

 （8）外国人に対する情報提供と支援ニーズの把握 

次の方法により災害情報や支援情報等の提供を行うとともに、必要

な支援ニーズを収集する。 

エ 通訳ボランティア等の避難所等への派遣（ボランティアセンター

を通じて依頼） 

（8）外国人に対する情報提供と支援ニーズの把握 

次の方法により災害情報や支援情報等の提供を行うとともに、必要

な支援ニーズを収集する。 

エ 通訳ボランティア等の避難所等への派遣 

表記の整理 

    

 第１１章 水・食品・生活必需品等の供給 第１１章 水・食品・生活必需品等の供給  

 第１節 給水 第１節 給水  

132 ４ 災害救助法の適用 ４ 災害救助法の適用  

 災害救助法が適用された場合、「１市における措置」は県が実施機関と

なるが、当該事務は市長への委任が想定されているため、直接の事務は、

市で行うこととなる。 

なお、救助の対象、方法、経費及び期間については、災害救助法施行細

則による。 

 

災害救助法が適用された場合、「１市における措置」は県が実施機関と

なるが、当該事務は市長への委任が想定されているため、市が実施するこ

ととなる。 

なお、救助の対象、方法、経費及び期間については、災害救助法施行細

則による。 

 

表記の整理 

133 第２節 食品の供給 第２節 食品の供給  

134 ２ 災害救助法の適用 ２ 災害救助法の適用  

 災害救助法が適用された場合、「１市における措置」は県が実施機関と

なるが、当該事務は市長への委任が想定されているため、直接の事務は、

市で行うこととなる。 

なお、救助の対象、方法、経費及び期間については、災害救助法施行細

則による。 

災害救助法が適用された場合、「１市における措置」は県が実施機関と

なるが、当該事務は市長への委任が想定されているため、市が実施するこ

ととなる。 

なお、救助の対象、方法、経費及び期間については、災害救助法施行細

則による。 

表記の整理 

 第３節 生活必需品の供給 第３節 生活必需品の供給  

135 ２ 災害救助法の適用 ２ 災害救助法の適用  

 災害救助法が適用された場合、「１市における措置」は県が実施機関と

なるが、当該事務は市長への委任が想定されているため、直接の事務は、

市で行うこととなる。 

なお、救助の対象、方法、経費及び期間については、災害救助法施行細

則による。 

災害救助法が適用された場合、「１市における措置」は県が実施機関と

なるが、当該事務は市長への委任が想定されているため、市が実施するこ

ととなる。 

なお、救助の対象、方法、経費及び期間については、災害救助法施行細

則による。 

表記の整理 
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頁 現行（平成 29年 3月修正） 改 正 案 改正理由 

 第１２章 環境汚染防止及び地域安全対策 第１２章 環境汚染防止及び地域安全対策  

 第２節 地域安全対策 第２節 地域安全対策  

137 １ 県警察における措置 １ 県警察における措置  

 （1）社会秩序の維持対策 

ア 避難後の住宅密集地域、避難場所、食糧倉庫、金融機関等の防犯

対策及び各種犯罪の多発地域等については、重点的に警ら警戒、広

報活動を強化し、各種犯罪の未然防止に努める。 

（2）（略） 

（3）行方不明者発見・保護活動 

行方不明者を早期に発見・保護するための活動拠点として、警察署

に行方不明者相談窓口を設置する。 

（4）一般社団法人愛知県警備業協会に対する出動要請 

警察本部長は。警戒活動を円滑に実施するため一般社団法人愛知県

警備業協会との「災害時における交通の確保等の業務に関する協定」

に基づき警備印の出動要請を行うものとする。 

（1）社会秩序の維持対策 

ア 被災地及びその周辺において、独自に又は自主防犯組織等と連携

し、パトロールや生活の安全に関する情報の提供等を行い、速やか

な安全確保に努めるものとする。 

（2）（略） 

（3）行方不明者発見・保護活動 

行方不明者を早期に発見・保護するための活動拠点として、警察署

等に行方不明者相談窓口を設置する。 

（4） 一般社団法人愛知県警備業協会に対する出動要請 

    警察本部長は、被災地の被害拡大の防止を図るとともに、救援活動、

救護活動等を円滑に実施するため一般社団法人愛知県警備業協会と

の「災害時における交通の確保等の業務に関する協定」に基づき警備

員の出動要請を行うものとする。 

表記の整理 

 

 

 

 

 

 

 

表記の整理 

    

 第１３章 遺体の取扱い 第１３章 遺体の取扱い  

 第１節 遺体の捜索 第１節 遺体の捜索  

138 市における処置 市における処置  

139  （4）災害救助法の適用 

災害救助法が適用された場合、「１市における措置」は県が実施機関と

なるが、当該事務は市長への委任が想定されているため、直接の事務は、

市で行うこととなる。 

なお、救助の対象、方法、経費及び期間については、災害救助法施行細

則による。 

（4）災害救助法の適用 

災害救助法が適用された場合、「１市における措置」は県が実施機関と

なるが、当該事務は市長への委任が想定されているため、市が実施するこ

ととなる。 

なお、救助の対象、方法、経費及び期間については、災害救助法施行細

則による。 

表記の整理 

 第２節 遺体の処理 第２節 遺体の処理  

139 １ 市における処置 １ 市における処置  

 （6）災害救助法の適用 

災害救助法が適用された場合、「１市における措置」は県が実施機関と

なるが、当該事務は市長への委任が想定されているため、直接の事務は、

市で行われる。 

（6）災害救助法の適用 

災害救助法が適用された場合、「１市における措置」は県が実施機関と

なるが、当該事務は市長への委任が想定されているため、市が実施するこ

ととなる。 

表記の整理 
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頁 現行（平成 29年 3月修正） 改 正 案 改正理由 

なお、救助の対象、方法、経費及び期間については、災害救助法施行細

則による。 

なお、救助の対象、方法、経費及び期間については、災害救助法施行細

則による。 

 第３節 遺体の埋火葬 第３節 遺体の埋火葬  

140 １ 市における処置 １ 市における処置  

 （7）災害救助法の適用 

災害救助法が適用された場合、「１市における措置」は県が実施機関と

なるが、当該事務は市長への委任が想定されているため、直接の事務は、

市で行うこととなる。 

なお、救助の対象、方法、経費及び期間については、災害救助法施行細

則による。 

（7）災害救助法の適用 

災害救助法が適用された場合、「１市における措置」は県が実施機関と

なるが、当該事務は市長への委任が想定されているため、市が実施するこ

ととなる。 

なお、救助の対象、方法、経費及び期間については、災害救助法施行細

則による。 

表記の整理 

    

 第１４章 ライフライン施設等の応急対策 第１４章 ライフライン施設等の応急対策  

141 ■基本方針 ■基本方針  

 ○ 下水管渠、ポンプ場、終末処理場の被害に対して、機能回復を図るた

めの応急措置を講ずる。特に排水機能の被害については、住民生活に多

大な影響を及ぼすばかりか、衛生的にも悪い状態を招くため、優先的に

応急復旧させる。 

（追加） 

○ 下水管渠、ポンプ場、終末処理場の被害に対して、機能回復を図るた

めの応急措置を講ずる。特に排水機能の被害については、住民生活に多

大な影響を及ぼすばかりか、衛生的にも悪い状態を招くため、優先的に

応急復旧させる。 

○ 復旧にあたり、可能な限り地区別の復旧予定時期の目安を明示するも

のとする。 

対策の追加（防

災基本計画の修

正（H29.4）） 

 第１節 電力施設対策 第１節 電力施設対策  

142 中部電力株式会社における措置 中部電力株式会における措置  

143 （7）広域運営による応援 

「非常災害時における復旧応援要綱」（中央電力協議会）及び「資材

及び役務の相互融通に関する規定」（中地域電力協議会）に基づき、必

要に応じて他電力会社へ応援を依頼する。 

（7）広域運営による応援 

電力広域的運営推進機関と協調すると共に、必要に応じて他電力会

社へ応援を依頼する。 

運用の見直し 

    

 第１５章 住宅対策 第１５章 住宅対策  

149 ■基本方針 ■基本方針  

 ○ あらかじめ登録された判定士を現地に派遣して技術的な危険度判定

をし、その危険性を周知することにより、二次災害を未然に防止し、市

民の生命の保護を図る。 

（追加） 

○ あらかじめ登録された各種調査の判定士を現地に派遣して技術的な

危険度判定をし、その危険性を周知することにより、二次災害を未然に

防止し、市民の生命の保護を図る。 

○ 判定活動の実施にあたっては、各種調査が個別の目的を有しているこ

対策の追加（防

災基本計画の修

正（H29.4）） 
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頁 現行（平成 29年 3月修正） 改 正 案 改正理由 

とを踏まえ、それぞれの調査の必要性や実施時期の違い、民間の保険損

害調査との違い等について、被災者に明確に説明するものとする。 

 第１節 被災建築物応急危険度判定及び被災宅地危険度判定 第１節 被災建築物応急危険度判定及び被災宅地危険度判定  

150 ２ 市における措置 ２ 市における措置  

 （2）判定活動の実施 

実施本部は、判定士、資機材等の確保をし、判定活動を実施する。 

（2）判定活動の実施 

実施本部は、判定士、資機材等の確保をし、判定活動を実施する。 

判定活動の実施にあたっては、被災建築物の応急危険度判定調査、

被災宅地危険度判定調査、住家被害認定調査など、住宅に関する各種

調査が個別の目的を有していることを踏まえ、それぞれの調査の必要

性や実施時期の違い、民間の保険損害調査との違い等について、被災

者に明確に説明するものとする。 

対策の追加（防

災基本計画の修

正（H29.4）） 

 第６節 障害物の除去 第６節 障害物の除去  

153 ２ 災害救助法の適用 ２ 災害救助法の適用  

 災害救助法が適用された場合、「１市における措置」は県が実施機関と

なるが、当該事務は市長への委任が想定されているため、直接の事務は、

市で行うこととなる。 

なお、救助の対象、方法、経費及び期間については、災害救助法施行細

則による。 

災害救助法が適用された場合、「１市における措置」は県が実施機関と

なるが、当該事務は市長への委任が想定されているため、市が実施するこ

ととなる。 

なお、救助の対象、方法、経費及び期間については、災害救助法施行細

則による。 

表記の整理 

    

 第１６章 学校における対策 第１６章 学校における対策  

 第４節 教科書・学用品等の給与 第４節 教科書・学用品等の給与  

157 １ 市における措置 １ 市における措置  

 （1）児童・生徒に対する教科書・学用品等の給与 

市は、災害により教科書・学用品等を喪失又はき損し、就学上支障

を来した児童及び生徒に対して、教科書・学用品等を給与する。 

（1）児童・生徒に対する教科書・学用品等の給与 

市は、災害により教科書・学用品等を喪失又はき損し、就学上支障

を来した市立小・中学校等の児童及び生徒に対して、教科書・学用品

等を給与する。 

表記の整理 

157 ２ 災害救助法の適用 ２ 災害救助法の適用  

 災害救助法が適用された場合、「１市における措置」は県が実施機関と

なるが、当該事務は市長への委任が想定されているため、直接の事務は、

市で行う。 

なお、救助の対象、方法、経費及び期間については、災害救助法施行細

則による。 

災害救助法が適用された場合、「１市における措置」は県が実施機関と

なるが、当該事務は市長への委任が想定されているため、市が実施するこ

ととなる。 

なお、救助の対象、方法、経費及び期間については、災害救助法施行細

則による。 

表記の整理 
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頁 現行（平成 29年 3月修正） 改 正 案 改正理由 

 第４編 災害復旧・復興 第４編 災害復旧・復興  

158 （追加） 第１章 復興体制 対策の追加 

  ■基本方針  

  ○ 大規模災害からの円滑かつ迅速な復興を図るため、復興体制を整備す

る。 

○ 大規模災害により被災した地域の再建を可及的速やかに実施するた

め、復興計画を作成し、計画的に復興を進める。 

○ 市は、災害復旧・復興対策の推進のため、必要に応じ、国や他の地方

公共団体等に対し、職員の派遣等の協力を求める。 

○ 被災地の復旧・復興に当たっては、復旧・復興のあらゆる場・組織に、

障がい者や高齢者、女性等の参画を促進する。 

対策の追加 

  ■主な機関の措置  

  区 分 機関名 主な措置 

第１節 

復興計画等の策

定 

市  市復興計画の策定 

第２節  

職員の派遣要請 

市 (1）国の職員の派遣要請 

(2) 他市町村の職員の派遣要請 

(3) 職員派遣のあっせん要求 
 

対策の追加 

  第１節 復興計画等の策定  

  市における措置  

  市復興計画の策定 

特定大規模災害によって土地利用の状況が相当程度変化した地域や

多数の住民が避難等を余儀なくされた地域など、復興法に定める要件

に該当する地域をその区域とする市町村は、国の復興基本方針及び県

復興方針に則して、市町村復興計画を策定し、これを着実に実施する

ことにより、被災地域等における円滑かつ迅速な復興を図る。 

対策の追加 

  第２節 職員の派遣要請  

  市における措置  

  （1）国の職員の派遣要請（復興法第 53条） 

市長は、特定大規模災害からの復興のために必要な場合、指定地方

行政機関の長に対して、職員の派遣を要請することができる。 

対策の追加 
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頁 現行（平成 29年 3月修正） 改 正 案 改正理由 

（2）他の普通地方公共団体の職員の派遣要請（地方自治法第 252条の 17） 

市長は、市の事務処理のため特別の必要があると認める場合、他の

普通地方公共団体の長に対して、職員の派遣を要請することができる。 

（3）職員派遣のあっせん要求（復興法第 54条） 

市長は、知事に対し復興法第 53条の規定による指定地方行政機関の

職員の派遣について、あっせんを求めることができる。 

また、市長は、知事に対し地方自治法第 252条の 17の規定による他

の普通地方公共団体職員の派遣について、あっせんを求めることがで

きる。 

    

158 第１章 公共施設等災害復旧対策  第２章 公共施設等災害復旧対策  表記の整理 

 （略） （略）  

    

162 第２章 災害廃棄物処理対策 第３章 災害廃棄物処理対策 表記の整理 

 （略） （略）  

    

163 第３章 震災復興都市計画の決定手続き 第４章 震災復興都市計画の手続き 表記の整理 

 （略） （略）  

    

165 第４章 被災者等の再建等の支援  第５章 被災者等の生活再建等の支援  表記の整理 

165 ■主な機関の措置 ■主な機関の措置  

166 区 分 機関名 主な措置 

第４節 

住宅等対策 

県 （略） 

市 （略） 

住宅金融支援機構東

海支店 

（略） 

 

区 分 機関名 主な措置 

第４節 

住宅等対策 

県 （略） 

市 （略） 

独立行政法人住宅金

融支援機構 

（略） 

 

表記の整理 

 第１節 罹災証明書の交付等 第１節 罹災証明書の交付等  

166 １ 県（防災局）における措置 １ 県（防災局）における措置  

 （1）市町村の支援等 

県は、災害による住家等の被害の程度の調査や罹災証明書の交付に

ついて、被害の規模と比較して被災市町村の体制・資機材のみでは不

足すると見込まれる場合には、当該市町村に対し必要な支援を行うと

（1）市町村の支援等 

県は、災害による住家等の被害の程度の調査や罹災証明書の交付に

ついて、被害の規模と比較して被災市町村の体制・資機材のみでは不

足すると見込まれる場合には、当該市町村に対し必要な支援を行うと

対策の追加（防

災基本計画の修

正（H29.4）） 
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頁 現行（平成 29年 3月修正） 改 正 案 改正理由 

ともに、被害が複数の市町村にわたる場合には、調査・判定方法にば

らつきが生じることのないよう、被災市町村間の調整を図る。 

ともに、被害が複数の市町村にわたる場合には、調査・判定方法にば

らつきが生じることのないよう、定期的に、各市町村における課題の

共有や対応の検討、各市町村へのノウハウの提供等を行うこと等によ

り、被災市町村間の調整を図る。 

    

173 第５章 商工業・農林水産業の再建支援 第６章 商工業・農林水産業の再建支援 表記の整理 

 第２節 農林水産業の再建支援 第２節 農林水産業の再建支援  

174 １ 県（農林水産部）における措置 １ 県（農林水産部）における措置  

 （3）施設復旧 

第１章 公共施設等災害復旧対策 参照 

（3）施設復旧 

第２章 公共施設等災害復旧対策 参照 

表記の整理 

174 ２ 市における措置 ２ 市における措置  

 （3）施設復旧 

第１章 公共施設等災害復旧対策 参照 

（3）施設復旧 

第２章 公共施設等災害復旧対策 参照 

表記の整理 

    

 第５編 東海地震に関する事前対策 第５編 東海地震に関する事前対策  

 第４章 発災に備えた直前対策 第４章 発災に備えた直前対策  

187 ■ 主な機関の措置 ■ 主な機関の措置  

189 区 分 機関名 主な措置 

第７節 

飲料水、電気、ガ 

ス、通信及び放送 

関係 

日本放送協会名古 

屋放送局 

6(1) 防災組織の整備及

び県・市町村への協力 

6(2) （略） 

6(3) （略）  
 

区 分 機関名 主な措置 

第７節 

飲料水、電気、ガ 

ス、通信及び放送 

関係 

日本放送協会名古 

屋放送局 

6(1) 防災組織の整備及

び県・市町村との協力 

6(2) （略） 

6(3) （略）  
 

表記の整理 

 第１節 避難対策 第１節 避難対策  

190 １ 市における措置 １ 市における措置  

 （1）避難対象地区の周知 

市は、地震により被害が予測される急傾斜地崩壊危険箇所等を避難

勧告・指示等の対象地区（以下「避難対象地区」という。）として定め、

対象地区の範囲、想定される危険の種類、避難場所、その他避難に関

する注意事項を、関係地区住民に対して周知するものとする。 

 

（1）避難対象地区の周知 

市は、地震により被害が予測される急傾斜地崩壊危険箇所等を避難

勧告等の対象地区（以下「避難対象地区」という。）として定め、対象

地区の範囲、想定される危険の種類、避難場所、その他避難に関する

注意事項を、関係地区住民に対して周知するものとする。 

 

避難情報の名称

変更 

 第４節 道路交通対策 第４節 道路交通対策  

192 １ 県公安委員会における措置 １ 県公安委員会における措置  
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頁 現行（平成 29年 3月修正） 改 正 案 改正理由 

 （2）交通規制の内容 

ア 緊急交通路の確保 

（ｱ）第１次 

a 強化地域規制 

次の各インターチェンジにおいて、一般車両に対し、流入の制

限及び強化地域内の高速道路等における走行の抑制を行う。 

（2）交通規制の内容 

ア 緊急交通路の確保 

（ｱ）第１次 

a 強化地域規制 

次の各インターチェンジにおいて、一般車両に対し、流入の制

限及び強化地域内の高速道路等における走行の抑制を行う。 

新規路線供用開

始（新東名高速

道路）、路線名称

の変更（名古屋

第二環状自動車

道）、流入を制限

する ICの整理

（名古屋高速道

路） 

 路線名 流入を制限するＩＣ 

東名高速道路 県内全 IC（春日井 IC下り線を除く） 

（追加） （追加） 

伊勢湾岸自動車道 県内全 IC 

東海環状自動車道 
せと品野IC及びせと赤津IC内周り

線（北進）を除く県内全 IC 

名古屋瀬戸道路 全 IC 

東名阪自動車道 県内全 IC 

（追加） （追加） 

名古屋高速道路 全 IC 

知多半島道路 全 IC 

南知多道路 全 IC 

知多横断道路 全 IC 

中部国際空港連絡道路 全 IC 
 

路線名 流入を制限するＩＣ 

東名高速道路 県内全 IC（春日井 IC下り線を除く） 

新東名高速道路 県内全 IC 

伊勢湾岸自動車道 県内全 IC 

東海環状自動車道 
せと品野IC及びせと赤津IC内周り

線（北進）を除く県内全 IC 

名古屋瀬戸道路 全 IC 

東名阪自動車道 県内全 IC 

名古屋第二環状自動車道 全 IC 

名古屋高速道路 
一宮線全 IC、小牧線小牧北 IC及び

小牧南 ICを除く全 IC 

知多半島道路 全 IC 

南知多道路 全 IC 

知多横断道路 全 IC 

中部国際空港連絡道路 全 IC 
 

195 (6) 緊急輸送車両の確認 

  ウ 緊急輸送車両の標章及び証明書の交付 

緊急輸送車両であると認定したときは、県又は県公安委員会は、

「緊急通行車両確認証明書」を標章とともに申請者に交付する。 

(6) 緊急輸送車両の確認 

ウ 緊急輸送車両の標章及び証明書の交付 

緊急輸送車両であると確認したときは、県又は県公安委員会は、

「緊急輸送車両確認証明書」を標章とともに申請者に交付する。 

表記の整理 

195 ２ 市、県公安委員会(豊田警察署)及び道路管理者における措置 ２ 市、県公安委員会(豊田警察署)及び道路管理者における措置  

 （2）車両を置いて避難するときは、できる限り道路外の場所に移動して

おくこと。やむをえず道路上に置いて避難するときは、道路の左側に

寄せて駐車し、エンジンを止め、エンジンキーは付けたままとし、窓

は閉め、ドアはロックしないこと。駐車するときは、避難する人の通

行や地震防災応急対策･災害応急対策の実施の妨げとなるような場所

には駐車しないこと。 

（2）車を置いて避難するときは、できるだけ道路外の場所に移動してお

くこと。やむを得ず道路上に置いて避難するときは、道路の左側に寄

せて駐車し、エンジンを止め、エンジンキーは付けたままとするか運

転席などの車内の分かりやすい場所に置いておくこととし、窓は閉め、

ドアはロックしないこと。駐車するときは、避難する人の通行や地震

防災応急対策・災害応急対策の実施の妨げとなるような場所には駐車

交通の方法に関

する教則（国家

公安委員会告

示）の改正 
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頁 現行（平成 29年 3月修正） 改 正 案 改正理由 

しないこと。 

197 第７節 飲料水、電気、ガス、通信及び放送関係 第７節 飲料水、電気、ガス、通信及び放送関係  

199 ６ 日本放送協会名古屋放送局における措置 ６ 日本放送協会名古屋放送局における措置  

 （1）防災組織の整備及び県・市町村への協力 

日本放送協会名古屋放送局は、警戒宣言が発せられた場合、防災業

務計画により防災組織を整備して、自ら活動を実施するとともに、県

及び市町村の活動が円滑に行われるようその業務について協力する。 

（1）防災組織の整備及び県・市町村との協力 

日本放送協会名古屋放送局は、警戒宣言が発せられた場合、防災業

務計画により防災組織を整備して、自ら活動を実施するとともに、県

および市町村と協力して減災・防災に向けた活動を行う。 

表記の整理 

199 第９節 金融対策 第９節 金融対策  

 １ 東海財務局及び日本銀行名古屋支店における措置 １ 東海財務局及び日本銀行名古屋支店における措置  

201 （3）証券会社等への措置 

ア 強化地域内に営業所又は事務所を置く証券会社等の警戒宣言時の

対応 

（ｵ）発災後の証券会社等の応急措置については、第 4編第 1章第 2節

1（2）ウに基づき、適時、的確な措置を講ずる。 

（3）証券会社等への措置 

ア 強化地域内に営業所又は事務所を置く証券会社等の警戒宣言時の

対応 

（ｵ）発災後の証券会社等の応急措置については、第 4編第 5章第 3節

1（2）ウに基づき、適時、的確な措置を講ずる。 

表記の整理 

 （4）電子債権記録機関への措置 

ア 強化地域内に本店その他の営業所を置く電子債権記録機関の警戒

宣言時の対応 

（ｵ）発災後の電子債権記録機関の応急措置については、第 4編第 1章

第 2節 1（2）エに基づき、適時、的確な措置を講ずる。 

（4）電子債権記録機関への措置 

ア 強化地域内に本店その他の営業所を置く電子債権記録機関の警戒

宣言時の対応 

（ｵ）発災後の電子債権記録機関の応急措置については、第 4編第 5章

第 3節 1（2）エに基づき、適時、的確な措置を講ずる。 

表記の整理 

    

 

  



   - 1 - 

みよし市水防計画の修正(案)要旨 

 

Ⅰ 水防計画修正の根拠 

市町村水防計画は、水防事務の調整及びその円滑な実施のため、必要な事項をまとめ

たものであり、毎年検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更しなければな

らないとされている（水防法第３３条第１項）。 

また、市町村水防計画を変更する場合は、市町村防災会議に諮ることとされている

（水防法第３３条第２項）。 

 

Ⅱ 主な修正事項 

１ みよし市職員初動マニュアルに準じた修正                     

みよし市職員初動マニュアルに準じて、非常配備基準における非常配備準備体制の

追加、非常配備の伝達要領の整理などの必要な修正を行う。（ｐ２～７） 

 

２ 水位周知河川の水位設定の見直しに伴う修正                        

愛知県では、これまでの災害の教訓を踏まえ、国のガイドライン等において、避難勧

告の発令判断の目安となる水位が、避難判断水位から氾濫危険水位へ見直されたことか

ら、氾濫危険水位等の設定を国の要領に基づいて、最近の水位の上昇速度や避難にかか

る時間などを考慮した水位設定に変更した。これに伴い、逢妻女川の水位設定も見直し

となったため必要な修正を行う。（ｐ８～１１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料３ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

みよし市水防計画新旧対照表  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

H26110
タイプライターテキスト
資料４

H26110
長方形

H26110
ノート注釈
H26110 : Accepted

H26110
ノート注釈
H26110 : Completed

H26110
ノート注釈
H26110 : None
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みよし市水防計画 新旧対照表 

 

頁 新 頁 旧 改正理由 

 

8 

 

第２章 水防組織 

第３節 通信連絡及び非常輸送  

 （略） 

１ 無線通信  

（１）（略） 

（２）（略） 

（３）（略） 

（４）トランシーバー（９３基） 

    災害現場での連絡に運用する。 

２～４ （略） 

 

 

8 

第２章 水防組織 

第３節 通信連絡及び非常輸送  

（略） 

１ 無線通信  

（１）（略） 

（２）（略） 

（３）（略） 

（４）トランシーバー（５１基） 

   災害現場での連絡に運用する。 

２～４ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

無線機器

の整備 
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頁 新 頁 旧 改正理由  

11 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３章 非常配備 

第１節 市の非常配備   

 （略） 

別表１ 

非常配備の基準 

配備体制 配備基準 参 集 

11 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３章 非常配備 

第１節 市の非常配備   

 （略） 

別表１  

非常配備の基準 

区分 配 備 時 期 配 備 内 容 非 常 配 備 員 

 

 

 

 

 

非常配

備準備

体制の

追加 
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頁 新 頁 旧 改正理由  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非常配備 

準備体制 

①東海地震に関連する調

査情報（臨時）が発表

されたとき。 

②市域に震度３以下の地

震が発生し、軽易な被

害の発生の報告があっ

たとき。 

③大雨警報、洪水警報が

発表されたとき。 

④大雨注意報、又は洪水

注意報が発表され、警

報への移行が予測され

るとき。 

⑤突発的な豪雨などによ

り、気象注意報・警報

の発表がなくても災害

発生 の恐 れが ある と

き。 

総務部長 

総務部次長 

防災安全課長 

防災安全課職員 

（課を３班に分け

対応。ただし災

害の発生が予想

されるときは全

員対応） 

他の職員は、勤務

時間内には自席待

機、勤務時間外に

は自宅待機を指示

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 

一 

非 

常 

配 

備 

１  次の各警報

のいずれかが

発表されたと

き。 

(1) 大雨警報 

(2) 暴風警報 

(3) 洪水警報 

２  市域に震度

4 の地震が発

生したとき。 

３  小規模の災

害が発生し、

又は発生する

恐れがあると

き。 

４  その他本部

長が必要と認

めたとき。 

 情報連絡活動及

び 災 害 に 対 す る

警戒のため、関係

各 班 の 少 数 の 人

員 を も っ て 当 た

り、本部連絡会を

開き、災害対策本

部、避難所の開設

や 職 員 の 配 備 を

検討し、状況によ

り さ ら に 高 度 の

配 備 体 制 に 移 行

で き る 体 制 と す

る。 

ただし、状況に

よ っ て は 非 常 配

備 準 備 体 制 と す

ることができる。 

１ 勤務時間内 

総務部長、都市

建設部長、環境経

済部長及び総務部

次長、都市建設部

次長、環境経済部

次長ほか次の職員 

(1) 本部：1～2 箇

班 

(2) 非常配備班：1

～2 箇班 

(3) その他 

状況により 2 箇

班を増強する。 

 

２ 勤務時間外 

時間内と同様と

する。 
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頁 新 頁 旧 改正理由  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１ 

非常配備 

( 災 害 対

策本部設

置) 

①大雨警報、洪水警報、

暴風警報が発表された

とき。 

②市域に震度４の地震が

発生したとき。 

③小規模の 災害が発 生

し、又は発生する恐れ

があるとき。 

④非常配備準備体制にお

いて招集が必要と判断

したとき。 

・本部班：１～２

箇班 

・非常配備班：１

～２箇班 

※状況により２箇

班程度を増員す

る。 

※次班の職員は原

則 と し て 自 席

（自宅）待機と

する。 

 

 

第２ 

非常配備 

( 災 害 対

策本部設

置) 

①相当規模の災害が発生

し、又は発生する恐れ

があるとき。 

②東海地震注意情報が発

表されたとき。 

③市域に震度５弱の地震

が発生したとき。 

④その他本部長が必要と

認めたとき。 

・本部班：２～３

箇班 

・非常配備班：２

～５箇班 

※状況により１箇

班を増員する。 

※その他の全職員

は原則として自

席（自宅）待機

とする。 

※本部長（市長）

以下本部員（部

長級以上）は全

員参集する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 

二 

非 

常 

配 

備
（ 

災 

害 

対 

策 

本 

部 
設 

置 

） 

１  上 記 の ほ

か、相当規模

の災害が発生

し、又は発生

する恐れがあ

るとき。 

２ 地震防災対

策強化地域判

定会が招集さ

れたとき。 

３ 市域に震度

５弱の地震が

発 生 し た と

き。 

４ その他本部

長が必要と認

めたとき。 

上記のほか、関

係各班の所要の

人員をもって当

たり、状況により

速やかに第 3 非

常配備に切り替

え、また切り換え

る前においても

災害の発生とと

もにそのまま直

ちに非常活動が

開始できる体制

とする。 

１ 勤務時間内 

総務部長、都市

建設部長、環境経

済部長及び総務

部次長、都市建設

部次長、環境経済

部次長ほか次の

職員 

( 1 ) 本部： 2～ 3

箇班 

( 2 )  非 常 配 備

班：2～5 箇班 

(3) その他 

状況により 1

箇班を増強する。 

２  災害対策本部

設置のため、本部

長（市長）以下本

部員全員参集（本

部員とは、部長以

上） 

３ 勤務時間外 

時 間 内 と 同 様

とする。 
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頁 新 頁 旧 改正理由  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

14 

 

 

配備体制 配備基準 参 集 

第３ 

非常配備 

( 災 害 対

策本部設

置) 

①市の全域に大災害が発

生、若しくは発生する

恐れがあるとき、又は

全域でなくても被害が

特に甚大であるとき。 

②特別警報が発表された

とき。 

③東海地震予知情報（警

戒宣言）が発令された

とき。 

④市域に震度５強以上の

地震が発生したとき。 

⑤その他本部長が必要と

認めたとき。 

１ 勤務時間内 

全職員は応急

対策にあたるた

め の 体 制 を と

る。 

２ 勤務時間外 

全職員は参集

する。 

 

別表２ 

非常配備本部班編成表 

   （略） 

 

４ 非常配備班の編制 

（略） 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

16 

 

 

区分 配 備 時 期 配 備 内 容 非 常 配 備 員 

（ 

災 

害 

対 

策 

本 

部 

設 

置 

） 

第 

三 

非 

常 

配 

備 

１ 市の全域に大

災害が発生若し

くは発生する恐

れがあるとき、

又は全域でなく

ても被害が特に

甚大と予想され

るとき。 

２ 大規模地震対

策特別措置法に

基づく警戒宣言

が発令されたと

き。 

３ 市域に震度５

強以上の地震が

発生したとき。 

各部各班の全員

をもって当たり、

状況により直ちに

全活動ができる完

全な体制とする。 

１ 勤務時間内 

本部長以下男子職

員全員。女子職員は、

必要に応じて招集す

る。 

２ 勤務時間外 

全員体制とする。 

 

別表２ 

非常配備本部班編成表 

   （略） 

 

２ 非常配備班の編制 

   （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表記の

整理 
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頁 新 頁 旧 改正理由  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 非常配備の伝達要領 

 （１）勤務時間内 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 非常配備の伝達要領 

（１）勤務時間内 

 

伝達要

領の整

理 
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頁 新 頁 旧 改正理由  

15 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （２）勤務時間外 

 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （２）勤務時間外 
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頁 新 頁 旧 改正理由 

20  第４章 水位周知河川における水位到達情報 

第１節 種類及び通知基準 

知事は、水位周知河川として指定した河川について、水位

が氾濫危険水位（法第 13 条第２項に規定される洪水特別警

戒水位）に達したときは、その旨を当該河川の水位又は流量

を示して水防管理者及び量水標管理者に通知するとともに、

必要に応じて報道機関の協力を求めて、一般に周知させる。 

また、避難のための立退きの勧告又は指示の判断に資する

ため、知事が指定した河川については知事から、関係市町村

の長にその通知に係る事項を通知する。 

通知する情報の種類、通知基準は、次のとおりである。 

 

種 類 通知基準 

避難判断水位 

到達情報 

基準地点の水位が避難判断水位に到達し

たとき 

氾濫危険水位 

到達情報 

基準地点の水位が氾濫危険水位（洪水特

別警戒水位）に到達したとき 

氾濫発生情報 氾濫が発生したとき 

 なお、本市には国土交通大臣が指定した水位周知河川はな  

い。 

 

 

 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４章 水位情報の周知 

（追加） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水位到達

情報の種

類等につ

いて追加 
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頁 新 頁 旧 改正理由 

第２節 県が行う水位情報の通知及び周知 

（１）水位到達情報の通知を行う河川名、区域 

 

 

 

 

河川名 区 域 

逢妻女川 布袋子川合流点から 逢妻川合流点まで 

（２）水位到達情報の通知の対象となる基準観測所及び基準

水位 

 

 

 

 

注）逢妻女川は水防警報河川に指定されていないため、水防

団待機水位（通報水位）、氾濫注意水位（警戒水位）、出動

水位については、参考水位のため（ ）書きとしている。 

河川名  観測所名  
水防団待

機 (通報 ) 

氾濫注意  

(警  戒 ) 
出  動  避難判断  

氾濫危険  

(洪水特別警

戒 ) 

逢 妻 女

川  

豊田市  

千  足  
(1.45)m (1.80)m (1.90)m 1.90m 2.20m 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１節 水位情報の周知される河川及びその区間 

  水防法第１３条の規定により愛知県知事が、洪水予報

河川以外の河川で、洪水により重大又は相当な損害が生

ずるおそれがあるものとして指定した河川及び区間は、

次のとおりである。 

 

河川名 区 域 

逢妻女川 布袋子川合流点から 逢妻川合流点まで 

第２節 水位情報周知を行う水位観測所における基準水位 

 愛知県知事が指定した河川の水位観測所及び基準水位は

次のとおりである。 

 なお、この水位に到達した場合は、状況に応じて「第５

節 避難」の記載に従うものとする。 

 

河川名  観測所名  
水防団待

機 (通報 ) 

はん濫注意  

(警戒 ) 
出動  

避難判断  

(特別警

戒 ) 

はん濫危険

(危  険 ) 

逢 妻 女

川  

豊田市  

千  足 
(1.10)m (1.70)m 2.00m (2.00)m 2.60m 

注）逢妻女川は水防警報河川に指定されていないため、水

防団待機水位（通報水位）、はん濫注意水位（警戒水位）、

出動水位については、参考水位のため（ ）書きとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表記の整

理 

水位設定

の見直し 
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頁 新 頁 旧 改正理由 

（３）水位到達情報の通知の担当官署 

河川名 担当官署 

逢妻女川 豊田加茂建設事務所 

 

（４）浸水想定区域 

下線名 浸水想定区域 

逢妻女川 みよし市、豊田市 

 

 

（５）水位到達情報の伝達経路及び手段 

避難判断水位に達したときには、その旨を豊田加茂建

設事務所から高度情報通信ネットワークにより伝達さ

れる。 

 

豊田加茂建設事務所 
 

み よ し 市 

（高度情報通信ネットワーク） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（追加） 

 

 

 

 

 

 （追加） 

 

 

 

 

 

第３節 水位情報伝達系統 

避難判断水位（特別警戒水位）に達したときには、そ

の旨を豊田加茂建設事務所から高度情報通信ネットワー

クにより伝達される。 

 

豊田加茂建設事務所 
 

み よ し 市 

（高度情報通信ネットワーク） 

 

 

 

 



11 

 

 

頁 新 頁 旧 改正理由 

 

28 

第５章 水防活動 

第５節 避難   

１ 避難の指示又は勧告   

  水防管理者（市長）は、「第４章 第２節 県が行う

水位情報の通知及び周知」に記載される河川が避難判断

水位に達し、かつ、その管轄区域内において洪水により

著しい危険が切迫していると認められるときは、必要と

認める区域の居住者に対して避難のため立退きを指示、

又は勧告（以下「避難勧告等」という。）する。この場

合、豊田警察署長にその旨を通知する。 

なお、避難を確保するための措置については、みよし

市防災計画（風水害編）に定めるものとする。 

  

 ２ （略） 

 

32 

第５章 水防活動 

第５節 避難   

１ 避難の指示又は勧告   

   水防管理者（市長）は、「第４章 第２節 水位情報

周知を行う水位観測所における基準水位」に記載される

河川が避難判断水位に達し、かつ、その管轄区域内にお

いて洪水により著しい危険が切迫していると認められ

るときは、必要と認める区域の居住者に対して避難のた

め立退きを指示、又は勧告（以下「避難勧告等」という。）

する。この場合、豊田警察署長にその旨を通知する。 

なお、避難を確保するための措置については、みよし

市防災計画（風水害編）に定めるものとする。 

 

 ２ （略） 

 

 

 

表記の整

理 

 



 

「南海トラフ地震に関連する情報」（臨時）発表時の参集体制について 

 

１ 変更までの経緯 

  ・国が設置した防災対策実行会議の下のワーキンググループにおいて、現在の科学

技術では、現行の地震防災対策が前提としている角度の高い地震予測はできない

ため、大規模地震対策特別措置法に基づく対策は改める必要があるとされた。 

  ・これを受け、平成 29 年 11 月１日から気象庁では以下の対応を、当面の間、実

施している。 

 （１）「南海トラフ地震に関連する情報」の発表 

情報名 情報発表条件 

南海トラフ

地震に関連

する情報（臨

時） 

○南海トラフ沿いで異常な現象（※１）が観測され、その現象が南海

トラフ沿いで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 

○観測された現象を調査した結果、南海トラフ沿いの大規模な地震発

生の可能性が平常時と比べ相対的に高まった場合 

○南海トラフ沿いの大規模な地震発生の可能性が相対的に高まった

状態ではなくなったと評価された場合 

  ※１ 南海トラフ沿いでマグニチュード７以上の地震が発生した場合や東海地域

に設置されたひずみ計に有意な変化を計測した場合などを想定 

 （２）「南海トラフ沿いの地震に関する評価検討会」の開催 

   

２ 変更内容 

  ・東海地震に関する地震予知を前提とした非常配備体制を、国等の動きに合わせ、

当面の間、中止する。 

  ・気象庁からの「南海トラフ地震に関連する情報」が発表された場合の職員参集体

制について、非常配備動員計画を平成 30 年４月 1 日から改正し、対応する。な

お、地域防災計画は国の計画が変更された後に修正する予定。 

 

３ 市の参集体制 

（１）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旨の臨時情

報発表時 

対 応 非常配備準備体制 

※総務部長、総務部次長、防災安全課長、防災安全課職員 

  （２）南海トラフ沿いの大規模な地震発生の可能性が平常時と比べ相対的に高まった

と評価された旨の臨時情報発表時 

対 応 
本部連絡会を開催し、必要に応じて第１非常配備体制 

※第１非常配備（災害対策本部設置）/本部班・非常配備班：1～2箇班 

 

資料５ 



みよし市の災害相互応援協定の締結状況

１　市町村間の相互応援協定

協定名 協定締結団体 締結年月日

木曽町及びみよし市の災害時にお
ける相互応援に関する協定

長野県　木曽町 H23.10.29

士別市及びみよし市の災害時にお
ける相互応援に関する協定

北海道　士別市 H23.11.21

西三河災害時相互応援協定 西三河９市１町 H25.7.3

益城町及びみよし市の災害時にお
ける相互応援に関する協定

熊本県　益城町 H30.2.9

２　民間機関等との相互応援協定（放送協定）

協定名 協定締結団体 締結年月日

災害時の放送に関する協定 ひまわりネットワーク㈱ H9.8.27

災害緊急放送に関する協定 エフエムとよた㈱ H13.2.1

３　民間機関等との相互応援協定（救急救護協定）

協定名 協定締結団体 締結年月日

災害時の医療救護活動に関す
る協定

豊田加茂薬剤師会 H15.12.5

大規模災害時等における支援
協定

日本赤十字社 H16.3.22

災害時の医療救護活動に関す
る協定

豊田加茂
医師会 H16.4.8

災害時の医療救護活動に関す
る協定

豊田加茂
歯科医師会

H16.4.8

４　民間機関等との相互応援協定（輸送協定）

協定名 協定締結団体 締結年月日

災害時における遺体搬送の支
援協力に関する協定

社団法人全国霊柩自動車協
会

H22.8.16

５　民間機関等との相互応援協定（災害復旧協定）

協定名 協定締結団体 締結年月日

災害時における支援協力に関
する協定

トヨタ自動車㈱ H26.2.6

協定内容

災害に関する緊急放送等

生活必需品・車両・医療物資等の提供、職員派遣
等

生活必需品・車両・医療物資等の提供、職員派遣
等

防災対策又は応急対策の実施上必要な放送の依
頼手続き等

災害時における地域復旧支援

生活必需品・車両・医療物資等の提供、職員派遣
等

災害時における遺体搬送支援

協定内容

協定内容

応急対策の実施等

薬剤師・医療従事者の派遣等

医療従事者の派遣等

生活必需品・車両・医療物資等の提供、職員派遣
等

歯科医師等の派遣等

協定内容

協定内容

資料６
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６　民間機関等との相互応援協定（物資協定）　

協定名 協定締結団体 締結年月日

災害時における生活必需品
の供給協力に関する協定

トヨタ生活協同組合 H10.10.3

災害救助物資の緊急調達に関
する協定

あいち豊田農業協同組合 H14.9.24

災害時における生活必需品及
び車両等の供給協力に関する

みよし商工会 H9.12.9

災害時における生活必需品の
供給協力に関する協定

イオン株式会社三好店 H16.6.1

災害時における生活必需品等
の供給協力に関する協定

株式会社ベイシア三好店 H20.11.5

災害支援協力に関する協定書 生活協同組合コープあいち H25.4.23

名古屋市近隣市町村と生活協
同組合コープあいちとの災害時
応急生活物資供給等の協力に
関する協定

生活協同組合コープあいち H26.7.22

災害時における応急措置資機
材の提供等に関する協定

豊田みよし石油業協同組合
愛知県石油商業組合

H26.12.11

災害時における物資調達に関
する協定

ＤＣＭカーマ株式会社
ＤＣＭカーマ三好インター店

H28.10.3

７　民間機関等との相互応援協定（廃棄物処理協定）

協定名 協定締結団体 締結年月日

災害時の一般廃棄物処理及び
下水処理に係る相互応援に関
する協定

愛知県、市町村及び一部事
務組合、下水道管理者

H26.1.1

災害時における廃棄物の処理
等に関する協定

一般社団法人　愛知県産業
廃棄物協会

H26.12.10

８　上記１から７以外の民間機関との相互応援協定

協定名 協定締結団体 締結年月日

災害救助活動のための施設の
利用に関する協定

あいち豊田農業協同組合 H14.9.24

消防・防災に関する協定 トヨタ自動車株式会社 H14.12.1

災害時のみよし市ボランティア
支援本部開設等に関する支援

みよし市社会福祉協議会 H17.6.6

避難所等における食品の衛生
確保の協力に関する協定

愛知県食品衛生協会
みよし支部

H24.4.18

地震災害時の応急対策活動の
協力に関する協定書

公益社団法人
愛知県建築士会

H26.3.19

災害に係る情報発信等に関す
る協定

ヤフー株式会社 H26.3.13

災害時における地図製品等の
供給等に関する協定

株式会社ゼンリン H26.11.28

福祉避難所としての施設利用
に関する協定書

医療法人寿光会 H28.9.29

災害時の応援業務に関する基
本協定

公益社団法人　愛知県公共
嘱託登記土地家屋調査士会

H28.12.1

災害時における被災者支援の
ための行政書士業務に関する
協定

愛知県行政書士会
豊田支部

H29.9.1

生活必需品等の供給

生活必需品等の供給

協定内容

ボランティア支援本部の開設、運営等

災害時の災害廃棄物の処理の協力

災害時における情報発信の協力等

災害時における福祉避難所としての三好老人保
健施設利用に関する取扱い等

災害時における被災者支援のための行政書士業
務に関する取扱い等

応急措置資機材等の供給

協定内容

災害時における応急対策に関する取扱い等

地震発生時おける支援協力等

災害時の一般廃棄物処理業務及び下水処理業務
に関する相互応援

災害救助活動のための倉庫等施設の利用等

生活必需品等の供給

生活必需品等の供給、輸送

協定内容

応急措置資機材の提供等

災害時における地図製品の供給等

生活必需品等の供給

生活必需品等の供給

応急生活物資の供給、運搬

避難所への衛生指導員の派遣

消防車への給水活動、後方支援
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９　郵便局との相互応援協定

協定名 協定締結団体 締結年月日

災害支援協力に関する覚書
三好郵便局（郵便事業株式
会社）

H9.6.17

１０　上記１から９以外の相互応援協定

協定名 協定締結団体 締結年月日

福祉避難所としての施設利用
に関する協定

愛知県立三好特別支援学校 H22.4.5

災害時の情報交換に関する協
定

国土交通省
中部地方整備局

H23.7.7

大規模災害時における周辺住
民の避難場所使用等に関する
協定書

名古屋刑務所 H29.10.16

災害時における現地情報連絡員（リエゾン）の派
遣による情報交換に関する取扱い等

協定内容

災害時における避難所等としての施設利用に関
する取扱い等

郵便事業に係る災害特別事務取扱い等

災害時における福祉避難所としての施設利用に
関する取扱い等

協定内容
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