小牧市地域防災計画－風水害・原子力等災害対策計画－（平成２７年１１月修正）
頁
現行（平成２６年１１月修正）

修

正

案

第１編 総則

第１編 総則

第２編 災害予防
第１章～第３章 （略）
第４章 建築物等の安全化
第１節 交通・ライフライン関係施設対策
交通・ライフライン関係施設対策

第２編 災害予防
第１章～第３章 （略）
第４章 建築物等の安全化
建築物等の安全化
第１節 交通関係施設対策
交通関係施設対策
第２節 ライフライン関係施設対策
ライフライン関係施設対策
第３節 文化財保護対策
第４節 防災建造物整備対策
第５章～第７章 （略）
第８章 避難行動の促進対策
第１節 気象警報や避難勧告等の情報伝達体制の整備
第２節 避難場所及び避難路の選定
第３節 避難勧告等の判断及び伝達マニュアルの作成
第４節 避難誘導等に係る計画の策定
第５節 避難に関する意識啓発
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・
避難所の指定・整備
指定・整備
第２節 要配慮者支援対策
第３節 帰宅困難者対策
第 10 章 広域応援体制の整備
広域応援体制の整備
第 11 章 防災訓練及び防災意識の向上
第 12 章 防災に関する調査研究の推進

第２節 文化財保護対策
第３節 防災建造物整備対策
第５章～第７章 （略）
第８章 避難者・要配慮者対策
第１節 避難場所の確保
第２節 避難所の整備
第３節 避難道路の確保と交通規制計画
第４節 避難に関する広報
第５節 市等の避難計画
第６節 要配慮者の安全対策
第７節 帰宅困難者支援体制の整備

第９章 広域応援体制の整備
第 10 章 防災訓練及び防災意識の向上
第 11 章 防災に関する調査研究の推進
第３編 災害応急対策
第１章 活動態勢（組織の動員配備）
第２章 通信の運用
第１節 通信手段の確保
第２節 放送の依頼
第３節 通信施設の応急措置
第４節 郵便業務の応急措置
（追加）

第３編 災害応急対策
第１章 活動態勢（組織の動員配備）
（削除）

第２章 避難行動
第１節 気象警報等の伝達
第２節 避難の勧告・指示
第３節 住民等の避難誘導
第３章 災害情報の収集・伝達・広報
災害情報の収集・伝達・広報

第３章 情報の収集・伝達・広報
第１節 気象警報等の伝達
第２節 被害状況等の収集・伝達

第１節 被害状況等の収集・伝達
第２節 通信手段の確保
第３節 広報
第４章 応援協力・派遣要請
第５章 救出・救助対策
第１節（略）
第２節 航空機の活用
航空機の活用
第６章 医療救護・防疫・保健衛生対策
第７章 地域安全・
地域安全・道路交通規制
全・道路交通規制・緊急輸送対策
道路交通規制・緊急輸送対策
第１節 地域安全対策
第２節 道路交通規制等
第３節、第４節 （略）
第８章 水害防除対策
第９章 避難所・要配慮者支援・帰宅困難者対策
避難所・要配慮者支援・帰宅困難者対策
（削除）
第１節 避難所の開設・運営
避難所の開設・運営
第２節 要配慮者支援対策
第３節 帰宅困難者対策
第 10 章～第 13 章 （略）
第 14 章 ライフライン施設等の応急対策
第１節 電力施設対策
第２節 ガス施設対策
第３節 上水道施設対策
第４節 下水道施設対策
第５節 通信施設の応急措置
第６節 郵便業務の応急措置
第 15 章～第 23 章 （略）
第 24 章 住宅対策
第１節 被災宅地の危険度判定
第２節 被災住宅等の調査
第３節 公共賃貸住宅等への一時入居
第４節 応急仮設住宅の設置及び管理運営
第５節 住宅の応急修理
第６節 障害物の除去
第 25 章 学校における対策
学校における対策
第１節 気象警報等の伝達、臨時休業
気象警報等の伝達、臨時休業及び避難
臨時休業及び避難等の措置
及び避難等の措置
第２節～第４節 （略）

第３節 広報
第４章 応援協力・派遣要請
第５章 救出・救助対策
第１節（略）
第２節 防災ヘリコプターの活用
防災ヘリコプターの活用
第６章 医療救護・防疫・保健衛生対策
第７章 地域安全・交通
地域安全・交通・緊急輸送対策
交通・緊急輸送対策
第１節 地域安全対策
第２節 交通対策
第３節、第４節 （略）
第８章 水害防除対策
第９章 避難者・帰宅困難者対策
避難者・帰宅困難者対策
第１節 避難の勧告・指示
第２節 避難所の開設
第３節 要配慮者支援対策
第 10 章～第 13 章 （略）
第 14 章 ライフライン施設の応急対策
第１節 電力施設対策
第２節 ガス施設対策
第３節 上水道施設対策
第４節 下水道施設対策
（追加）
第 15 章～第 23 章 （略）
第 24 章 住宅対策
第１節 被災宅地の応急
被災宅地の応急危険度判定
応急危険度判定
第２節 被災住宅等の調査
第３節 公共賃貸住宅等への一時入居
第４節 住宅の仮設・応急修理及び障害物の除去

第 25 章 文教災害対策
文教災害対策
第１節 対策の伝達及び臨時休業等の措置
対策の伝達及び臨時休業等の措置
第２節～第４節 （略）

第４編 災害復旧

第４編 災害復旧
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正
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第１編 総則

第１編 総則

第１章 計画の目的・方針

第１章 計画の目的・方針

第２節 計画の性格及び基本方針

第２節 計画の性格及び基本方針

１ 地域防災計画－風水害等災害対策計画－
（略）

１ 地域防災計画－風水害等災害対策計画－
（略）
２ 他の計画との関係
この計画の国土強靭化に関する部分は、強くしなやかな国民生活の実現を図るための
防災・減災等に資する国土強靭化基本法（平成25年法律第95号）に基づく「国土強靭化
基本計画」との調和を保ちつつ、策定が進められている愛知県の国土強靭化地域計画を
指針とするものである。

（追加）

2

修

第４節 災害の想定
この計画の作成に当たっては、本市における地勢、地質、気象等の自然的条件に
加え、人口、都市化の状況、産業の集中等の社会的条件並びに過去における各種災
害発生状況を勘案し、発生し得る災害を想定し、これを基礎とした。
（追加）
この計画の基礎として想定した主な災害は、次のとおりである。
（１）台風による災害
（２）集中豪雨等異常気象による災害
（３）大規模な火災
（４）危険物の爆発等による災害
（５）可燃性ガスの拡散
（６）有毒性ガスの拡散
（７）航空機事故による災害
（８）その他の特殊災害
（追加）

第４節 災害の想定
この計画の作成に当たっては、本市における地勢、地質、気象等の自然的条件に加え、
人口、都市化の状況、産業の集中等の社会的条件並びに過去における各種災害発生状況
を勘案し、発生し得る災害を想定し、これを基礎とした。
（１）想定した主な災害
この計画の基礎として想定した主な災害は、次のとおりである。
ア 台風による災害
イ 集中豪雨等異常気象による災害
ウ 大規模な火災
エ 危険物の爆発等による災害
オ 可燃性ガスの拡散
カ 有毒性ガスの拡散
キ 航空機事故による災害
ク その他の特殊災害
（２）水防対策において参考とする浸水想定
台風や集中豪雨等による洪水等による災害について、本計画等の具体的な対策を策
定・修正する際には、次の資料を参考とする。
ア 水防法第１４条に基づき指定された浸水想定区域

第３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３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

４ 指定公共機関

４ 指定公共機関
指定公共機関

（追加）

（１）日本赤十字社
（略）
（２）日本郵便株式会社
災害の発生時又はそのおそれがある場合においては、可能な限り窓口業務を確保する。
また、災害の態様、被災者・被災地の実情に応じ、次のとおり、郵便業務に係る災害特
別事務取扱い及び援護対策を迅速かつ的確に実施するものとする。
ア 被災者の安否通信等の便宜を図るため、被災地の郵便局において、被災世帯に対
し、通常葉書及び郵便書簡を無償交付するものとする。
イ 被災者が差し出す郵便物の料金免除を実施するものとする。
ウ 被災者の救助を行う地方公共団体、日本赤十字社、その他総務省令で定める法人
又は団体に充てた救助用の現金書留郵便物等の料金免除を実施するものとする。
エ 被災者の救助を行う団体が被災者に配付する救助物資を購入するために必要な費
用に充てるため、あらかじめ当該団体からの申請に基づき、総務大臣の認可を得て、
お年玉付郵便葉書等寄附金を配分する。
オ 被災地の被災者の救助を行う地方公共団体等にあてた救助用の物を内容とするゆ
うパックの料金免除を実施するものとする。
（削除）

（１）日本郵便株式会社
災害の発生時又はそのおそれがある場合においては、可能な限り窓口業務を確保す
る。また、災害の態様、被災者・被災地の実情に応じ、次のとおり、郵便業務に係る災
害特別事務取扱い及び援護対策を迅速かつ的確に実施するものとする。
ア 被災者の安否通信等の便宜を図るため、被災地の郵便局において、被災世帯に対
し、通常葉書及び郵便書簡を無償交付するものとする。
イ 被災者が差し出す郵便物の料金免除を実施するものとする。
ウ 被災者の救助を行う地方公共団体、日本赤十字社、その他総務省令で定める法人
又は団体に充てた救助用の現金書留郵便物等の料金免除を実施するものとする。
エ 被災者の救助を行う団体が被災者に配付する救助物資を購入するために必要な
費用に充てるため、あらかじめ当該団体からの申請に基づき、総務大臣の認可を得
て、お年玉付郵便葉書等寄附金を配分する。
（追加）
（２）西日本電信電話株式会社
ア 災害時における情報等の正確かつ迅速な収集、伝達を行う。
イ 災害応急措置の実施に必要な通信に対して、通信設備を優先的に利用させる。
ウ 防災応急対策を実施するために必要な公衆通信施設の整備を行う。
エ 発災後に備えた災害応急対策用資機材及び人員の配備を行う。
オ 災害時における公衆通信の確保並びに被災施設及び設備の早期復旧を図る。
カ 気象等警報を市へ連絡する。
キ 電話サービス契約約款に基づき、災害関係電報電話料金等の免除を行う。
（３）日本赤十字社
（略）
（４）中部電力株式会社
ア 電気供給施設の災害予防措置を講じるとともに、災害予警報が発せられた場合に
おいても必要な応急対策を実施する。
イ 発災後、被災状況を調査し、早期復旧を図り、需要家に対し早期供給を図る。
ウ 電力に不足を生じた場合、電力会社との電力融通のための対策を実施する。
エ 原子力発電所において異常が発生した場合に、必要な情報提供を行う。
（５）東邦瓦斯株式会社
（略）
（６）中日本高速道路株式会社
（略）
（追加）
（追加）

2

（削除）
（３）中部電力株式会社
ア 電気供給施設の災害予防措置を講じるとともに被災状況を調査し、その早期復旧
を図る。
イ 電力に不足を生じた場合、他電力会社との電力の融通を図る。
（削除）
ウ 原子力発電所において異常が発生した場合に、必要な情報提供を行う。
（４）東邦瓦斯株式会社
（略）
（５）中日本高速道路株式会社
（略）
（６）西日本電信電話株式会社
（略）
（７）エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社
ア 災害時における情報等の正確かつ迅速な収集、伝達を行う。
イ 災害応急措置の実施に必要な通信に対し、通信設備を優先的に利用させる。
ウ 発災後に備えた災害応急対策用資器材及び人員の配備を行う。
エ 災害時における通信の確保並びに被災施設及び設備の早期復旧を図る。
オ 電話サービス契約約款等に基づき、災害関係電話料金等の免除を行う。
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（８）ＫＤＤＩ株式会社
ア 災害対策本部を設置し、直ちに災害応急対策を行う。
イ 災害時における電気通信の確保、被災施設及び設備の早期復旧を図る。
ウ 災害応急措置の実施に必要な通信に対して、防災関係機関からの要請により優先
的に対応する。
（９）ＮＴＴドコモ株式会社
ア 災害時における情報等の正確かつ迅速な収集、伝達を行う。
イ 災害応急措置の実施に必要な通信に対し、通信設備を優先的に利用させる。
ウ 発災後に備えた災害応急対策用資器材及び人員の配備を行う。
エ 災害時における携帯電話の通信確保並びに被災施設及び設備の早期復旧を図る。
オ 携帯電話サービス契約約款等に基づき、災害関係携帯電話料金等の免除を行う。
（１０）ソフトバンクモバイル株式会社
ア 災害時における重要通信の確保、及び被災した電気通信設備等の早期復旧を図る。
イ 災害応急措置の実施に必要な通信に対して、防災関係機関からの要請により優先
的に対応する。
ウ 災害時における情報等の正確かつ迅速な収集、伝達を行う。

（追加）

14

修

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
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
自主防災組織・ボランティ
ランティアとの
ティアとの連携
アとの連携
４ ボランティ
ランティアの
ティアの受
アの受入れ体制の整備及び協力・連絡
体制の整備及び協力・連絡体制の推進
連絡体制の推進
（２）ボランティアコーディネーター養成講座の開催
市は、ボランティア関係団体と相互に連絡し、ボランティアとして被災地の支援をし
たい者と支援を求める者との調整役となるコーディネーターの確保に努めるものとす
る。このため、市のボランティアコーディネーター養成講座を終了したボランティアコ
ーディネーターのうち適任者を愛知県の主催するフォローアップ研修に派遣し、コーデ
ィネートの知識、技術の向上を図る。
また、市においては、引き続きボランティアコーディネーター養成講座の開催に努め
るものとする。

第２節 自主防災組織・ボ
自主防災組織・ボランティ
ランティアとの
ティアとの連携
アとの連携
４ ボランティ
ランティアの
ティアの受
アの受入れ体制の整備及び協力・連絡
体制の整備及び協力・連絡体制の推進
連絡体制の推進
（２）ボランティアコーディネーター養成講座の開催
市は、ボランティア関係団体と相互に連絡し、ボランティアとして被災地の支援をし
たい者と支援を求める者との調整役となるコーディネーターの確保に努めるものとす
る。このため、市のボランティアコーディネーター養成講座を終了したボランティアコ
ーディネーターのうち適任者を、コーディネートの知識、技術の向上を図るため、愛知
県の主催するフォローアップ講座等に派遣する。
また、市においては、引き続きボランティアコーディネーター養成講座の開催に努め
るものとする。

第２章 水害予防対策
■基本方針

第２章 水害予防対策
■基本方針

○ 山地に起因する災害から市民の生命、財産を保全し、また、水源のかん養、生活

○ 山地に起因する災害から市民の生命、財産を保全し、また、水源の涵養等を図るた

環境の保全、形成を図るため、山地治山、保安林整備及び地すべり防止等の治山対

め、復旧治山事業等の治山対策を推進する。なお、推進を図る上で、自力避難が困難

策を推進する。なお、推進を図る上で、自力避難が困難な避難行動要支援者の人命

な避難行動要支援者の人命保護が重要である。

保護が重要である。
○ 荒廃した山地、渓流からの集中豪雨等による土石流・土砂流出、同じく急傾斜地

○ 集中豪雨等に伴う土石流・土砂流出、急傾斜地の崩壊、地すべり等による災害から

の崩壊、地すべり等による災害から人命・財産を守るため、国及び県と連携をとり

人命・財産を守るため、国及び県と連携をとりながら砂防事業、急傾斜地崩壊対策事

ながら砂防事業、急傾斜地崩壊対策事業及び地すべり対策事業を推進する。また、

業及び地すべり対策事業を推進する。また、土砂災害危険箇所の周知、土砂災害警戒

人命保護の立場から、土砂災害危険箇所の周知、土砂災害警戒区域等の指定、警戒

区域等の指定、防災意識の普及等の総合的な土砂災害対策を推進する。

避難体制の確立、防災意識の普及等の総合的な土砂災害対策を推進する。
■主な機関の措置
区 分

機関名
機関名

■主な機関の措置
区 分

主な措置

主な措置

第２節
要 配 慮 者 （略）
要配慮者利用施 利用施設
設に係る土砂災
害対策

第２節
要 配 慮 者 （略）
要配慮者関連施 関連施設
設に係る土砂災
害対策
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機関名
機関名

第１節 総合治山対策
合治山対策

第１節 総合治山対策
合治山対策

１ 中部森林管理
中部森林管理局
管理局及び県
及び県における措置

１ 中部森林管理
中部森林管理局
及び県における措置
管理局及び県

（３）保安林整備事業
地味劣悪、被災等により、機能の低下した保安林及び生活環境を保全すべき保安林を
整備して、水源かん養及び土砂流出、崩壊等の防災機能の高度発揮を図る。
（４）地域防災対策総合治山事業
荒廃地及び荒廃危険地等が存在する一定地域において山地災害を未然に防止し、生活
環境基盤の整備に資するため、緊急かつ総合的に事業を実施する。

（３）保安林整備事業
地味劣悪、被災等により、機能の低下した保安林及び生活環境を保全すべき保安林を
整備して、水源涵養及び土砂流出、崩壊等の防災機能の高度発揮を図る。
（４）地域防災対策総合治山事業
荒廃地及び荒廃危険地等が存在する一定地域において山地災害を未然に防止し、生活
環境基盤の整備に資するため、緊急かつ総合的に山地災害対策を実施する。

第２節 要配慮者関
要配慮者関連施設に係る土砂
施設に係る土砂災害対策
土砂災害対策
１ 県及び市における措置
（１）施設管理者等に対する情報の提供
山地災害危険地区等土砂災害の危険箇所に所在する、高齢者、障がい者、外国人、乳
幼児、妊産婦等要配慮者（以下、
「要配慮者」という。
）関連施設の調査結果に基づき、
山地災害危険地区等土砂災害の危険区域に所在する施設の管理者、防災責任者に対し、
県と協力してその旨を周知する。
（２）施設管理者等に対する防災知識の普及
施設の管理者、防災責任者に対し、説明会等の実施により土砂災害に関する知識の向
上と防災意識の高揚を図る。
また、個別の危険箇所、避難場所及び災害の前兆現象等を記載した「土砂災害危険箇
所・危険区域図」を作成し、市町村及び施設管理者に配布して防災知識の普及を図る。

第２節 要配慮者利
要配慮者利用施設に係る土砂
施設に係る土砂災害対策
土砂災害対策
１ 県及び市における措置
（１）施設管理者等に対する情報の提供
山地災害危険地区等土砂災害の危険箇所に所在する、高齢者、障がい者、外国人、乳
幼児、妊産婦等要配慮者（以下、
「要配慮者」という。
）利用施設の管理者、防災責任者
に対し、県と協力してその旨を周知する。

３ 要配慮関
要配慮関連施設における措置
第２編第８章第６節（２）
「社会福祉施設等における対策」による。

３ 要配慮利
要配慮利用施設における措置
第２編第９章第２節（２）
「社会福祉施設等における対策」による。

3

（２）施設管理者等に対する防災知識の普及
施設の管理者、防災責任者に対し、説明会等の実施により土砂災害に関する知識の向
上と防災意識の高揚を図る。
（削除）

小牧市地域防災計画－風水害・原子力等災害対策計画－（平成２７年１１月修正）
頁
現行（平成２６年１１月修正）

修

正

案
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第３節 砂防対策
１ 中部地方整備
中部地方整備局
地方整備局、県及び市における措置
（１）砂防事業
荒廃した林野及び山地の植林を行うほか、土砂流出防止のための砂防えん堤の築造及
び侵食による土砂流出防止のための流路工の整備を行い、災害の未然防止を図る。また、
丘陵地の開発にと伴う砂防指定地域内の行為に対する規制及び管理を強化する。
（２）急傾斜地崩壊防止事業
集中豪雨等によるがけ崩れ災害に対処するため、がけ崩れのおそれのある箇所を把握
し、人家５戸以上、こう配30度以上、がけの高さ５ｍ以上又は避難場所等に被害の恐れ
がある箇所は「急傾斜地崩壊危険区域」に早期に指定されるよう県に対し働きかける。
（略）
（３）地すべり対策事業
第三紀層、破砕帯等特殊な地質のところで、土地の一部が地下水等に起因して地すべ
りを起こしその面積が５ヘクタール、市街化区域にあっては２ヘクタール以上の地区
で、かつ多量の崩土が河川に流入し、下流に被害を及ぼすおそれがある箇所、又は、鉄
道、道路もしくは10戸以上の人家、又は公共施設等に被害のおそれがある箇所について、
「地すべり防止区域」に早期に指定されるよう県に働きかけ、地下水の排水施設、擁壁
等それぞれの地域に対応した防止施設の整備を実施する。
（４）総合土砂災害対策
近年の、土石流、崖崩れ災害等の頻発に鑑み、人命保護の立場から、上記の防災施設
を整備するほか、土砂災害危険箇所の周知、警戒避難体制の確立、土地利用の誘導、情
報の収集・伝達、防災意識の普及等を含めた総合的な土砂災害対策を実施する。
（略）
大規模な土砂災害が急迫した場合は、中部地方整備局及び県は緊急調査を実施し、そ
の結果を土砂災害緊急情報として市へ通知することにより、市の警戒避難体制を支援す
る。

第３節 砂防対策
１ 中部地方整備
中部地方整備局
地方整備局、県及び市における措置
（１）砂防事業
集中豪雨等に伴う土石流対策として、砂防えん提工や渓流の侵食による土砂流出を防
ぎ、河床の安定を図る渓流保全工等を施工する。また、砂防指定地域内の行為に対する
管理及び各種砂防事業を推進する。
（２）急傾斜地崩壊防止事業
集中豪雨等に伴うがけ崩れ災害に対処するため、がけ崩れのおそれのある箇所を把握
し、人家５戸以上、こう配30度以上、がけの高さ５ｍ以上又は避難場所等に被害の恐れ
がある箇所は「急傾斜地崩壊危険区域」に早期に指定されるよう県に対し働きかける。
（略）
（３）地すべり対策事業
土地の一部が地下水等に起因して地すべりを起こしその面積が５ヘクタール、市街化
区域にあっては２ヘクタール以上の地区で、かつ多量の崩土が河川に流入し、下流に被
害を及ぼすおそれがある箇所、又は、鉄道、道路もしくは10戸以上の人家、又は公共施
設等に被害のおそれがある箇所について、
「地すべり防止区域」に早期に指定されるよう
県に働きかけ、地下水の排水施設、擁壁等それぞれの地域に対応した防止施設の整備を
実施する。
（４）総合土砂災害対策
近年の土石流、崖崩れ災害等の頻発に鑑み、上記の防災施設を整備するほか、土砂災
害危険箇所の周知、警戒避難体制の確立に関する必要な支援、情報の収集・伝達、防災
意識の普及等を含めた総合的な土砂災害対策を実施する。
（略）
大規模な土砂災害が急迫した場合は、さらに同法に基づき、中部地方整備局及び県は
緊急調査を実施し、その結果を土砂災害緊急情報として市へ通知することにより、市の
警戒避難体制を支援する。
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第４節 河川防災対策
河川防災対策
１ 中部地方整備
中部地方整備局
地方整備局、県及び市における措置
（２）河川改修
市内の一級河川、準用河川及び普通河川について緊急度に応じて堤防の維持、狭さく
部の拡幅、護岸、しゅんせつ、根固工の修繕、堆積土砂の除去等の改修整備を促進する。
（３）総合治水対策
近年における都市化の進展とこれに伴う流域内の開発等に伴う、治水安全度の低下の
著しい河川について、地域の持つ保水、遊水機能の確保及び災害の発生のおそれのある
地域での安全な土地利用の誘導等の措置と併せて、治水施設の整備を積極的に推進する
ことにより災害の防止と軽減を図るため、特に対策の急がれる河川を対象にした総合的
な治水対策の推進を図るものである。

第４節 河川防災対策
河川防災対策
１ 中部地方整備
中部地方整備局
地方整備局、県及び市における措置
（２）河川改修
市内の一級河川、準用河川及び普通河川について緊急度に応じて堤防の維持、狭さく
部の拡幅、護岸、浚渫、根固工の修繕、堆積土砂の除去等の改修整備を促進する。
（３）総合治水対策
新川流域、境川流域などについては、都市化の進展が著しく、従来どおりの治水施設
の整備のみでは、早急に治水安全度を向上させることが困難となっていることから、総
合的な治水対策として、治水施設の整備を早急に実施するだけでなく、流域関係機関と
連携して、雨水貯留施設の整備や、農地の保全など流域が従来から有している保水・遊
水機能の確保に努める。
なお、東海豪雨などを契機に、平成18年に新川流域を、平成24年に境川流域を特定都
市河川流域に指定している。
（４）河川情報の提供等
中部地方整備局及び県は、水防法に基づき浸水想定区域を指定するとともに、浸水想
定等の情報を提供することにより、市のハザードマップ（防災マップ）作成を支援する。
また、水防活動を行う上で必要な雨量、河川水位、潮位観測局のデータや河川監視カ
メラの画像を市町村等水防関係機関へ提供するとともに、住民の自主避難や迅速かつ的
確な避難体制の確保を図るため、インターネットによる公開とメールによる情報配信を
行う。
さらに県は、行政と地域住民のコミュニケーションを重視しながら共に水害に立ち向
かう地域協働型の新しい取組である「みずから守るプログラム」を展開する。具体的に
は、手づくりハザードマップ作成支援や大雨行動訓練実施支援などをＮＰＯと連携して
実施する。

（４）河川情報の提供
水害による被害を最小限にくい止めるため、河川改修によるハード対策とともに、ソ
フト対策として、水防活動を行う上で必要な雨量、河川水位のデータや河川監視カメラ
の画像を市水防関係機関へ提供するとともに、住民の自主避難や迅速かつ的確な避難態
勢の確保を図るため、インターネットによる公開とメールによる情報配信を行う。また、
市が公表する洪水ハザードマップの作成を支援するための想定浸水情報の提供を実施
し、さらに地域防災力の強化、防災意識の高い人材の育成を目指した地域協働型の新し
いソフト対策「みずから守るプログラム（手づくりハザードマップ作成支援、大雨行動
訓練実施支援など）をＮＰＯと連携を図り実施する。

２ 市における措置
（１）浸水想定区域
①庄内川水系新川（大山川）浸水想定区域
対象地域：多気南町、多気西町、南外山、春日寺一丁目
ア 洪水予報等の伝達方法
広報車による広報、ホームページ、ＳＮＳを利用した情報発信、防災情報メール、
エリアメール等を使用して伝達を行う。
イ 避難場所その他洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な事項
市が作成した「避難勧告等の判断・伝達マニュアル」に基づき、適切に行い、事前
の避難を呼びかける。
ウ 浸水想定区域内に水防法第１５条第１項第４号に掲げる施設は、この浸水想定区
域内にはない。
②庄内川水系庄内川浸水想定区域
対象地域：多気南町、多気中町、多気西町
①と一部重複または隣接する地区のため、①と同様に取り扱う。
（２）小牧市防災ガイドブック（仮）の配布
市は、平成２７年度に作成する小牧市防災ガイドブック（仮）において市民に対して
適切な情報提供を行うとともに、風水害に対する防災意識啓発を行う。

（追加）

4

小牧市地域防災計画－風水害・原子力等災害対策計画－（平成２７年１１月修正）
頁
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第３章 事故・火災等予防対策
■主な機関の措置
区 分
機関名
機関名

主な措置

県、警察、 ３(1) 救急救助用資機材の整備
市（消防機 （追加）
関）
第４節
（略）
１ 放射線測定器、放射線防護服等防護資機材の整備
放射性物質及び
（追加）
（追加）
原子力災害予防
対策

27

28

29

正

第３章 事故・火災等予防対策
■主な機関の措置
区 分
機関名
機関名

第３節
道路災害対策

24

修

案

主な措置

第３節
道路災害対策

県、警察、 ３(1) 救急救助用資機材の整備
市（消防機 ３(2) 道路利用者等に対する情報伝達体制等の整備
関）
第４節
（略）
１ 放射線測定器、放射線防護服等防護資機材の整備
放射性物質及び
４ 放射線被ばく者診断医療機関（専門医）の確保
５ 災害に関する知識の習得及び訓練等
原子力災害予防
対策

第３節 道路災害対策
３ 県、警察
、警察及び市（
及び市（消
市（消防機関）における措置
（１）実践的な訓練の実施
救急救助用資機材の整備
県、小牧警察署及び市は、大規模道路災害に対処できるように救急救助用資機材の整
備に努める。
（追加）

第３節 道路災害対策
３ 県、警察
、警察及び市（消
及び市（消防機関）における措置
（１）救急救助用資機材の整備
県、小牧警察署及び市は、大規模道路災害に対処できるように救急救助用資機材の整
備に努める。
（２）道路利用者等に対する情報伝達体制等の整備
県警察は、危険箇所等の発見及び点検に努め、大規模道路災害に発展するおそれのあ
る山（崖）くずれなどの事故等を認知した場合における関係機関との連絡体制及び道路
利用者等への情報伝達体制の整備を図る。

第７節 林野火災対策
林野火災対策
１ 中部森林管理
中部森林管理局
管理局、県、市及び森林
、市及び森林組
森林組合における措置
（１）林野火災予防思想の普及、啓発
市民の林野に対する愛護精神の高揚及び火災予防思想の普及啓発に努める。特に林野
火災の危険性の高い地域には注意心を喚起する標識等により市民の注意を喚起すると
ともに、喫煙所及び吸いがら入れを設置する。なお、林野火災の多発する時期には、横
断幕、立看板、広報、ポスター等を利用して市民に対し強く防災思想の普及、啓蒙を行
い、林野巡視を強化する。

第７節 林野火災対策
林野火災対策
１ 中部森林管理
中部森林管理局
管理局、県、市及び森林
、市及び森林組
森林組合における措置
（１）林野火災予防思想の普及、啓発
市民の林野に対する愛護精神の高揚及び火災予防思想の普及啓発に努める。特に林野火
災の危険性の高い地域には注意心を喚起する標識等により市民の注意を喚起する。なお、
林野火災の多発する時期には、横断幕、立看板、広報、ポスター等を利用して市民に対
し強く防災思想の普及、啓蒙を行い、林野巡視を強化する。

第８節 地階等の保安対策
４ 小牧警
小牧警察署
（１）査察の強化
消防機関等関係機関と連携し、情報の収集、連絡体制等防災体制の整備を図る。

第８節 地階等の保安対策
４ 小牧警
小牧警察署
（１）情報収集・連絡体制等の整備
消防機関等関係機関と連携し、情報の収集、連絡体制等防災体制の整備を図る。

第４章 建築物等の安全化
区 分
機関名
機関名

第４章 建築物等の安全化
区 分
機関名
機関名

主な措置

施設管理 １ 施設の防災構造化及び被害を最小限にとど
第１節
める予防措置
交通・ライフライン関 者等
係関係施設対策

第２節
文化財保護対策
第３節
防災建造物整備対策

（略）

（略）

（略）

（略）

第１節
交通関係施設対策
第２節
ライフライン関係施設
対策
第３節
文化財保護対策
第４節
防災建造物整備対策

主な措置

施設管理 １ 施設の防災構造化及び被害を最小限にとど
者等
める予防措置
施設管理 １ 施設の防災構造化及び被害を最小限にとど
者等
める予防措置
（略）

（略）

（略）

（略）

第１節 交通・ライフライン関係施設対策
交通・ライフライン関係施設対策
２ 道路
（２）浸水時の転落防止対策及び占用者に対する指導
浸水時のマンホールや水路側溝蓋の浮上飛散防止等、転落防止の安全性の向上を図る
とともに、占用者に対して必要な指導を実施する。

第１節 交通関係施設対策
交通関係施設対策
２ 道路
（２）浸水時の転落防止対策及び占用者に対する指導
浸水時の転落防止のため、占用者に対してマンホールや水路側溝蓋の浮上飛散防止等
必要な対策を指導し、安全性の向上を図る。

（追加）

第２節 ライフライン関係施設対策
実施担当

水道課、下水道課、関係機関

１ 施設管理者における措置

（追加）

災害時におけるライフラインの確保を図るため、各種施設の整備を推進し、被害を最
小限にとどめるよう予防措置を講ずるものとする。
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５ 電力施設
（略）
６ ガス施設
（略）
７ 通信施設
（略）
８ 水道施設
（略）
９ 下水道施設
（略）
（追加）

２ 電力施設
（略）
３ ガス施設
（略）
（削除）

第２節 文化財保護対策

第３節 文化財保護対策

実施担当

４ 上水道施設
（略）
５ 下水道施設
（略）
６ 通信施設
（略）

文化振興課（追加）

実施担当
5

文化振興課、小牧山課

小牧市地域防災計画－風水害・原子力等災害対策計画－（平成２７年１１月修正）
頁
現行（平成２６年１１月修正）
３ 災害時の対応

（１）被害状況の把握と報告

（２）事後措置の指示・伝達

（２）事後措置の指示・伝達

第３節 防災建築物整備対策

第４節 防災建築物整備対策

第６章 地盤災害の予防

第６章 地盤災害の予防

■主な機関の措置

■主な機関の措置

第３節
土砂災害の防止
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機関名
機関名
市

主な措置

機関名
機関名

区 分

１(1) 土砂災害危険箇所等に関する措置
１(2) 土砂災害警戒区域等に関する警戒避難体
制の整備
（追加）

第１節 土地利用の適正
用の適正指導
適正指導
実施担当

案

災害時には、次の対策を実施する。

（１）被害状況の把握と報告

区 分

正

３ 災害時の対応

（追加）
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修

第３節
土砂災害の防止

市

主な措置
１(1) 土砂災害危険箇所等に関する措置
１(2) 土砂災害警戒区域等に関する警戒避難体
制の整備
１(3) ハザードマップの作成及び周知

第１節 土地利用の適正
用の適正指導
適正指導

市政戦略課、道路課、河川課、都市政策課、農政課

実施担当

第３節 土砂災害の防
土砂災害の防止
災害の防止
１ 市における措置
（２）土砂災害警戒区域等に関する警戒避難体制の整備
（略）
（追加）

秘書政策課、道路課、河川課、都市政策課、農政課

第３節 土砂災害の防
土砂災害の防止
災害の防止
１ 市における措置
（２）土砂災害警戒区域等に関する警戒避難体制の整備
（略）
市内にある土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域については、別途小牧市地域
防災計画附属資料に記載する。
ア 土砂災害に関する情報の収集及び伝達並びに予報又は警報の発令及び伝達に関す
る事項
「避難勧告等の判断・伝達マニュアル」に基づき、適正に伝達を行い、早めの避難
を呼びかける。また土砂災害警戒情報発令時には、警戒区域近隣に居住する住民等に
ＦＡＸを利用して周知を行う。
イ 警戒区域ごとの最寄の指定避難所等
野口大山区：リサイクルプラザ、野口会館
本庄区：本庄保育園、本庄小学校、タウン本庄会館、小松寺団地会館、本庄会館
池之内区：池之内会館
避難路等については、幅員が広く土砂災害の影響を受けにくい道を選定すること。
ウ 土砂災害に係る避難訓練の実施に関する事項
土砂災害の情報伝達から避難、避難誘導等の一連の流れについての避難訓練を適
宜実施することとする。
エ 警戒区域内の社会福祉施設
障がい者支援施設 ハートランド小牧の杜（住所：小牧市大山岩次２０８－８）
ＴＥＬ：７８－１９１１
ＦＡＸ：４７－１００１
オ 救助に関する事項
災害対策本部に救助要請があった場合、必要に応じて自衛隊派遣要請、災害救助
法の適用申請を行う。
（３）小牧市防災ガイドブック（仮）の作成及び周知
平成２７年度中に小牧市防災ガイドブック（仮）を作成し、土砂災害警戒区域等に関
して適切な情報提供を行う。
（４）愛知県の実施する防災対策への協力

（３）愛知県の実施する防災対策への協力
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２ 愛知県における対策
愛知県における対策
【土石流危険渓流】
（略）
土石流危険渓流の主な対策は、次のとおり。
① 標識等による住民への周知
② 砂防工事による砂防えん堤の設置
【土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域】
土砂災害から、市民の生命、身体の保護を図るため、
「土砂災害警戒区域等における
土砂災害防止対策の推進に関する法律」
（平成12年法律第57号）に基づき、土砂災害警
戒区域及び土砂災害特別警戒区域の指定を推進し、必要な対策を進める。
（追加）
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第８章 避難者・要配慮者対策
避難者・要配慮者対策
■基本方針
（追加）

２ 愛知県における対策
愛知県における対策
【土石流危険渓流】
（略）
土石流危険渓流の主な対策は、次のとおり。
① 標識等による住民への周知
② 土石流を受け止める砂防えん堤の設置
【土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域】
土砂災害から、市民の生命、身体の保護を図るため、
「土砂災害警戒区域等における土
砂災害防止対策の推進に関する法律」
（平成12年法律第57号）に基づき、土砂災害警戒区
域及び土砂災害特別警戒区域の指定を推進し、必要な対策を進める。
おおむね５年ごとに、土砂災害警戒区域の指定等に必要な基礎調査を行い、その結果
を関係のある市町村長に通知するとともに公表する。
土砂災害警戒区域の指定がなされた区域内では、土砂災害警戒区域に関する資料を関
土砂災害警戒区域の指定がなされた区域内では、土砂災害警戒区域に関する資料を関
係市町村に提供し、市地域防災計画において土砂災害を防止するために必要な警戒避難 係市町村に提供し、市地域防災計画に基づき土砂災害を防止するために必要な警戒避難
体制の整備等の推進を図る。
体制の整備等の推進を図る。
（略）
（略）
第８章 避難行動
避難行動の促進
行動の促進対策
の促進対策
■基本方針
○ 避難勧告等は、空振りをおそれず、早めに出すことを基本とし、避難勧告等の判断
基準の明確化を図る。

（追加）

○ 災害情報共有システム（Ｌアラート）の活用による報道機関等を通じた情報提供に
加え、緊急速報メール機能等を活用して、気象警報や避難勧告等の伝達手段の多重

化・多様化を図る。
○ 市長等は、あらかじめ指定緊急避難場所や指定避難所の指定及び整備、避難計画 ○ 市長等は、あらかじめ指定緊急避難場所の指定及び整備、避難計画の作成を行うと
6
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頁
現行（平成２６年１１月修正）
の作成、避難所の運営体制の整備を行うとともに、避難に関する知識の普及を図り、

修

正

案

ともに、避難に関する知識の普及を図り、市民の安全の確保に努めるものとする。

市民の安全の確保に努めるものとする。
○ 県、市及び要配慮者が利用する社会福祉施設等の管理者は、
「人にやさしい街づく （削除）※第９章に記載
りの推進に関する条例」
（平成6年愛知県条例第33号）の目的に従い、真に人にやさ
しい施設整備に努めるとともに、要配慮者に配慮した情報伝達体制の推進及び教
育・広報活動等に努める。
○ 市は、避難行動要支援者を適切に避難誘導し、安否確認を行うため、地域住民、 （削除）※第９章に記載
自主防災組織、民生委員・児童委員、介護保険事業者、障がい福祉サービス事業者、
ボランティア団体等の多様な主体の協力を得ながら、平常時より、避難行動要支援
者に関する情報を把握の上、関係者との共有に努めることとする。また、避難行動
要支援者への対応を強化するため、情報伝達体制の整備、避難誘導体制の整備、避
難訓練の実施を一層図るものとする。その際には、内閣府が作成した「避難行動要
支援者の避難行動支援に関する取組指針」や、市が作成している「小牧市避難行動
要支援者支援体制マニュアル」を活用するものとする。
○ 災害発生時には、避難行動要支援者への特別な配慮、支援が重要であり、市及び （削除）※第９章に記載
避難行動要支援者を入所させる社会福祉施設等の管理者（以下「施設等管理者」と
いう。
）は、その施設を利用する者を適切に避難誘導するため、地域住民、ボランテ
ィア団体等の多様な主体と協力体制を図るものとする。特に、避難行動要支援者の
支援については、
「小牧市避難行動要支援者支援体制マニュアル」に沿って、平常時
からの所在情報の把握・管理及び安否確認・避難誘導体制の整備等に努めるものと
する。
○ 県及び市は、大規模災害発生時の一斉帰宅を抑制するため、公共交通機関の運行
状況によっては「むやみに移動を開始しない」という基本原則を積極的に広報する
ことが必要である。また、事業所等に対して従業員等を職場等に滞在させることが
できるよう、必要な物資の備蓄等を促すものとする。

■主な機関の措置
区 分

機関名
機関名

■主な機関の措置
区 分
機関名
機関名
第１節
市、県
気象警報や避難
指示等の情報伝
達体制の整備

主な措置

（追加）

（追加）

（追加）

第１節
避難場所の確保

市

１(2) 広域避難場所の選定
１(3) 避難場所標識の設置等
１(4) 一時避難場所の選定

第２節
避難所の整備

市

（略）

（削除）※第９章に記載
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主な措置
１ 防災行政無線等の維持管理
２ 情報伝達手段の多重化・多様化の確保

第２節
市
避難場所及び避
難路の指定等

１ 避難場所の指定
２ 避難路の選定

第３節
市
避難勧告等の判
断及び伝達マニ
ュアルの作成

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

第３節
市、警察、 １(1) 避難道路の通行確保
避難道路の確保 避難措置の １(2) 避難道路の選定
と交通規制対策 実施者

（追加）

（追加）

第４節
市
避難に関する広
報
第５節
市等の避難計画

第６節
要配慮者の安全
対策
第７節
帰宅困難者支援
体制の整備

（追加）

（削除）

１(1) 避難場所等の広報
１(2) 避難のための知識の普及

県

判断基準の設定に係る助言

（削除）

（削除）※第５節として記載

第４節
市、防災上重 １ 避難計画の作成
避難誘導等に係 要施設の管
る計画の策定
理者

市、防災上 １ 避難計画の作成
重要施設の
管理者

市、社会福 （略）
祉施設等管
理者
県、市
（略）

7

第５節
市
避難に関する意
識啓発

１(1) 避難場所等の広報
１(2) 避難のための知識の普及

（削除）

（削除）

（削除）※第９章第２節として記載

（削除）

（削除）

（削除）※第９章第３節として記載
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頁
現行（平成２６年１１月修正）

修

正

案

第１節 気象警報や避難勧告等の情報伝達体制の整備

（追加）

実施担当
（追加）

危機管理課、広報広聴課

１ 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、広報車による広報やツイッター・フェイスブックな
どのＳＮＳ、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。
また、迅速・的確な避難行動に結びつけるよう、その伝達内容等についてあらかじめ
検討しておく。

（追加）
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２ 県における措置
県は、市町村に対して気象警報等が確実に伝わるよう、防災行政無線（高度情報通信
ネットワーク）
、全国瞬時警報システム（J アラート）等を適切に維持管理する。
また、災害情報を放送事業者、新聞社、通信事業者等に効率的に伝達する共通基盤で
ある災害情報共有システム（L アラート）を活用するための体制を整備する。

第１節 避難場所の確保
実施担当

第２節 避難場所及び避難路の指定等

みどり公園課、危機管理課

実施担当

１ 市における措置
（追加）
（１）避難場所とは
避難場所には、広域避難場所、一時避難場所等いくつかの形態があり、その主旨を整
理する。
（追加）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。
（略）
（２）広域避難場所の選定
市長は住民の生命・身体の安全を確保するため、必要に応じて次の基準により広域避
難場所を選定し、確保しておくものとする。
ア 広域避難場所は、都市大火からの避難を中心に考え、公園、緑地、ゴルフ場、グ
ラウンド（校庭を含む。
）
、公共空地等が適当と考えられる。
イ 広域避難場所における避難民１人当たりの必要面積は、おおむね２㎡以上とす
る。
（略）
（４）一時避難場所の選定
一時避難場所の選定に当たっては以下の基準により選定し、確保しておくものとす
る。
ア 学校のグラウンド、公園、緑地等で、集合する避難者の安全がある程度確保され
るスペースを有すること。
イ 地域単位に臨時応急的に集団を形成することとなるので、市民の生活圏を考慮し
た場所とすること。
ウ 避難民１人当たりの必要面積や地区分けについては広域避難場所と同様の取扱
いとする。
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危機管理課、関係各課

１ 市における措置
１ 避難場所の指定
（１）避難場所とは
避難場所には、広域避難場所、一時避難場所等いくつかの形態があり、その主旨を整
理する。
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。
（略）
（２）広域避難場所の選定
市長は住民の生命・身体の安全を確保するため、必要に応じて次の基準により広域避
難場所を選定し、確保しておくものとする。
ア 広域避難場所は、都市大火からの避難を中心に考え、公園、緑地、ゴルフ場、グ
ラウンド（校庭を含む。
）
、公共空地等が適当と考えられる。
イ 広域避難場所における避難者１人当たりの必要面積は、おおむね２㎡以上とする。
（略）
（４）一時避難場所の選定
一時避難場所の選定に当たっては以下の基準により選定し、確保しておくものとする。
ア 学校のグラウンド、公園、緑地等で、集合する避難者の安全がある程度確保され
るスペースを有すること。
イ 地域単位に臨時応急的に集団を形成することとなるので、市民の生活圏を考慮し
た場所とすること。
ウ 避難者１人当たりの必要面積や地区分けについては広域避難場所と同様の取扱い
とする。

第２節 避難所の整備
（削除）※第９章に記載
第３節 避難道路の確保と交通規制計画
１ 市、警察
市、警察及びそ
及びその他避難措置の実
の他避難措置の実施者における措置
（１）避難道路の通行確保
市職員、警察官、消防職員その他避難措置の実施者は、迅速かつ安全な避難ができる
よう通行の支障となる行為を排除し、避難道路の通行確保に努めるものとする。また、
災害の発生に備え、愛知県警が策定した交通規制計画に則り、災害の発生に備えるもの
とする。
（２）避難道路の選定
広域避難場所を指定した場合は、市街地の状況に応じて次の基準により避難道路を選
定し確保しておくものとする。
（略）

（削除）
（削除）

２ 避難路の選定
避難場所を指定した市は、市街地の状況に応じて次の基準により避難路を選定し、日
頃から住民への周知徹底に努める。
（略）

（追加）
第３節 避難勧告等の判断・伝達マニュアルの作成
（追加）

実施担当

危機管理課

１ 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。
ア 豪雨、洪水、土砂災害等の災害事象の特性に留意すること
イ 収集できる情報として次の情報を踏まえること
（ア）気象予警報及び気象情報
（イ）河川の水位情報、指定河川洪水予報
（ウ）土砂災害警戒情報、土砂災害警戒判定メッシュ情報
ウ 「避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガイドライン」
（内閣府）を参考にする
こと
8
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頁
現行（平成２６年１１月修正）

修

正

案

エ 区域の設定に当たっては、次の区域を踏まえること
（ア） 河川氾濫による浸水が想定される区域（水防法に基づく浸水想定区域等）
（イ） 土砂災害が発生するおそれのある土地（土砂災害警戒区域等における土砂災害
防止対策の推進に関する法律に基づく土砂災害警戒区域、土砂災害危険箇所、急
傾斜地崩壊危険地区等）
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
(２) 判断基準の設定に係る助言
判断基準の設定については、必要に応じて、専門的知識を有する中部地方整備局・県
（河川・海岸管理、砂防所管）や名古屋地方気象台に助言を求めることとする。
（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。
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（追加）

２ 県（建設部
、名古屋
（建設部）
、名古屋地方気象
名古屋地方気象台
地方気象台及び中部
及び中部地方整備
中部地方整備局
地方整備局における措置
県、名古屋地方気象台及び中部地方整備局は、市が、避難勧告等の判断基準の設定及
び見直しを行う場合について、必要な助言等を行うものとする。

第４節 避難に関する広報

（削除）※第５節「避難に関する意識啓発」として記載

第５節 市等の避難計画
１ 市及び防災上重
市及び防災上重要な施設の管理者における措置
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計画を作成しておくものとする。
（１）市の避難計画
市の避難計画は、次の事項に留意して作成するとともに、自主防災組織等の育成を通
じて避難体制の確立に努めるものとする。
ア～エ（略）
オ 避難場所、避難所の管理に関する事項
（ア）避難収容中の秩序保持
（イ）避難民に対する災害情報の伝達
（ウ）避難民に対する応急対策実施状況の周知徹底
（エ）避難民に対する各種相談業務
カ 災害時における広報
（略）
（２）防災上重要な施設の管理者の留意事項
（略）
ア （略）
イ 義務教育の児童生徒を集団的に避難させる場合に備えて、学校及び教育行政機
関においては、避難場所等の選定、収容施設の確保及び保健・衛生、給食等の実
施方法について定める。
ウ 病院において、患者を他の医療機関又は安全な場所へ集団的に避難させる場合
において、収容施設の確保、移送の方法、保健・衛生、入院患者に対する実施方
法等について定める。

第４節
第４節 避難誘導等に係る計画の策定
１ 市及び防災上重
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。
（１）市の避難計画
市の避難計画には、原則として次の事項を記載するものとする。

（追加）

２ 市における措置
市地域防災計画で具体的に避難に関する事項を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。

（追加）

３ 避難行動要支援者の避難対策
第９章第２節 要配慮者支援対策（３）避難行動要支援者対策 参照

第４節 避難に関する広報
避難に関する広報

第５節 避難に関する意識啓発
避難に関する意識啓発

実施担当

ア～エ（略）
オ 避難場所、避難所の管理に関する事項
（ア）避難場所や避難所の秩序保持
（イ）避難者に対する災害情報の伝達
（ウ）避難者に対する応急対策実施状況の周知徹底
（エ）避難者に対する各種相談業務
カ 災害時における広報
（略）
（２）防災上重要な施設の管理者の留意事項
（略）
ア （略）
イ 義務教育の児童生徒を集団的に避難させる場合に備えて、学校及び教育行政機
関においては、避難場所及び避難所等の選定及び保健・衛生、給食等の実施方法
について定める。
ウ 病院において、患者を他の医療機関又は安全な場所へ集団的に避難させる場合
において、他の医療機関又は避難所の確保、移送の方法、保健・衛生、入院患者
に対する実施方法等について定める。

実施担当

秘書広聴課、河川課、危機管理課

広報広聴課、河川課、危機管理課

１ 市における措置

１ 市における措置
市における措置

市民が的確な避難行動をとることができるようにするため、避難場所・避難所・災害
市民が的確な避難行動をとることができるようにするため、避難場所・避難所・災害
危険地域等を明示した防災マップ、洪水時の浸水想定区域及び浸水深を示したハザード 危険地域等を明示した防災マップ、洪水時の浸水想定区域及び浸水深を示したハザード
マップ、広報誌・ＰＲ紙等を活用して平素から広報活動を実施し、住民の意識啓発を図
マップ、広報誌・ＰＲ紙等を活用して平素から広報活動を実施するものとする。
るものとする。
（１）
（略）
（１）
（略）
（２）避難のための知識の普及
（２）避難のための知識の普及
必要に応じて、次の事項につき住民に対して、普及のための措置をとるものとする。 必要に応じて、次の事項につき住民に対して、普及のための措置をとるものとする。
ア 平常時における避難のための知識
ア 平常時における避難のための知識
イ 避難時における知識
イ 避難時における知識
ウ 避難場所、避難所滞在中の心得
ウ 避難収容後の心得
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第９章 避難所・要配慮者支援・帰宅困難者対策
■基本方針

第８章 避難者・要配慮者対策
■基本方針
○ 市長等は、あらかじめ指定緊急避難場所や指定避難所の指定及び整備、避難計画
の作成、避難所の運営体制の整備を行うとともに、避難に関する知識の普及を図り、

○ 市長等は、あらかじめ指定避難所の指定及び整備、避難所の運営体制の整備を図り、
災害時における市民の生活環境の確保に努めるものとする。

市民の安全の確保に努めるものとする。
（略）
（略）
○ 市は、避難行動要支援者を適切に避難誘導し、安否確認を行うため、地域住民、自
○ 市は、避難行動要支援者を適切に避難誘導し、安否確認を行うため、地域住民、自
9

小牧市地域防災計画－風水害・原子力等災害対策計画－（平成２７年１１月修正）
頁
現行（平成２６年１１月修正）

修

正

案

主防災組織、民生委員・児童委員、介護保険事業者、障がい福祉サービス事業者、ボ
ランティア団体等の多様な主体の協力を得ながら、平常時より、避難行動要支援者に
関する情報を把握の上、関係者との共有に努めることとする。また、避難行動要支援
者への対応を強化するため、情報伝達体制の整備、避難誘導体制の整備、避難訓練の
実施を一層図るものとする。その際には、内閣府が作成した「避難行動要支援者の避
難行動支援に関する取組指針」や（追加）
、市が作成している「小牧市避難行動要支
援者支援体制マニュアル」を活用するものとする。
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主防災組織、民生委員・児童委員、介護保険事業者、障がい福祉サービス事業者、ボ
ランティア団体等の多様な主体の協力を得ながら、平常時より、避難行動要支援者に
関する情報を把握の上、関係者との共有に努めることとする。また、避難行動要支援
者への対応を強化するため、情報伝達体制の整備、避難誘導体制の整備、避難訓練の
実施を一層図るものとする。その際には、内閣府が作成した「避難行動要支援者の避
難行動支援に関する取組指針」や県が作成した「市町村のための災害時要配慮者支援
体制構築マニュアル」
、市が作成している「小牧市避難行動要支援者支援体制マニュア
ル」を活用するものとする。
（略）
（略）
○ 県及び市は、大規模災害発生時の一斉帰宅を抑制するため、公共交通機関の運行状 ○ 県及び市は、公共交通機関の運行状況によっては「むやみに移動（帰宅）を開始し
況によっては「むやみに移動を開始しない」という基本原則を積極的に広報することが
ない」という基本原則を積極的に広報することにより、帰宅困難者の集中による混乱
必要である。また、事業所等に対して従業員等を職場等に滞在させることができるよう、 発生の防止に努める必要がある。また、一斉帰宅を抑制するため、事業者等に対して
必要な物資の備蓄等を促すものとする。
従業員等を職場等に滞在させることができるよう、必要な物資の備蓄等を促すものと
する。
■主な機関の措置
区 分
第２節
避難所の整備

機関名
機関名
市

■主な機関の措置
区 分

主な措置
１(1)
１(2)
１(3)
１(4)

避難所等の整備
指定避難所の事前指定
避難所が備えるべき設備の整備
避難所の運営体制の整備

第１節
市
避難所の指定・
整備

第６節
市、社会福 （略）
要配慮者の安全 祉施設等管
対策
理者

第７節
県、市
帰宅困難者支援
体制の整備
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主な措置
１(1)
１(2)
１(3)
１(4)

避難所等の整備
指定避難所の事前指定
避難所が備えるべき設備の整備
避難所の運営体制の整備

第２節
市、社会福 （略）
要配慮者支援対 祉施設等管
策
理者

１ 帰宅困難者支援体制の整備

第３節
帰宅困難者対策

第２節 避難所の整備
実施担当

機関名
機関名

県、市

１ 帰宅困難者対策

第１節 避難所の指定・整備

みどり公園課、危機管理課

実施担当

危機管理課、関係各課

１ 市における措置
１ 市における措置
（１）避難所等の整備
（１）避難所等の整備
市は、人口の10％を目安とした避難者数を想定し、さらに隣接市町相互の応援協力体
市は、平成２７年３月に実施した地震被害想定調査に基づく避難者数を想定し、さら
制によるバックアップのもとに、避難所等収容施設の整備を図る。
に隣接市町相互の応援協力体制によるバックアップのもとに、避難所等の整備を図る。
（２）指定避難所の指定
（２）指定避難所の指定
ア 市は、避難所が被災した住民が一定期間滞在する場であることを鑑み、円滑な
ア 市は、避難所が被災した住民が一定期間滞在する場であることを鑑み、円滑な
救援活動を実施し、また一定の生活環境を確保する観点から、学校や公民館等の
救援活動を実施し、また一定の生活環境を確保する観点から、学校や公民館等の
住民に身近な公共施設等を災害対策基本法施行令に定める規模条件、構造条件、
住民に身近な公共施設等を災害対策基本法施行令に定める基準に従って指定す
立地条件、交通条件等の基準に従って指定するものとする。
るものとする。
イ （略）
イ （略）
ウ 一人当たりの必要占有面積は以下のとおりとする。
ウ 一人当たりの必要占有面積は以下のとおりとする。
１㎡/人
発災直後の一時避難段階で座った状態程度の占有面積
１㎡/人
発災直後の一時避難段階で座った状態程度の占有面積
２㎡/人
緊急対応初期の段階で就寝可能な占有面積
２㎡/人
緊急対応初期の段階で就寝可能な占有面積
３㎡/人
避難所生活が長期化し、荷物置場を含めた占有面積
３㎡/人
避難所生活が長期化し、荷物置場を含めた占有面積
※ 介護が必要な要配慮者のスペース規模は、収容配置上の工夫を行う。
※ 介護が必要な要配慮者の状況に応じて必要な規模の確保に努める必要がある。
また、避難者の状況に応じた必要な規模の確保に努める必要がある。
エ、オ（略）
エ、オ（略）
（３）
（略）
（３）
（略）
（追加）
（４）避難所の破損等への備え
市は、避難所として指定した施設等の破損に備えて、避難用テント等の備蓄等を図る。
（４）避難所の運営体制の整備
（５）避難所の運営体制の整備
市は、県が平成 9 年度（平成 18 年 12 月改訂）に作成した「愛知県避難所運営マニュ
市は、県が作成した「愛知県避難所運営マニュアル」等を活用し、各地域の実情を踏
アル」等を活用し、各地域の実情を踏まえた避難所運営体制の整備を図るものとする。 まえ、避難所ごとに運営体制の整備を図るものとする。
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第６節 要配慮者の安全
要配慮者の安全対策
の安全対策
１ 市及び社会福祉
市及び社会福祉施設等管理者における措置
福祉施設等管理者における措置
（１）～（４）
（略）
（５）外国人等に対する防災対策
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市民や旅行者等が、
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。
ア 広域避難所や避難路の標識等を簡明かつ効果的なものとするとともに、多言語
化を推進する。
イ～エ（略）
（追加）

第２節 要配慮者支援
要配慮者支援対策
支援対策
１ 市及び社会福祉
市及び社会福祉施設等管理者における措置
福祉施設等管理者における措置
（１）～（４）
（略）
（５）外国人等に対する防災対策
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市民や旅行者等が、
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。
ア 避難場所や避難所、避難路の標識等については、ピクトグラム（案内用図記号）
を簡明かつ効果的なものとするとともに、多言語化を推進する。
イ～エ（略）
オ 災害時に多言語情報の提供を行う愛知県災害多言語支援センターや県国際交流
協会の「多言語情報翻訳システム」の活用等が図られるための体制整備を推進す
る。

第７節 帰宅困難者支援体制の整備
帰宅困難者支援体制の整備
１ 県及び市における措置

第３節 帰宅困難者対策
帰宅困難者対策
１ 市及び県
市及び県における措置
10
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公共交通機関が運行を停止した場合、ターミナル駅周辺等において、自力で帰宅する
ことが困難な帰宅困難者が大量に発生する可能性が高いことから、県及び市は、
「むや
みに移動を開始しない」という帰宅困難者対策に対する基本原則や安否確認手段につい
て、平常時から積極的に広報するものとする。また、企業等に対して、従業員等を一定
期間事業所等内に留めておくことができるよう、必要な物資の備蓄等を促すなど、帰宅
困難者対策を行うものとする。

市及び県は、公共交通機関が運行を停止した場合、ターミナル駅周辺等において、自
力で帰宅することが困難な帰宅困難者が大量に発生する可能性があることから、次の対
策を実施する。
（１）帰宅困難者対策の基本原則や安否確認手段に係る広報
市及び県は、
「むやみに移動（帰宅）を開始しない」という帰宅困難者対策の基本原則
や安否確認手段の家族間等での事前確認等の必要性について、平常時から積極的に広報
するものとする。
（２）事業者による物資の備蓄等の促進
企業等に対して、従業員等を一定期間事業所等内に留めておくことができるよう、必
要な物資の備蓄等を促すなど、帰宅困難者対策を行うものとする。

（追加）

２ 支援体制の構
支援体制の構築
帰宅困難者に対する対応は、安否確認の支援、被害情報の伝達、滞在場所の提供、帰
宅のための支援等、多岐にわたるものである。
また、帰宅困難者対策は、行政のエリアを越えかつ多岐にわたる分野に課題が及ぶこ
とから、これに関連する行政、事業所、学校、防災関係機関が相互に連携・協力する仕
組みづくりを進め、発災時における交通情報の提供、水や食料の提供、従業員や児童生
徒等の保護などについて、支援体制の構築を図っていくものとする。

55

第９章 広域応援体制の整備
第２節 広域応援体制の整備
１ 市における措置
（１）
（略）
（２）防災活動拠点の確保及び受援体制の整備
市は、大規模な災害が発生し国等からの広域的な応援を受ける場合に、自衛隊・警察・
消防を始めとする応援隊等の人員・資機材・物資の集結・集積に必要となる活動拠点及
び受援体制について、関係機関と調整の上、確保、整備に努めるものとする。
。

第１０
第１０章 広域応援体制の整備
第２節 広域応援体制の整備
１ 市における措置
（１）
（略）
（２）防災活動拠点の確保及び受援体制の整備
市は、大規模な災害が発生し国等からの広域的な応援を受ける場合に、自衛隊・警察・
消防を始めとする広域応援部隊等の人員・資機材・物資の集結・集積に必要となる活動
拠点及び受援体制について、関係機関と調整の上、確保、整備に努めるものとする。
。
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第１０章 防災訓練及び防災意識の向上
第１節 防災訓練の実
防災訓練の実施
１ 県及び市等における措置
（１）基礎訓練
ア、イ（略）
ウ 避難、救助訓練
市及び防災関係機関は、関係の計画に基づく避難、その他救助の円滑な遂行を図
るため水防、消防等の災害防護活動と合わせ、又は単独で訓練を実施するものとす
る。
また、学校、病院、鉄道、社会福祉施設、工場、事業所、百貨店、高層建築物等
にあっては、収容者等の人命保護のため、特に避難について、その施設の整備を図
り、訓練を実施するものとする。
（略）

第１１章
１１章 防災訓練及び防災意識の向上
第１節 防災訓練の実
防災訓練の実施
１ 県及び市等における措置
（１）基礎訓練
ア、イ（略）
ウ 避難、救助訓練
市及び防災関係機関は、関係の計画に基づく避難、その他救助の円滑な遂行を図
るため水防、消防等の災害防護活動と合わせ、又は単独で訓練を実施するものとす
る。
また、学校、病院、鉄道、社会福祉施設、工場、事業所、百貨店、高層建築物等
にあっては、学生、利用者、従業員等の人命保護のため、避難施設の整備を図り、
避難訓練を実施するものとする。
（略）
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第２節 防災のため
防災のための意識啓発・広報
ための意識啓発・広報

第２節 防災のため
防災のための意識啓発・広報
ための意識啓発・広報

実施担当

秘書広報課、教育総務課、学校教育課、危機管理課、消防総務

実施担当

課

67

74

広報広聴課、教育総務課、学校教育課、危機管理課、消防総務
課

１ 市における措置
（１）
（２）
（略）
（３）家庭内備蓄等の推進
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、食料その他の生活必需品について、
３日分程度の家庭内備蓄を推進する。

１ 市における措置
（１）
（２）
（略）
（３）家庭内備蓄等の推進
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、食料その他の生活必需品について、
３日分以上（可能な限り１週間分程度）の家庭内備蓄を推進する。

第１１章 防災に関する調査研究の推進
第３編 災害応急対策
第２章 通信の運用

第１２章 防災に関する調査研究の推進
第３編 災害応急対策
（削除）※第３章・第１４章に分割して記載

第３章 情報の収集・伝達・広報
■基本方針

第２章 避難行動
■基本方針
○ 被害を最小限にとどめるため、気象業務法に基づく、警報、注意報及び情報、水防

（追加）

法に基づく洪水予報及び水防警報並びに土砂災害警戒情報等を迅速かつ確実に住民等
へ伝達する。
○ 災害応急対策責任者（災対法第50条）は、気象警報等の発受伝達が迅速かつ正確

○ 災害応急対策責任者（災対法第50条）は、気象警報等の発受伝達が迅速かつ正確に

になされるよう、自らの機関の体制及び関係機関との連携体制を整備する。特に、

なされるよう、自らの機関の体制及び関係機関との連携体制を整備する。特に、休日・

休日・夜間における体制及び通常伝達系統の障害時における体制に留意するものと

夜間における体制及び通常伝達系統の障害時における体制に留意するものとする。

する。
○ 市長は、災害対策基本法等に基づき必要に応じて避難のための可能な限りの措置を

（追加）

とることにより、生命及び身体の安全の確保に努めるものとする。
○ 県、市及び関係機関は、相互に密接な連携のもとに、被害状況等収集・伝達活動 （削除）※第３章に記載
を行うものとする。
○ 各防災関係機関は、災害時の混乱した事態に、人心の安定、秩序の回復を図るた
め、災害の状態、災害応急対策の実施状況等を住民に周知するとともに、必要に応
じ被災状況等の公聴を実施する等、その広報及び報道の内容を中心に定めるものと
する。
11
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○ 各防災関係機関は、広聴活動を通じて災害地域住民の動向と要望事項の把握に努 （削除）※第３章に記載
めるものとする。

（略）

（略）
■主な機関の応急活動
機関名
事前
機関名
市

報道機関

被害発生中
被害発生中

○伝達された情報等の
住民等への周知徹底
（追加）

（追加）

■主な機関の措置
区 分
機関名
機関名

■主な機関の応急活動
機関名
機関名

事後

報道機関

○迅速な警報の放送

主な措置

（削除）
※第３章として記載

主な措置

第１節
（略）
気象警報
等の伝達

（略）

第１節
（略）
気象警報
等の伝達

（略）

第２節
（略）
被害状況
等 の 収
集・伝達

（略）

（削除）

（削除）※第３章として記載

（追加）

（追加）
（削除）※第９章に記載されている内容

第２節
市
避難の勧
告・指示

（追加）

（削除）

県（知事又は
知事の命を受
けた職員）

警察（警察官）

自衛隊（自衛
官）

（追加）

（追加）

第３節
市
住民等の
避難誘導

（追加）※第９章に記載されている内容

事後

（削除）
※第３章として記載

■主な機関の措置
区 分
機関名
機関名

水防管理者
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被害発生中
被害発生中

○伝達された情報等の住
民等への周知徹底
○立退きの勧告・指示
○避難行動要支援者の安
否確認・避難誘導

市
○被害状況等の情報収集及び県
等への通報
○即報基準に該当する災害の報
告
○住民への災害広報
○相談窓口等の開設
○災害広報の依頼に対する協力

事前

１(1)
１(2)
１(3)
１(4)
１(5)

避難のための準備情報・勧告・指示
知事等への助言の要求
報告（災害対策基本法第 60 条第 4 項）
他市町村又は県に対する応援要求
広域一時滞在に係る協議

２(1) 立退きの指示
２(2) 通知（水防法第 29 条）
３(1) 洪水のための立退きの指示
３(2) 地すべり等のための立退きの指示
３(3) 通知（地すべり等防止法第 25 条）
３(4) 市長への助言
３(5) 他市町村に対する応援指示
３(6) 広域一時滞在に係る協議
４(1) 警察官職務執行法第 4 条による措置
４(2) 災害対策基本法第 61 条による指示
４(3) 報告・通知等（報告・警察官職務執行法第 4 条
第 2 項）
（通知及び報告・災害対策基本法第 61 条第 2 項及び第
3 項）
５(1) 避難等の措置
５(2) 報告（自衛隊法第 94 条）

１ 住民等の避難誘導
２(1) 避難行動要支援者の安否確認・避難誘導
２(2) 避難行動要支援者の避難・支援

第１節 気象情報等の伝達
２ 気象警報等の伝達系統
気象警報等の伝達系統

第１節 気象情報等の伝達
警報等の伝達系統
２ 気象予報
気象予報警報等の伝達
予報警報等の伝達系統
（追加）

次の気象警報等の伝達は、図１～８のとおり行う。
（１）気象・水象に関する特別警報・警報等･･･図１
（２）水防警報･･･図２
（３）水位周知河川の水位情報(避難判断水位（特別警戒水位）
、氾濫危険水位、
氾濫発生）･･･図３
（４）排水調整の伝達系統･･･図４
（５）土砂災害警戒情報･･･図５
（６）土砂災害緊急情報の伝達系統
ア 大規模な土砂災害（河道閉塞による土石流、湛水など）･･･図６のア
イ 大規模な土砂災害（地すべり）･･･図６のイ
（７）火災予防のための気象通報･･･図７

（１）気象・水象に関する特別警報・警報等の伝達系統
ア～ウ（略）

（図１）気象・水象に関する特別警報・警報等の伝達系統
ア～ウ（略）

（図中）
「ＮＴＴマーケティングアクト大阪１０４センタ」
（注）

（図中）
「西日本電信電話㈱」
（注）
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２ 気象庁本庁からＮＴＴマーケティングアクト大阪１０４センタには、警報について ２ 気象庁本庁から西日本電信電話株式会社（ＮＴＴマーケティングアクト福岡１０４
のみ伝達を行う。
センタ）には、特別警報及び警報についてのみ伝達を行う。
（２）水防警報
（図２）水防警報
（３）水位周知河川（避難判断水位（特別警戒水位）
、はん濫危険水位、はん濫発生） （図３）水位周知河川の水位情報（避難判断水位（特別警戒水位）
、氾濫危険水位、
知事が通知する水位周知河川（避難判断水位（特別警戒水位）
）
、はん濫危険水
氾濫発生）
位、はん濫発生）
知事が通知する水位周知河川（避難判断水位（特別警戒水位）
）
、氾濫危険水位、
氾濫発生）
（４）排水調整（藤島・小木・自才 排水ポンプ）
（図４）排水調整（藤島・小木・自才 排水ポンプ）
（５）土砂災害警戒情報
（図５）土砂災害警戒情報
（６）土砂災害緊急情報の伝達系統
（図６のア）土砂災害緊急情報の伝達系統
イ 大規模な土砂災害（地すべり）
（図６のイ）大規模な土砂災害（地すべり）
（７）火災予防のための気象通報
（図７）火災予防のための気象通報
８ 異常現象の通報
異常現象の通報
災害の発生が予想される異常な現象（以下「異常現象」という。
）を発見した者は、直
ちに市長又は警察官に通報するものとする。
なお、警察官が通報を受けた場合は、その旨を速やかに市長に通報するものとする。
また、異常現象を承知した市長は、直ちに名古屋地方気象台その他関係機関に通報す
るものとする。

（追加）※第３章に記載されている内容

(115)
115)

(116)
116)

(118)
118)

(122)
122)

(119)
119)
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（第９章 避難者・帰宅困難者対策）
（第１節 避難の勧告・指示）
１ 市における措置
（１）
（略）
（２）知事等への助言の要求
市長は、避難のために立退きを勧告し、もしくは指示し、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、指定行政機関の
長若しくは指定地方行政機関の長又は知事に対して助言を求めることができる。
（３）～（５）
（略）

第２節 避難の勧告・指示
１ 市における措置
（１）
（略）
（２）知事等への助言の要求
市長は、避難のために立退きを勧告し、もしくは指示し、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て助言を求めることができる。
（３）～（５）
（略）

２ 水防管理者における措置

２ 水防管理者における措置

（１）立退きの指示
（１）立退きの指示
洪水の氾濫により著しい危険が切迫していると認められるときは、立退くことを指示
洪水のはん濫により著しい危険が切迫していると認められるときは、立退くことを指
する。
示する。
８ 避難の措置と周知
避難の措置と周知
市は、速やかに関係各機関に対して連絡するとともに、当該地域の住民に対してその
内容の周知を図るものとする。また、市長はインターネットを利用して不特定多数の者
に情報を提供するポータルサイトを運営する事業者に対し、情報提供の協力を求めるこ
とができる。

８ 避難の措置と周知
避難の措置と周知
市は、速やかに関係各機関に対して連絡するとともに、当該地域の住民に対してその
内容の周知を図るものとする。また、災害情報共有システム（Ｌアラート）に情報を提
供することにより、テレビ・ラジオや携帯電話、インターネット等の多様で身近なメデ
ィアを通じて住民等が情報を入手できるよう努める。

（追加）
９ 避難の誘導等
（追加）

第３節 住民等の避難誘導
１ 住民等の避難誘導

（追加）
（１）避難行動要支援者の安否確認・避難誘導
（略）
（２）避難行動要支援者の避難支援
ア～ウ（略）
エ 避難場所以降の避難行動要支援者への対応

２ 避難行動要支援者の支援
（１）避難行動要支援者の安否確認・避難誘導
（略）
（２）避難行動要支援者の避難支援
ア～ウ（略）
エ 避難後における避難行動要支援者への対応

１０ 学校等の避難対策

３ 学校等の避難対策

（略）
１１ 病院等の避難対策
病院等の避難対策
（略）

（略）
４ 病院等の避難対策
病院等の避難対策
（略）

第３章 情報の収集・伝達・広報
■基本方針

第３章 災害情報の収集・伝達・広報
災害情報の収集・伝達・広報

実施担当

関係各課

■基本方針

○ 災害応急対策責任者（災対法第50条）は、気象警報等の発受伝達が迅速かつ正確
になされるよう、自らの機関の体制及び関係機関との連携体制を整備する。特に、
休日・夜間における体制及び通常伝達系統の障害時における体制に留意するものと
する。

○ 災害応急対策責任者（災対法第50条）は、災害に関する情報の発受伝達が迅速かつ
正確になされるよう、自らの機関の体制及び関係機関との連携体制を整備する。特に、
休日・夜間における体制及び通常伝達系統の障害時における体制に留意するものとす
る。

○ 県、市及び関係機関は、相互に密接な連携のもとに、被害状況等収集・伝達活動
を行うものとする。

○ 県、市及び関係機関は、相互に密接な連携のもとに、被害状況等収集・伝達活動を
行うものとする。

（追加）※第２章に記載されている内容

○ 県、市及び防災関係機関は、災害に関する予報・警報及び情報その他災害応急対策
に必要な指示、命令、報告等の受伝達重要通信の疎通を確保する。

（追加）※第２章に記載されている内容

○ 迅速かつ的確な情報の収集伝達を図るため、有線・無線の通常の通信手段を利用す
るほか、携帯電話や衛星通信施設、電話･電報施設の優先利用、放送事業者への放送
の依頼等を行い、県、市及び防災関係機関相互の効果的な通信の運用を図る。
（略）
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■主な機関の応急活動
機関名
機関名
気象台
気象台
市
報道
機関
（略）

77

正

案

■主な機関の応急活動

事 前
被害発生中
事 後
被害発生中
○特別警報・警報の発表・伝達
○伝達された情報等の住民等への周知徹底
○被害状況等の情報収集及び県等への通報
（以下、略）
○災害広報の依頼に対する協力

■主な機関の措置
区 分
機関名
機関名

75

修

機関名
事 前
被害発生中
事 後
機関名
被害発生中
（削除） （削除）※第２章として記載
（削除）※第２章として記載
市
○被害状況等の情報収集及び県等への通報
（以下、略）
報道
○災害広報の依頼に対する協力
機関
（略）
■主な機関の措置
区 分
機関名
機関名

主な措置

主な措置

第２節
異 常 気 象 １ 災害の発生が予想される異常な現象の通報
被 害 状 況 の発見者
等 の 収 市
２(1) 承知した異常現象の名古屋地方気象台その他関係
集・伝達
機関への通報
２(2)被害状況、災害応急対策等の情報収集及び県等への
通報
２(3) 行方不明者の情報収集
２(4) 即報基準に該当する火災、災害の報告
２(5) 災害応急対策完了後 15 日以内の確定報告
２(12) 被災者台帳の作成

第１節
（削除）
被害状況
等 の 収 市
集・伝達

（追加）

（追加）

（追加）※第 2 章として記載されている内容

第２節
市、防災関 通信手段の確保
通 信 手 段 係機関
の確保

第３節
広報

（略）

（略）

第３節
広報

第１節 気象警報等の伝達

（略）

（削除）
１(1) 承知した異常現象の名古屋地方気象台その他関係
機関への通報
１(2)被害状況、災害応急対策等の情報収集及び県等への
通報
１(3) 行方不明者の情報収集
１(4) 即報基準に該当する火災、災害の報告
１(5) 災害応急対策完了後 15 日以内の確定報告
１(12) 被災者台帳の作成

（略）

（削除）※第２章に記載

第２節 被害状況等の収集・伝達
第１節 被害状況等の収集・伝達
１ 発見者の通報義
者の通報義務
（削除）※第２章に記載
災害の発生が予想される異常な現象（以下「異常現象」という。
）を発見した者は、
直ちに市長又は警察官に通報する。
なお、通報を受けた警察官は、直ちに市長に通報する。
２ 市の措置
１ 市の措置
（１）異常現象を承知した市長は、直ちに名古屋地方気象台その他の関係機関に通報す （削除）※第２章に記載
る。
（２）～（１２）
（略）
（１）～（１１）
（略）

79
80

81

(68
(68)

３ 被害状況等の一般
被害状況等の一般的収集・伝達系統
的収集・伝達系統

２ 被害状況等の一般
被害状況等の一般的収集・伝達系統
的収集・伝達系統

４ 重要な災害情報の収集伝達

３ 重要な災害情報の収集伝達

５ 特殊災害に関する情報の収集及び伝
特殊災害に関する情報の収集及び伝達の
災害に関する情報の収集及び伝達の系統
達の系統

４ 特殊災害に関する情報の収集及び伝達の
特殊災害に関する情報の収集及び伝達の系統
災害に関する情報の収集及び伝達の系統

６ その他の情報の収集伝達

５ その他の情報の収集伝達
の他の情報の収集伝達

７ 報告の方法
報告の方法

６ 報告の方法
報告の方法

８ 被害状況の照
被害状況の照会・共有
会・共有

７ 被害状況の照
被害状況の照会・共有
会・共有

（追加）※第２章第１節に記載されている内容
１ 市及び防災関係機関における措置
（１）～（７）
（略）
（８）電話、電報施設の優先利用
ア 一般電話及び電報
（ア）
（略）
（イ）非常扱いの通話（追加）
天災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た場合、
次に定める事項を内容とする市外通話については、すべての通話に優先して接続
される。
なお、申し込みに当たっては、あらかじめ西日本電信電話（株）名古屋支店の
承認を得た災害時優先電話から市外局番なしの「102」番にダイヤルして、次の
事項をオペレーターに告げる。
① 非常扱いの電話申し込みであること
② 登録された電話番号と機関等の名称
③ 相手の電話番号
④ 通話内容
（ウ）緊急扱いの通話（追加）
緊急扱いの通話は、次に掲げる事項を内容とする通話に限り、一般通話より優

第２節 通信手段の確保
１ 市及び防災関係機関における措置
（１）～（７）
（略）
（８）電話、電報施設の優先利用
ア 一般電話及び電報
（ア）
（略）
（削除）
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頁
現行（平成２６年１１月修正）
先して接続される。なお、申し込みに当たっては非常扱いの通話に準ずる。
（９）
（略）
（追加）

正

案

(10) 県防災情報システムの使用
（略）

（９）
（略）
（10）放送の依頼
市長は、緊急を要する場合で、かつ、特別の必要があるときは、あらかじめ協議して
定めた手続により放送局に災害に関する通知、要請、伝達、警告及び予警報等の放送を
依頼することができる。なお、この場合、知事を通じて行うものとする。
なお、放送事業者との調整にあたっては、放送局ホットラインにより円滑な放送の依
頼を確保する。
(11) 県防災情報システムの使用
（略）

第３節 広報

第３節 広報

実施担当

82

修

秘書広報課、協働推進課、市政戦略課

実施担当

５ 広報活動の実
広報活動の実施方法
施方法

広報広聴課、協働推進課、秘書政策課

５ 広報活動の実
広報活動の実施方法
施方法

（１）報道機関への発表
（１）報道機関への発表
ア 各防災関係機関は、テレビ、ラジオ、新聞等の報道機関に対し、情報及び必要
ア 各防災関係機関は、テレビ、ラジオ、新聞等の報道機関に対し、情報及び必要
な資料を速やかに提供し、広報活動を要望する。
な資料を速やかに提供し、広報活動を要望する。
（追加）
特に避難情報等については、災害情報共有システム（Ｌアラート）を活用して
迅速かつ的確に情報発信を行う。
イ 外国人等情報伝達について特に配慮を要する者に対する対応として、可能な
イ 外国人等情報伝達について特に配慮を要する者に対する対応として、可能な限
限り多言語による情報提供等も合わせて行う。
り多言語による情報提供等も合わせて行う。
（２）広報車、航空機等
（２）広報車、航空機等
各防災関係機関は、他の防災関係機関、報道機関等の車両・航空機等による広報
各防災関係機関は、他の防災関係機関、報道機関等の車両・航空機等による広報
について協力を要請する。
について協力を要請する。
（３）その他
（３）多様な情報発信の活用
各防災関係機関は、臨時広報紙等の配布、掲示板や（追加）ホームページ（追加）
各防災関係機関は、臨時広報紙等の配布、掲示板や緊急速報メール機能、ホーム
の利用等あらゆる媒体を有効に活用して広報活動を行う。
ページ、ソーシャルメディアの利用等あらゆる媒体を有効に活用して広報活動を行
う。

91

第４章 応援協力・派遣要請
第５節 防災活動拠点
防災活動拠点の確保
拠点の確保

第４章 応援協力・派遣要請
第５節 防災活動拠点
防災活動拠点の確保
拠点の確保

１ 市における措置

１ 市における措置

（１）市は、大規模な災害が発生し県内外からの広域的な応援を受ける場合に、自衛隊、 （１）市は、大規模な災害が発生し県内外からの広域的な応援を受ける場合に、自衛隊、

93

警察、消防を始めとする応援隊等の人員・資機材・物資の集結・集積に必要となる

警察、消防を始めとする広域応援部隊等の人員・資機材・物資の集結・集積に必要

活動拠点について、関係機関との調整の上、確保を図るものとする。

となる活動拠点について、関係機関との調整の上、確保を図るものとする。

第５章 救出・救助対策
■基本方針

第５章 救出・救助対策
■基本方針

○ 市長（災害救助法が適用された場合は知事及び知事の事務の一部を行うこととさ

○ 市長（災害救助法が適用された場合は知事及び知事の事務の一部を行うこととされ

れた市長）
、警察は、災害により生命及び身体が危険となった者を早急に救出し、負

た市長）
、警察は、災害により生命及び身体が危険となった者を早急に救出し、負傷

傷者については医療機関に収容する。

者については医療機関に搬送する。

■主な機関の応急活動
機関
事 前
名

■主な機関の応急活動
機関
事 前
名

事 後

○応援要求への協力
○避難救出活動への協力
（追加）

機関名
機関名

第２節
市
防災ヘリコプタ （追加）
ーの活用

■主な機関の措置
区 分

主な措置

第２節
航空機の活用

１ 防災ヘリコプターの応援要請
（追加）

被害発生中
被害発生中

事 後

○応援要求への協力
○避難救出活動への協力
○航空機の運用調整への協力

関係
機関

関係
機関
■主な機関の措置
区 分

被害発生中
被害発生中

機関名
機関名
市
県

主な措置
１ 防災ヘリコプターの応援要請
２ 航空機の運用調整

第１節 救出・救助活動
第１節 救出・救助活動
１ 市のおける措置
１ 市のおける措置
（１）市は、警察と緊密な連携のもとに救出を行い、負傷者については、医療機関（救 （１）市は、警察と緊密な連携のもとに救出を行い、負傷者については、医療機関（救
護所を含む。
）に収容する。
護所を含む。
）に搬送する。
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第２節 防災ヘリコプターの活用
防災ヘリコプターの活用
第２節 航空機の活用
航空機の活用
１ 市における措置
１ 市における措置
（２）防災ヘリコプターの応援要請を行う際には、以下の点について愛知県防災局消防 （２）防災ヘリコプターの応援要請を行う際には、以下の点について愛知県防災局消防
保安課防災航空グループあてに電話等により速報を行ったうえで、緊急出動要請書
保安課防災航空グループあてに電話等により速報を行ったうえで、緊急出動要請書
を知事に提出する。
を知事に提出する。
ア 災害の種別
ア 災害の種別
（追加）
イ 防災ヘリコプターが行う活動支援の内容
イ 災害の発生場所
ウ 災害の発生場所
ウ 災害発生現場の気象状況
エ 災害発生現場の気象状況
エ 飛行場外離着陸場の所在地及び地上支援体制
オ 飛行場外離着陸場の所在地及び地上支援体制
オ 災害現場の最高指揮者の職・氏名及び連絡手段
カ 指揮本部及び地上支援隊の無線呼出し名称
カ 応援に要する資機材の品目及び数
（削除）
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キ その他必要な事項

96

案

（追加）

２ 航空機の運用調整
県は、県災害対策本部において、必要に応じて、消防、警察、海上保安庁、自衛隊等
とともに、これらの機関が保有する航空機の運用に係る調整を行う。
消防、警察、海上保安庁、自衛隊等航空機を保有する機関は、県災害対策本部で行わ
れる運用調整に参加し、協力するよう努める。

第６章 医療救護・防疫・保健衛生対策
■主な機関の応急活動
機関名
事 前
被害発生中
機関名
被害発生中

第６章 医療救護・防疫・保健衛生対策
■主な機関の応急活動
機関名
事 前
被害発生中
機関名
被害発生中

事 後
○保健活動及び心のケア
（追加）
○防疫組織の編成
○防疫活動

市

事 後
○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

第１節 医療救護
４ 医療救護班
医療救護班の派遣・編成等
（１）
、
（２）
（略）
（３）医療及び助産の方法
ア～オ（略）
カ 医療救護班において応急手当後、医療機関への収容を必要とする者については、
的確な情報に基づき最適な医療機関へ搬送する。
キ（略）
ク 避難所が設置された場合は、医療救護班による巡回診療を実施し、避難民及び周
辺住民の医療の確保を図る。

第１節 医療救護
４ 医療救護班
医療救護班の派遣・編成等
（１）
、
（２）
（略）
（３）医療及び助産の方法
ア～オ（略）
カ 医療救護班において応急手当後、医療機関での診療を必要とする者については、
的確な情報に基づき最適な医療機関へ搬送する。
キ（略）
ク 避難所が設置された場合は、医療救護班による巡回診療を実施し、避難者及び周
辺住民の医療の確保を図る。

第２節 防疫・保健衛生
８ 応援協力関係
（１）～（３）
（略）
（追加）

第２節 防疫・保健衛生
８ 応援協力関係
（１）～（３）
（略）
（４）市は、保健活動により、心のケア対応が必要と認める場合は、県に対してＤＰＡ
Ｔの派遣要請を行う。
（５）県は、市からの求めに応じ、または、必要と認めるときは、ＤＰＡＴを派遣する。
（６）県は、ＤＰＡＴの派遣について、必要と認めるときは、国及び他都道府県に対し、
ＤＰＡＴの派遣を要請するものとする。

（追加）
（追加）

102

正

キ その他必要な事項

市

101

修

第７章 地域安全・交通
地域安全・交通・緊急輸送対策
交通・緊急輸送対策
■基本方針

第７章 地域安全・道路交通規制
地域安全・道路交通規制・緊急輸送対策
道路交通規制・緊急輸送対策
■基本方針

○（略）

○（略）

○ 災害発生時には、別に指定する緊急輸送道路を他の道路に優先して復旧作業等を

○ 緊急輸送道路の復旧作業等を他の道路に優先して実施する。

実施して確保する。
○（略）

○（略）

主な機関の措置
区 分
機関名
機関名
第２節
（略）
交通対策

■主な機関の措置
区 分
機関名
機関名
第２節
（略）
道路交通
規制対策
（略）

（略）

主な措置
（略）

（略）

主な措置
（略）

（略）
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第２節 交通対策
交通対策
１ 県警察における措置
（４）強制排除措置
ア～ウ（略）
（追加）

105

３ 自動車
自動車運転手の措置
３ 自動車
自動車運転手の措置
（１）
、
（２）
（略）
（１）
、
（２）
（略）
（３）警察官の指示を受けたときは、その指示に従って、車を移動又は駐車すること。 （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、
車を移動等すること。

第２節 道路交通規制対策
１ 県警察における措置
（４）強制排除措置
ア～ウ（略）
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。
（５）緊急通行車両の確認等
（５）緊急通行車両の確認等
ア、イ（略）
ア、イ（略）
ウ 緊急通行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
ウ 緊急通行車両であると確認したときは、県又は県公安委員会は、
「緊急通行車両確
確認証明書」を、標章とともに申請者に交付する。
認証明書」を、標章とともに申請者に交付する。
エ（略）
エ（略）

第３節 緊急輸送道路の確保
２ 市における措置
（１）
（略）
（２）緊急輸送道路の機能確保
管理道路における緊急輸送道路指定路線について、障害物の除去、応急復旧等を
行い、道路機能を確保する。
（追加）
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第３節 緊急輸送道路の確保
２ 市における措置
（１）
（略）
（２）緊急輸送道路の機能確保
管理道路における緊急輸送道路指定路線について、障害物の除去、応急復旧等を
行い、道路機能を確保する。なお、放置車両や立ち往生車両等が発生した場合で、
緊急通行車両の通行を確保するため緊急の必要があるときは、道路管理者として区
間を指定し、運転者等に対し車両の移動等の命令を行うものとする。運転手がいな
い場合等においては、自ら車両の移動等を行うものとする。
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現行（平成２６年１１月修正）
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正
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（３）
（略）

（３）
（略）

第８章 水害防除対策
第１節 水防
１ 水防管理者、ため池
水防管理者、ため池・水
ため池・水門
・水門等の管理者、
等の管理者、河川管理者における措置
河川管理者における措置
（２）水防活動
ア～オ（略）
カ 決壊等の通報及び決壊後の処理
水防管理者は、堤防その他の施設が決壊したときは、直ちにその旨を県及びはん
濫する方向の隣接水防管理者に報告しなければならない。また、決壊箇所について
は、できる限りはん濫による被害が拡大しないよう努めなければならない。

第８章 水害防除対策
第１節 水防
１ 水防管理者、ため池
河川管理者における措置
水防管理者、ため池・水
ため池・水門
・水門等の管理者及び
等の管理者及び河川
及び河川管理者における措置
（２）水防活動
ア～オ（略）
カ 決壊等の通報及び決壊後の処理
水防管理者は、堤防その他の施設が決壊したときは、直ちにその旨を県及び氾濫
する方向の隣接水防管理者に報告しなければならない。また、決壊箇所については、
できる限り氾濫による被害が拡大しないよう努めなければならない。
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第２節 防災営農
防災営農
１ 市、土
市、土地改良区における措置
改良区における措置
（１）ポンプ排水による農地のたん水排除
河川等のはん濫により農地にたん水した場合は、ポンプ排水又は堤防切開工事に
より、たん水排除を図る。なお、ポンプ排水又は堤防切開を行うに当たっては、河
川管理者と事前協議を行うものとする。
（２）～（５）
（略）

第２節 防災営農
防災営農
１ 市、土
市、土地改良区における措置
改良区における措置
（１）ポンプ排水による農地のたん水排除
河川等の氾濫により農地にたん水した場合は、ポンプ排水又は堤防切開工事によ
り、たん水排除を図る。なお、ポンプ排水又は堤防切開を行うに当たっては、河川
管理者と事前協議を行うものとする。
（２）～（５）
（略）
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第９章 避難者・帰宅困難者対策
避難者・帰宅困難者対策
■基本方針
○（略）
○（略）
○ 帰宅困難者対策は、帰宅困難者等の発生による混乱を防止することが重要であり、
「むやみに移動を開始しない」という基本原則の徹底を図るものとする。

第９章 避難所・要配慮者支援・帰宅困難者対策
避難所・要配慮者支援・帰宅困難者対策
■基本方針
○（略）
○（略）
○ 帰宅困難者対策は、帰宅困難者等の発生による混乱を防止することが重要であり、
「むやみに移動（帰宅）を開始しない」という基本原則の徹底を図るものとする。

■主な機関の応急活動
機関名 事 前
被害発生中
被害発生中
事 後
○立退きの勧告・指示
○避難所の開設
（略）
市
○企業等に対する一斉帰宅の抑制
○徒歩帰宅者に対する情報提供
○徒歩帰宅者の救助・避難所対策の実施

■主な機関の応急活動
機関名
機関名 事 前
被害発生中
被害発生中
事 後
（削除）
○避難所の開設・運営
（略）
市
○事業者等に対する一斉帰宅の抑制呼びかけ
○帰宅困難者に対する情報提供
○帰宅困難者の救助・避難所等対策の実施

■主な機関の措置
区 分
機関名
機関名
第１節
（略）
避難の勧告・
指示
第２節
市
避難所の開設

■主な機関の措置
区 分
機関名
機関名
（削除）
（削除）
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第３節
市
要配慮者支援
対策
第４節
県、市
帰宅困難者対
策
事業所等

主な措置
（略）

主な措置
（削除）※第２章第２節として記載

１(1) 避難所の開設
１(2) 、(3)（略）

第１節
市
避難所の開
設・運営

１(1) 避難所の開設・運営
１(2) 、(3)（略）

１(1)
１(2)
１(4)
１(5)
１(1)

第２節
市
要配慮者支援
対策

１(1)
１(2)
１(4)
１(5)
１(1)

要配慮者の安否確認・避難誘導
、(3)（略）
福祉避難所の設置
～(7)（略）
帰宅困難者発生抑止のための広報等

１(2) (3) 徒歩帰宅者に対する情報提供
１(4) 救助対策、避難所対策の実施
２ 安否確認や交通情報等の収集及び従業員等の
一斉帰宅の抑制

避難行動要支援者の安否確認・避難誘導
、(3)（略）
福祉避難所の設置等
～(7)（略）
第３節
県、市
帰宅困難者の集中による混乱発生抑止のた
帰宅困難者対
めの広報等
策
１(2) (3) 帰宅困難者に対する情報提供
１(4) 救助対策、避難所等対策の実施
事業者、学校 ２ 安否確認や交通情報等の収集及び従業員、学
等
生、顧客等の一斉帰宅の抑制

115

第１節 避難の勧告・指示

（削除）※第２章第２節として記載

120

第２節 避難所の開設
１ 市における措置
（１）避難所の開設
市は、災害のため現に被害を受け、又は受けるおそれのある者を、一時的に収容し保
護するための避難所を必要に応じて開設するものとする。

第１節
第１節 避難所の開設・運営
避難所の開設・運営
１ 市における措置
（１）避難所の開設
市は、災害のため避難した居住者や滞在者等を被災した住民等を、一時的に滞在させ
るための施設として、避難所を必要に応じて開設するものとする。

２ 避難所の指定
（削除）
市は、あらかじめ災害対策基本法施行令に基づいて避難所を指定し、当該避難所の所
有者又は管理者の承諾を得る。その際、次の事項を十分に勘案することとする。
（１）被害者に対する救援・救護活動を実施することが可能な地域で、耐震・耐火の
建築物があるか、又は仮設住宅、幕舎等を設置することが可能な規模を有するも
のとする。
（２）周囲にがけ崩れのおそれのあるがけ、石垣等がないものとする。
（３）地割れ、崩落等が予想されない地盤地質地域にあるものとする。
（４）周囲に多量の可燃物資の貯蔵施設がないところとする。
（５）洪水、高潮等による被害がないと見込まれる地域にあるものとする。
（６）避難場所との距離が比較的短く、その経路が安全と認められるところとする。
（７）その他、被災者が生活する上で、市が適すると認める場所であるものとする。
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３ 避難所の運営
２ 避難所の運営
市は、避難所内の混乱を防止し、安全かつ適切な管理を図るため、避難所には職員を
市は、避難所内の混乱を防止し、安全かつ適切な管理を図るため、避難所には職員を
常駐させ、避難所の運営に当たっては、次の点に留意する。
常駐させ、避難所の運営に当たっては、次の点に留意する。
（追加）※（13）で記載されている内容
（１）避難所運営マニュアルに基づく避難所運営
県が作成した避難所運営マニュアルに基づき、避難所の円滑な運営を図ること。
（１）必要な物資等の数量を確実に把握するため、避難者に世帯単位での登録を求め、 （２）避難者の把握
収容能力からみて支障があると判断したときは、速やかに適切な措置を講ずるこ
必要な物資等の数量を確実に把握するため、避難者に世帯単位での登録を求め、避
と。
難所ごとに避難している人員の把握に努めること。なお、収容能力からみて支障があ
（２）各避難所に収容された人員の把握に努め、収容能力からみて支障があると判断し
ると判断したときは、速やかに適切な措置を講ずること。
たときは、速やかに適切な措置を講ずること。
（３）避難所が万一危険になった場合再避難等についての対策を把握し、混乱のないよ （３）避難所が危険になった場合の対応
う適切な措置を講ずること。
避難所が万一危険になった場合再避難等についての対策を把握し、混乱のないよう
適切な措置を講ずること。
（４）避難者のニーズを早急に把握し、避難所における生活環境に注意を払い、良好な （４）避難者ニーズ把握と生活環境、プライバシーへの配慮
生活の確保に努めるとともに、避難者のプライバシーの確保に配慮すること。
避難者のニーズを早急に把握し、避難所における生活環境に注意を払い、良好な生
活の確保に努めるとともに、避難者のプライバシーの確保に配慮すること。
（５）避難所の運営における女性の参画を推進するとともに、男女のニーズの違い等男 （５）避難所運営における女性の参画等
女双方の視点等に配慮するものとする。特に、女性専用の物干し場、更衣室、授乳
避難所の運営における女性の参画を推進するとともに、男女のニーズの違い等男女
双方の視点等に配慮するものとする。特に、女性専用の物干し場、更衣室、授乳室の
室の設置や生理用品、女性用下着の女性による配布、避難所における安全性の確保
設置や生理用品、女性用下着の女性による配布、避難所における安全性の確保など、
など、女性や子育て家庭のニーズに配慮した避難所の運営に努めるものとする。
女性や子育て家庭のニーズに配慮した避難所の運営に努めるものとする。
（６）常に災害対策本部と情報連絡を行い、避難者に対する災害情報の伝達、応急対策 （６）避難者への情報提供
実施状況の周知徹底を行い、流言飛語の流布防止と不安の解消に努めること。
常に災害対策本部と情報連絡を行い、避難者に対する災害情報の伝達、応急対策実
（追加）※（12）に記載されている内容
施状況の周知徹底を行い、流言飛語の流布防止と不安の解消に努めること。特に、自
宅での生活への復帰を避難者へ促す目安となるよう、ライフラインの復旧状況等、日
常生活にかかわる情報を避難所にも提供するように努めること。
（追加）
また、目の見えない人や耳の聞こえない人、外国人等への情報提供方法について、
「愛
知県避難所運営マニュアル」の「避難所利用者の事情に配慮した広報の例」を参考に
配慮すること。
（７）避難所内に要配慮者がいることを認めた場合は、民生委員、自主防災組織、地域 （７）要配慮者への支援
奉仕団、ボランティア等の協力を得て、収容された被災者に対し、必要に応じて次
避難所内に要配慮者がいることを認めた場合は、民生委員、自主防災組織、地域奉
仕団、ボランティア等の協力を得て、必要に応じて次の救援を行う。なお、必要に応
の救援を行う。なお、必要に応じて福祉施設への入所、避難者に対する各種相談業
務、負傷者に対する応急医療、保健師、ホームヘルパー等による支援を行うこと。 じて福祉施設への入所、避難者に対する各種相談業務、負傷者に対する応急医療、保
健師、ホームヘルパー等による支援を行うこと。
（８）給水・給食・毛布・衣料・日用必需品、その他当面必要とされる物質の支給等、 （８）物資の配給等避難者への生活支援
給水・給食・毛布・衣料・日用必需品、その他当面必要とされる物質の支給等、避
避難者への生活支援にあっては、公平に行うことを原則として、適切迅速な措置を
難者への生活支援にあっては、公平に行うことを原則として、適切迅速な措置をとる
とること。
こと。
（追加）
なお、食物アレルギーや宗教上の理由等により食べられないものがある者について、
「愛知県避難所運営マニュアル」を参考に配慮すること。
（９）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 （９）避難所以外の場所に滞在する被災者への対応
される要配慮者や、健常者であっても災害が収まった後に家屋の被害や電気、水道、
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
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在宅避難者に対して、 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
その避難生活の環境整備に必要な措置を講じること。
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こと。
（10）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、避難者、自主防 （10）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、避難者、自主防災
災組織、ボランティア等の協力が得られるよう努めること。
組織、ボランティア等の協力が得られるよう努めること。
（11）避難者が避難所へペットをつれてきた場合は、
「避難所ペット登録台帳」に登録 （11）ペットの取扱
するとともに、飼育場所や飼育ルールを飼育者及び避難者へ周知・徹底を図る。
避難者が避難所へペットをつれてきた場合は、
「避難所ペット登録台帳」に登録する
とともに、飼育場所や飼育ルールを飼育者及び避難者へ周知・徹底を図る。
（12）自宅での生活への復帰を避難者へ促す目安となるよう、ライフラインの復旧状況 （削除）※（６）で記載
等、日常生活にかかわる情報を避難所にも提供するように努めること。
（13）事前に避難所として指定した施設等の破損に備えて、避難用テントの備蓄等を計 （削除）※前段は第２編第９章で記載。後段は、
（１）に記載
画的に進めるとともに、災害時には、
「市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ものとする。
（14）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 （12）公衆衛生の向上のための事業者団体への要請
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自治体所有の
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
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
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自治体所有の毛布、
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
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
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
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
る。
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。
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４ 災害救助法
災害救助法の適用の場合
用の場合の経費負担

３ 災害救助法
災害救助法の適用の場合
用の場合の経費負担

第３節 要配慮者支援対策
１ 市における措置
（１）避難行動要支援者の安否確認・避難誘導
（略）
（２）避難行動要支援者の避難支援
（略）
（略）
（３）～（６）
（７）外国人への情報の提供と収集
市国際交流協会、各種ボランティア団体や外国人集住都市会議と連携し、通訳ボラ
ンティア等を避難所等に派遣し、災害情報や支援情報等の提供を行うとともに必要な

第２節 要配慮者支援対策
１ 市における措置
（削除）※第２章第３節に記載

18

（削除）※第２章第３節に記載
（略）
（１）～（４）
（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。

小牧市地域防災計画－風水害・原子力等災害対策計画－（平成２７年１１月修正）
頁
現行（平成２６年１１月修正）
支援情報を収集する。

123

修

正

案

ア 市国際交流協会や各種ボランティア団体との連携
イ 県国際交流協会の「多言語情報翻訳システム」等の活用
ウ 愛知県災害多言語支援センター（大規模災害時に設置）が発信する多言語情報
の活用
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）

第４節 帰宅困難者対策
第３節 帰宅困難者対策
１ 県及び市における措置
１ 県及び市における措置
（１）県及び市は、公共交通機関が運行を停止し、自力で帰宅することが困難な帰宅困 （１）
「むやみに移動（帰宅）を開始しない」旨の広報及び滞在場所の確保等
難者が大量に発生する場合には、
「むやみに移動を開始しない」旨の広報等により、
県及び市は、公共交通機関が運行を停止し、自力で帰宅することが困難な帰宅困難
一斉帰宅の抑制を図るとともに、必要に応じて、滞在場所の確保等の支援を行うも
者が大量に発生する場合には、
「むやみに移動（帰宅）を開始しない」旨の広報等によ
の とする。
り、一斉を帰宅の抑制し、帰宅困難者の集中による混乱の抑制を図る。また、必要に
応じて、滞在場所の確保等の支援を行うもの とする。
（２）県及び市は、企業、放送事業者、防災関係機関等との連携により、徒歩帰宅者に （２）災害情報、徒歩帰宅支援ステーションの情報提供
対して支援ルートやコンビニエンスストアなどの支援ステーションの情報提供に
県及び市は、安全な帰宅のための災害情報を提供するほか、企業、放送事業者、防
努める。
災関係機関等との連携により、徒歩帰宅者に対して支援ルートやコンビニエンススト
アなどの徒歩帰宅支援ステーションの情報提供に努める。
（３）県及び市は、各種の手段により、徒歩帰宅に必要な装備等、家族との連絡手段の （３）その他帰宅困難者への広報
確保、徒歩帰宅経路の確認、事業所の責務等、必要な広報に努める。
県及び市は、各種の手段により、徒歩帰宅に必要な装備等、家族との連絡手段の確
保、徒歩帰宅経路の確認、事業者の責務等、必要な広報に努める。
（４）市は、帰宅途中で救援が必要になった人、避難所への収容が必要になった人への （４）帰宅途中で救援が必要になった人等の対策
救助対策、避難所対策を図る。
市は、帰宅途中で救援が必要になった人、避難所での受入れが必要になった人への
救助対策、避難所等対策を図る。
２ 事業所等における措置
２ 事業者や学校等における措置
事業者や学校等における措置
事業所や学校などの組織があるところは、災害時には組織の責任において、安否確認
事業者や学校などは、災害時には組織の責任において、安否確認や交通情報等の収
や交通情報等の収集を行い、災害の状況を十分に見極めた上で、従業員、学生、顧客等
集を行い、災害の状況を十分に見極めた上で、従業員、学生、顧客等への対応を検討
への対応を検討し、帰宅する者の安全確保の観点に留意して、対策をとるものとする。 し、帰宅する者の安全確保の観点に留意して、対策をとるものとする。
３ 支援体制の構
（削除）※第２編第９章で記載
支援体制の構築
帰宅困難者に対する対応は、安否確認の支援、被害情報の伝達、滞在場所の提供、帰
宅のための支援等、多岐にわたるものである。
また、帰宅困難者対策は、行政のエリアを越えかつ多岐にわたる分野に課題が及ぶこ
とから、これに関連する行政、事業所、学校、防災関係機関が相互に連携・協力する仕
組みづくりを進め、発災時における交通情報の提供、水や食料の提供、従業員や児童生
徒等の保護などについて、支援体制の構築を図っていくものとする。
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第１０
第１０章 水・食品
水・食品・生活
食品・生活必
・生活必需品等の
需品等の供給
等の供給
第２節 食品の
食品の供給
２ 主食等の備蓄
等の備蓄
（１）
（略）
（２）広域応援による食料の供給が開始されるまでの期間に対処するため、家庭におい
て３日分程度の食料を備蓄しておくとともに、市においても食料を備蓄しておくこと
が必要である。

第１０
第１０章 水・食品
水・食品・生活
食品・生活必需品
・生活必需品等の
必需品等の供給
等の供給
第２節 食品の
食品の供給
２ 主食等の備蓄
等の備蓄
（１）
（略）
（２）広域応援による食料の供給が開始されるまでの期間に対処するため、家庭におい
て３日分以上（可能な限り１週間分程度）の食料を備蓄しておくとともに、市におい
ても食料を備蓄しておくことが必要である。

４ 米穀の
米穀の原料調達
原料調達
（１）市は、炊き出しを実施する場合の米穀の原料（玄米）調達に当たっては、
「愛知
県応急米穀取扱要領」に基づき実施する。
（２）市は、米穀届出事業者等から米穀の原料（玄米）調達が困難な場合は、県と緊密
な連格を図り、
「愛知県応急米穀取扱要領｣及び「米穀の買い入れ・販売等に関する基
本要領（第４章第１０の２に基づく災害救助用米穀の供給に係る手続き）
」により調
達を図る。
（３）市長は、緊急に必要とする場合は電話等により知事に依頼することができるほか、
通信途絶等の場合には、農林水産省（生産局）に要請を行うことができる。ただし、
いずれの場合も、事後、速やかに知事に報告するものとする。
（追加）

４ 米穀の
米穀の原料調達
原料調達
（１）市は、炊き出しを実施する場合の米穀の原料（玄米）調達に当たっては、
「愛知県
応急用米穀取扱要領」に基づき実施する。
（２）市は、米穀届出事業者等から米穀の原料（玄米）調達が困難な場合は、県と緊密
な連格を図り、
「愛知県応急用米穀取扱要領｣及び「米穀の買い入れ・販売等に関する
基本要領（第４章第１０の２に基づく災害救助用米穀の供給に係る手続き）
」により調
達を図る。
（３）市長は、緊急に必要とする場合は電話等により知事に依頼することができるほか、
通信途絶等の場合には、農林水産省（生産局）に要請を行うことができる。ただし、
いずれの場合も、事後、速やかに知事に報告するものとする。
（４）市は、活用可能な精米施設を確保する。なお、長期停電により県内に稼働施設が
ない場合は、他県施設の活用を申し入れる。

第１１章 環境汚染防
環境汚染防止及び廃棄
及び廃棄物処理対策
廃棄物処理対策
第２節 廃棄物処理計画
廃棄物処理計画
１ 市における措置
（１）災害廃棄物処理計画の策定
市は、災害対策基本法（昭和36年法律第223号）に基づく「環境省防災業務計画」に
より、災害廃棄物等の広域的な処理計画を作成する等、廃棄物処理に係る災害時におけ
る応急体制を確保する必要があるため、災害廃棄物対策指針（平成26年３月：環境省大
臣官房廃棄物・リサイクル対策部）を参考に、被害状況を調査し、災害廃棄物の発生量
を推定するとともに、災害廃棄物処理実行計画を策定して、迅速に処理を進める。
（２）～（４）
（略）

第１１章 環境汚染防
環境汚染防止及び廃棄
及び廃棄物処理対策
廃棄物処理対策
第２節 廃棄物処理計画
廃棄物処理計画
１ 市における措置
（１）災害廃棄物処理実行計画の策定
市は、災害時の廃棄物に係る処理体制を確保する必要があるため、災害廃棄物対策指
針（平成26年3月：環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部）を参考に、平常時に災害
廃棄物処理計画を策定する。また、災害時においては、被害状況を調査し、災害廃棄物
の発生量を推定するとともに、災害廃棄物処理実行計画を策定して、迅速に処理を進め
る。
（２）～（４）
（略）

第１２章 遺体の取扱
体の取扱

第１２章 遺体の取扱
体の取扱

■基本方針

■基本方針

○ 周囲の状況から判断して、災害により死亡したと思われる者は、速やかに捜索・

○ 周囲の状況から判断して、災害により死亡したと思われる者は、速やかに捜索・収

収容し、所要の処理をした後、埋葬又は火葬(以下｢埋火葬」という。)するものとす

容し、所要の処理をした後、埋葬又は火葬(以下｢埋火葬」という。)する。

る。
（追加）

○ 遺体の取扱いに当たっては、礼意を失わないように注意するとともに、遺族等の心
身の状況、その置かれている環境等について適切な配慮を行う。
19

小牧市地域防災計画－風水害・原子力等災害対策計画－（平成２７年１１月修正）
頁
現行（平成２６年１１月修正）
■主な機関の応急活動
機関名
機関名 事 前

被害発生中
被害発生中

■主な機関の措置
区 分
機関名
機関名
第１節
市
遺体の捜索
市

警察
第３節
遺体の埋火葬

市

事 後
（略）
○検視（調査）の実施
○県歯科医師会への応援要請

■主な機関の措置
区 分
機関名
機関名
第１節
市
遺体の捜索

遺体の捜索
検視（見分）
応援要求
遺体の収容及び一時保存
遺体の検視（見分）及び検案
～(5) （略）

第２節
遺体の処置

2(1) 検視（見分）の実施
2(2) 歯科医師会への応援要請
（略）

市

警察
第３節
遺体の埋火葬

第１節 遺体の捜索
体の捜索
１ 市における措置
（２）検視（見分）
遺体を発見したときは、その現場で警察官の検視(見分)を得る。現場での検視(見分)
を得ることができない場合は、発見の日時、場所、発見者、発見時の遺体の状況、所持
品等を明確にする。
（追加）
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案

被害発生中
被害発生中

警察

主な措置
1(1)
1(2)
1(3)
1(1)
1(2)
1(3)

正

市

○検視（見分）の実施
○県歯科医師会への応援要請

警察

第２節
遺体の処置

■主な機関の応急活動
機関名
機関名 事 前

事 後
（略）

市

修

市

主な措置
1(1)
1(2)
1(3)
1(1)
1(2)
1(3)

遺体の捜索
検視（調査）
応援要求
遺体の収容及び一時保存
遺体の検視（調査）及び検案
～(5) （略）

2(1) 検視（調査）の実施
2(2) 歯科医師会への応援要請
（略）

第１節 遺体の捜索
体の捜索
１ 市における措置
（２）検視（調査）
遺体を発見したときは、警察官の検視(調査※)を得る。現場での検視(調査)を得るこ
とができない場合は、発見の日時、場所、発見者、発見時の遺体の状況、所持品等を明
確にする。
※「警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律」に基づき、警察管が
死因及び身元を明らかにするために行う調査（外表の調査、死体の発見された場所の
調査、関係者に対する質問等）
第２節 遺体の処理
１ 市における措置
(２) 遺体の検視（調査）及び検案

第２節 遺体の処理
１ 市における措置
(２) 遺体の検視（見分）及び検案

警察官の遺体の検視（調査）を得るとともに、医師による遺体（医師の診療中に死亡

警察官の遺体の検視（見分）を得るとともに、医師による遺体（医師の診療中に死亡 した者を除く）の検案（死亡の確認及び死因その他の医学的検査）を受ける。
(３) 遺体の洗浄等

した者を除く）の検案（死亡の確認及び死因その他の医学的検査）を受ける。

検視（調査）及び検案を終了した遺体について、遺体の識別のため又は遺族への引き

(３) 遺体の洗浄等

検視（見分）及び検案を終了した遺体について、遺体の識別のため又は遺族への引き 渡しまで相当の期間を要する場合の措置として、遺体の洗浄、縫合、消毒等の処置を行
渡しまで相当の期間を要する場合の措置として、遺体の洗浄、縫合、消毒等の処置を行 う。
134

う。

２ 警察における措置

２ 警察における措置

（１）遺体発見現場で遺体の検視（調査）を実施する。なお、現場での検視（調査）が

（１）収容した遺体について検視（見分）を実施する。検視（見分）を行わずに収容さ 困難な場合は、市及び医師と連携を密にし、遺体安置所において検視（調査）を行う。
れた遺体については、市及び医師と連携を密にし、遺体安置所において検視（調査）を

138

行う。

（２）身元識別のため必要があるときは、血液の採取、爪の切除等を実施する。また必

（２）身元識別のため必要があるときは、歯科医師会に応援を要請する。

要に応じて歯科医師会に応援を要請する。

第１４章 ライフライン施設
ライフライン施設の応急対策
施設の応急対策
■主な機関の応急活動
機関名
事 前
被害発生中
機関名
被害発生中
（略）
（略）

第１４章 ライフライン施設
ライフライン施設の応急対策
施設の応急対策
■主な機関の応急活動
機関名
事 前
被害発生中
機関名
被害発生中
（略）
（略）

事 後

東邦ガス
東邦ガス
ＬＰガス協会
ＬＰガス協会

東邦ガス
（略）
東邦ガス
ＬＰガス協会
ＬＰガス協会
（追加）※第２章に記載されている内容

NTT 西日本
西日本
放送事業者
郵便事業者

■主な機関の措置
区 分
機関名
機関名
（略）
（略）
第４節
下水道管理者
下水道施設対
策

事 後

（略）
○重要通信の確保及び
通信の途絶の解消
○放送事業の継続
○郵便事業の継続

■主な機関の措置
区 分
機関名
主な措置
機関名
（略）
（略）
（略）
第４節
下水道管理者 １(1) 応急復旧活動の実施
下水道施設対
策
第５節
電気通信事業 １･２ 重要通信の確保及び通信の途絶の解消
通信施設の応 者、移動通信
急措置
事業者

主な措置
（略）
１(1) 応急復旧活動の実施

（追加）※第２章に記載されている内容

第６節
20

市、防災関係 ３ 専用通信施設の応急措置
機関
放送事業者
４ 放送事業の継続
日本郵便株式 郵便物の送達の確保及び窓口業務の維持

小牧市地域防災計画－風水害・原子力等災害対策計画－（平成２７年１１月修正）
頁
現行（平成２６年１１月修正）

修

正

案

郵便業務の応 会社
急措置
139
139

第１節 電力施設対策
第１節 電力施設対策
１ 中部電力
中部電力株式
電力株式会社における措置
株式会社における措置
１ 中部電力
電力株式
株式会社における措置
中部電力
株式会社における措置
（４）応急復旧活動の実施
（４）応急復旧活動の実施
ア 優先的に復旧する施設及び設備
ア 優先的に復旧する施設及び設備
（ア）
（略）
（ア）
（略）
（イ）利用者側
（イ）利用者側
① 人命にかかわる病院
① 人命にかかわる病院
② 災害復旧の中枢となる災害対策本部、官庁、警察、ガス、水道、交通、通信
② 災害復旧の中枢となる災害対策本部、官庁、警察、自衛隊、ガス、水道、交
等の機関・民心の安定に寄与する報道機関、避難施設
通、通信等の機関・民心の安定に寄与する報道機関、避難施設
イ 復旧方法（略）
イ 復旧方法（略）
（追加）
ウ 関係機関との連携
路上障害物により被害箇所への到着や復旧作業が困難な場合には、道路啓開につ
いて関係機関と連携、協力し、迅速な復旧に努める。

(71)
71)

（追加）※第２章第３節に記載されている内容
１ 西日本電信電
西日本電信電話株式
本電信電話株式会社
話株式会社における措置
会社における措置

第５節 通信施設の応急対策
１ 電気通信事業者（西日
（西日本電信電
西日本電信電話株式
本電信電話株式会社、
話株式会社、エヌ･ティ･ティ･コ
エヌ･ティ･ティ･コミュニケ
ュニケーション
ションズ
株式会社）
株式会社）における措置
における措置
会社）
西日本電信電話株式会社は、緊急に必要な防災関係機関等、災害救助活動に直接関係
西日本電信電話株式会社及びエヌ･ティ･ティ･コミュニケーションズ株式会社は、緊急
する重要通信の確保及び通信の途絶の解消に留意し、速やかに応急復旧を行う。
に必要な防災関係機関等、災害救助活動に直接関係する重要通信の確保及び通信の途絶
（略）
の解消に留意し、速やかに応急復旧を行う。
（略）
２ 株式会社
会社における措置
における措置
株式会社ＮＴＴド
会社ＮＴＴドコ
ＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩ株式会社
ＫＤＤＩ株式会社
２ 移動通信事業者（株式
動通信事業者（株式会社
株式会社ＮＴＴド
会社ＮＴＴドコ
ＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩ株式会社及び
ＫＤＤＩ株式会社及びソ
会社及びソフトバン
トバンクモバ
（略）
イル株式
イル株式会社）
株式会社）における措置
会社）における措置
（略）
３ 市及び防災関係機関における措置
３ 市及び防災関係機関における措置
（略）

（略）

４ 放送事業者における措置

４ 放送事業者における措置

（略）

（略）

（追加）※第２章第４節に記載されている内容
１ 日本郵便株式
本郵便株式会社の措置
株式会社の措置

第６節 郵便業務の応急措置
１ 日本郵便株式
本郵便株式会社の措置
株式会社の措置

第１５章 航空災害対策
第１節 愛知県名古屋飛行場
愛知県名古屋飛行場
（１）飛行場内で事故が発生した場合（関係分）
（図中）
航空自衛隊小牧基地
（２）飛行場周辺で民間機の事故が発生した場合（関係分）
（図中）
航空自衛隊小牧基地

第１５章 航空災害対策
第１節 愛知県名古屋飛行場
愛知県名古屋飛行場
（１）飛行場内で事故が発生した場合（関係分）
図中
名古屋飛行場管制所（航空自衛隊小牧基地）
（２）飛行場周辺で民間機の事故が発生した場合（関係分）
（図中）
名古屋飛行場管制所（航空自衛隊小牧基地）

146
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２ 市における措置
（４）地元医療機関等で組織した医療班の派遣要請及び医療機関への搬送等
多数の負傷者が発生した場合は、地元医療機関で組織された医療班を現地に派遣要請
し、応急処置を施した後、適切な医療機関に搬送する。また、必要に応じ救護所、被災
者の収容所及び遺体収容所等の設置又は手配を行う。
（略）

２ 市における措置
（４）地元医療機関等で組織した医療班の派遣要請及び医療機関への搬送等
多数の負傷者が発生した場合は、地元医療機関で組織された医療班を現地に派遣要請
し、応急処置を施した後、適切な医療機関に搬送する。また、必要に応じ救護所、被災
者の避難所及び遺体安置所等の設置又は手配を行う。
（略）

149
149

第１６章 鉄道災害対策
２ 市における措置
（４）地元医療機関等で組織した医療班の派遣要請及び医療機関への搬送等
多数の負傷者が発生した場合は、地元医療機関等で組織した医療班のほか、県に対し
て日赤医療救護班、愛知県内災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）を要請し、現地に医師を
多数投入する。現地における医師等の処置後は、適切な医療機関に搬送する。また、必
要に応じて応急救護所、被災者の収容所及び遺体収容所等の設置又は手配を行う。
（略）

第１６章 鉄道災害対策
２ 市における措置
（４）地元医療機関等で組織した医療班の派遣要請及び医療機関への搬送等
多数の負傷者が発生した場合は、地元医療機関等で組織した医療班のほか、県に対し
て日赤医療救護班、愛知県内災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）を要請し、現地に医師を
多数投入する。現地における医師等の処置後は、適切な医療機関に搬送する。また、必
要に応じて応急救護所、避難所及び遺体安置所等の設置又は手配を行う。
（略）

第１７章 道路災害対策
１ 市における措置
（４）地元医療機関等で組織した医療班の派遣要請及び医療機関への搬送等
多数の負傷者が発生した場合は、地元医療機関等で組織した医療班を現地に派遣し、
応急処置を施した後、適切な医療機関に搬送する。また、必要に応じ救護所、被災者の
収容所及び遺体収容所等の配置又は手配を行う。大規模道路災害が発生した場合は、地
元医療機関等の医療班のほか、県に対して日赤医療救護班、愛知県内災害派遣医療チー
ム（ＤＭＡＴ）を要請し、現地に医師を多数投入する。現地における医師等の処置後は、
適切な医療機関に搬送する。また、必要に応じて応急救護所、被災者の収容所及び遺体
収容所等の設置又は手配を行う。

第１７章 道路災害対策
道路災害対策
１ 市における措置
（４）地元医療機関等で組織した医療班の派遣要請及び医療機関への搬送等
多数の負傷者が発生した場合は、地元医療機関等で組織した医療班を現地に派遣し、
応急処置を施した後、適切な医療機関に搬送する。また、必要に応じ救護所、避難所及
び遺体安置所等の配置又は手配を行う。大規模道路災害が発生した場合は、地元医療機
関等の医療班のほか、県に対して日赤医療救護班、愛知県内災害派遣医療チーム（ＤＭ
ＡＴ）を要請し、現地に医師を多数投入する。現地における医師等の処置後は、適切な
医療機関に搬送する。また、必要に応じて応急救護所、避難所及び遺体安置所等の設置
又は手配を行う。

第１８章 放射性物質
性物質及び原子
及び原子力災害応急対策
原子力災害応急対策
第３節 県外の
県外の原子力発電所等における
原子力発電所等における異常
力発電所等における異常時対策
異常時対策

第１８章 放射性物質
性物質及び原子
及び原子力災害応急対策
原子力災害応急対策
第３節 県外の
県外の原子力発電所等における
原子力発電所等における異常
力発電所等における異常時対策
異常時対策

(72)
72)

144

158
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小牧市地域防災計画－風水害・原子力等災害対策計画－（平成２７年１１月修正）
頁
現行（平成２６年１１月修正）
■主な機関の応急活動
機関名
事 前
機関名
中部電力株式会社、
関西電力
株式会社、
日本原子力発電株
式会社及び独立行政法人日
本原子力研究開発機構

被害発生中
被害発生中
（略）

修
■主な機関の応急活動
機関名
事 前
機関名
中部電力株式会社、
関西電力
株式会社、
日本原子力発電株
式会社及び国立研究開発法
人日本原子力開発機構

事 後

正

案
被害発生中
被害発生中
（略）

事 後

２ 県における主な
における主な措置
２ 県における主な
における主な措置
（４）環境放射線モニタリングの実施と結果の公表
（４）環境放射線モニタリングの実施と結果の公表
国及び原子力事業者等が実施し、オフサイトセンターに集約された緊急時モニタリ
ア 国及び原子力事業者等が実施し、オフサイトセンターに集約された緊急時モニタ
リングの結果を収集するとともに、環境放射能調査におけるモニタリングを強化し、
ングの結果を収集するとともに、環境放射能調査におけるモニタリングを強化し、そ
その調査結果を速やかに関係機関、関係市町村等に連絡し、あわせて県民等に情報
の調査結果を速やかに関係機関、関係市町村等に連絡し、あわせて県民等に情報提供
提供する。
する。
（略）
（略）
イ 県は、モニタリング結果の公表にあたっては、県民等に的確な情報提供を行うた
（追加）
め、測定結果の妥当性に留意するものとする。
３ 市における措置
（５）広域避難活動
国からの指示に基づき、市の区域を越えて避難を行う必要が生じた場合は、他の市町
村に対し収容先の提供及びその他災害救助の実施に協力するよう要請する。
（略）

３ 市における措置
（５）広域避難活動
国からの指示に基づき、市の区域を越えて避難を行う必要が生じた場合は、他の市町
村に対し避難所の提供及びその他災害救助の実施に協力するよう要請する。
（略）

165

第２１章 大規模な火
大規模な火事災害対策
模な火事災害対策
１ 市における措置
（２）避難勧告・指示等
地域住民等の避難の勧告又は指示等については、第９章「避難者・帰宅困難者対策」
の定めにより実施する。
（７）地元医療機関等で組織した医療班の派遣要請及び医療機関への搬送等
多数の負傷者が発生した場合は、地元医療機関等で組織する医療班を現地に派遣要請
し、応急処置を施した後、適切な医療機関に搬送する。また、必要に応じ救護所、被災
者の収容所及び遺体収容所等の設置又は手配を行う。
（略）

第２１章 大規模な火
大規模な火事災害対策
模な火事災害対策
１ 市における措置
（２）避難勧告・指示等
地域住民等の避難の勧告又は指示等については、第９章「避難所・要配慮者支援・帰
宅困難者対策」の定めにより実施する。
（７）地元医療機関等で組織した医療班の派遣要請及び医療機関への搬送等
多数の負傷者が発生した場合は、地元医療機関等で組織する医療班を現地に派遣要請
し、応急処置を施した後、適切な医療機関に搬送する。また、必要に応じ救護所、避難
所及び遺体安置所等の設置又は手配を行う。
（略）
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第２２章 林野火災対策
林野火災対策
１ 市における措置
（２）避難勧告・指示等
地域住民等の避難の勧告又は指示等については、第９章「避難者・帰宅困難者対策」
の定めにより実施する。
（７）地元医療機関等で組織した医療班の派遣要請及び医療機関への搬送等
多数の負傷者が発生した場合は、地元医療機関等で組織する医療班を現地に派遣要請
し、応急処置を施した後、適切な医療機関に搬送する。また、必要に応じ救護所、被災
者の収容所及び遺体収容所等の設置又は手配を行う。
（略）

第２２章 林野火災対策
林野火災対策
１ 市における措置
（２）避難勧告・指示等
地域住民等の避難の勧告又は指示等については、第９章「避難所・要配慮者支援・帰
宅困難者対策」の定めにより実施する。
（７）地元医療機関等で組織した医療班の派遣要請及び医療機関への搬送等
多数の負傷者が発生した場合は、地元医療機関等で組織する医療班を現地に派遣要請
し、応急処置を施した後、適切な医療機関に搬送する。また、必要に応じ救護所、避難
所及び遺体安置所等の設置又は手配を行う。
（略）
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第２４章 住宅対策
■基本方針

第２４章 住宅対策
■基本方針

○ （略）

○ （略）

○ 災害により、自らの資力では住宅を確保することが困難な被災者のために、短期間 ○ 災害により、自らの資力では住宅を確保することが困難な被災者のために、短期間
の一時的な住まいとして公共賃貸住宅等の空家を提供する。
（追加）

の一時的な住まいとして公共賃貸住宅等の空家を提供する。応急仮設住宅の設置や被災
住宅の応急修理、障害物の除去を実施し、住生活の安定に努める。

○ （略）

○ （略）

（追加）

○ 応急仮設住宅の設置については、民間賃貸住宅等の空き家・空室が存在する地域に
おいては、民間賃貸住宅等の借上げによる方法を積極的に活用する。

■主な機関の応急措置
機関名
事 前 被害発生中
機関名
被害発生中

■主な機関の応急措置
機関名
事 前 被害発生中
機関名
被害発生中

市

住宅供給
住宅供給公社
供給公社
都市再生機構
生機構

事 後
（略）
《公営・民間住宅等への一時入居》
（略）
《被災宅地の調査》
○被災宅地の調査
《応急仮設住宅の建設》
○応援協力の要請 ○建設用地の確保
○入居意向調査の実施
《住宅の応急修理》
○応援協力の要請
○応急修理の実施
（追加）

市

《公営・民間住宅等への一時入居》
（追加）
○提供する住宅の選定・確保
○相談窓口の開設
○応援協力の要請 ○一時入居の開始

住宅供給
住宅供給公社
供給公社
都市再生機構
生機構
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事 後
（略）
《公共賃貸住宅等への一時入居》
（略）
《被災宅地の調査》
○被災宅地の調査
《応急仮設住宅の設置》
○設置の要請 ○建設用地の確保
○入居者の選定・運営管理
《住宅の応急修理》
○応援協力の要請
○応急修理の実施の補助
《障害物の除去》
○障害物の除去の実施
《公共賃貸住宅等への一時入居》
○県からの応援協力の要請
○提供する住宅の選定・確保
○相談窓口の開設
（削除） ○一時入居の開始
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■主な機関の措置
区 分
機関名
機関名
（略）
（略）
第４節
市
住宅の仮設・
応急修理及び
障害物の除去

修
■主な機関の措置
区 分
機関名
機関名
（略）
（略）
第４節
市
応急仮設住宅
の設置及び管
理運営
県

主な措置
（略）
１(1) 応急仮設住宅の建設
１(2) 住宅の応急修理
１(3) 障害物の除去
１(4) 他市町村又は県に対する応援要求

（追加）

第５節
市
住宅の応急修
県
理
第６節
障害物の除去
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正

案
主な措置

（略）
(2) 建設用地の確保
(5) 被災者の入居及び管理運営
(1)
(3)
(4)
１

応援協力の要請
応急仮設住宅の建設
民間賃貸住宅の借上げ
応急修理に関する補助事務

２(1) 応急修理の実施
２(2) 応援協力の要請

市

１(1) 障害物の除去の実施
１(2) 他市町村又は県に対する応援要求

県

２ 応援協力の要請

第３節 公共賃貸住宅等への一時入居
第３節 公共賃貸住宅等への一時入居
１
市、地方住宅供給
市、地方住宅供給公社及び
供給公社及び都
公社及び都市再生機構
生機構における措置
１ 市、地方住宅供給
市、地方住宅供給公社及び
供給公社及び都
公社及び都市再生機構
生機構における措置
県、市及び地方住宅供給公社は、家屋に被害を受けた被災者の短期間の一時的な住ま
県、市、地方住宅供給公社及び都市再生機構は、家屋に被害を受けた被災者の短期間
いとして公共賃貸住宅等の空家を提供する。
の一時的な住まいとして公共賃貸住宅等の空家を提供する。
また、都市再生機構は、県からの要請に応じて、提供可能な空家を選定・確保し、空
（追加）
家の提供に協力する。
（５）他の都道府県への応援協力の要請
（５）応援協力の要請
被災者数が多く、市内で用意した戸数では対応が難しい場合は県を通じて他市町村に
被災者数が多く、市内で用意した戸数では対応が難しい場合は県を通じて他市町村に
被災者の受入れについて協力依頼を行い、必要な戸数の確保に努める。
被災者の受入れについて協力依頼をするとともに、関係団体等に対し協力要請を行い、
あっせん及び借上げの方法により民間賃貸住宅を提供できるように努める。
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（削除）
２ 災害救助法
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。
第４節 住宅の仮設・応急修理及び障害物の除去
１ 市における措置
（１）応急仮設住宅の建設
ア 建設場所の選定
（ア）建設場所の選定に当たっては、被災者が相当期間居住することを考慮して、飲
料水が得やすく、かつ保健衛生上適当な場所を選定する。ただし、私有地の場合
には、後日問題が起こらないよう正規の賃貸借契約書（附属資料：様式第39号）
を取り交わすこと。
（イ）応急仮設住宅建設のための用地をあらかじめ確保するため、国、県及び市の公
有地や、企業等の民有地を選定しておく。
（ウ）相当数の世帯が集団的に居住するときは、交通の便、教育の問題、被災者の生
業の見通し等についても考慮する。
イ 設置方法
被災者から入居申請書（附属資料：様式第40号）を提出させ選考の上、建設必要
戸数を算出し、所定の設計書に基づいて建築業者に請負わせる。この方法は市の会
計規則による。
ウ 入居者の選定並びに供与
（ア）災害により住家を滅失し、居住する仮住家もなく、また自力で住家を確保でき
ない者である。
選定に当たっては十分に調査し、必要によっては民生委員等の意見を聴き、入
居必要度の高い者から順次入居させるようにし、抽選等により入居者を決定して
はならない。
入居必要度の高い者として例示すれば次のとおりである。
① 生活保護法による被保護者並びに要保護者
② 特定の資産のない失業者
③ 特定の資産のない寡婦並びに母子世帯
④ 特定の資産のない高齢者、病弱者並びに身体障がい者
⑤ 特定の資産のない勤労者
⑥ 特定の資産のない小企業者
⑦ 前各号に準ずる経済的弱者
（イ）供与に当たっては入居者に対し、この建物が被災者に一時居住の場所を与える
ための仮設建物であり、その目的が達せられたときは撤去されるべきものであるこ
とを十分承知させ、場合によっては入居者との間に応急仮設住宅入居契約（附属資
料：様式第41号）を結ぶものとする。
また、引き続き住宅のあっせんを積極的に行い、なるべく早い機会にこれらの者
を住宅へ転居させるよう措置を講じるものとする。
① 公営住宅への入居あっせん
② 独立行政法人住宅金融支援機構資金借入れの指導
③ その他
エ 管理運営及び処分
（ア）応急仮設住宅は、被災者に対しての一時的居住の場所を与えるための仮設建設
であることを考慮し、使用目的に反しないよう適切に管理する。その際、応急仮
設住宅における安心・安全の確保、孤独死やひきこもりなどを防止するための心
のケア、入居者によるコミュニティの形成及び運営に努めるとともに、女性の参
23

第４節 住宅の仮設・応急修理及び障害物の除去
１ 市及び県
市及び県における措置
県は、災害救助法に基づき、家屋に被害を受けた被災者の一時的な居住の安定を図る
ため、応急仮設住宅を設置する。
応急仮設住宅の設置は、建設又は賃貸住宅の借り上げによるものとし、災害の特性等
に応じて供与方法を選択する。
（１）応援協力の要請
市は、住宅の被災状況等から応急仮設住宅の設置が必要な場合は、県に対して、設置
を要請する。
県は、応急仮設住宅の設置に当たっては、協定締結団体に協力を要請する。
（２）建設用地の選定
ア 市は、応急仮設住宅の建設用地を、災害時の状況により、原則として市が予定し
た建設用地の中から、①公有地、②国有地、③企業等の私有地等の順に選定し、報
告する。
なお、企業等の私有地については、公租公課等の免除を前提とし、原則として無
償で提供を受けられる土地とする。また、私有地の場合には、後日問題が起こらな
いよう正規の賃貸借契約書（附属資料：様式第39号）を取り交わすものとする。
イ 応急仮設住宅を迅速に供与するため、市は、あらかじめ住宅建設に適する建設用
地を選定・確保し、応急仮設住宅建設候補地台帳を作成しておく。
（３）応急仮設住宅の建設
県は、応急仮設住宅を次のとおり建設する。
ア 建物の規模及び費用
（ア）一戸当たりの建物面積及び費用は、災害救助法施行細則（昭和40年愛知県規則
第60号）に定める基準とする。
ただし、世帯の構成人数、資材の調達状況等により、基準運用が困難な場合
は、県において市と調整を図ったうえで、その規模及び費用の追加ができるも
のとする。
（イ）建設資材の県外調達により、限度額での施工が困難な場合は、内閣総理大臣の
承認を受けて当該輸送費を別枠とする。
イ 建設の時期
災害が発生した日から原則として20日以内に着工するものとする。
ただし、大災害等の事由により期間内に着工できない場合は、事前に内閣総理大
臣の承認を受けて、必要最小限度の期間を延長するものとする。
ウ 建設方法
所定の基準により直接建設業者に依頼し、原則としてリース又は買取りにより設
置する。ただし、状況に応じて知事の事務の一部を行うこととされた市町村長が当
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頁
現行（平成２６年１１月修正）

修

正

案

画を推進し、女性を始めとする生活者の意見を反映できるよう配慮するものとす
該事務を行うことができる。
る。また、必要に応じて、応急仮設住宅におけるペットの受入れに配慮するもの
市は、被災者から入居申請書（附属資料：様式第40号）を提出させ選考の上、建
とする。
設必要戸数を算出し、所定の設計書に基づいて建築業者に請負わせる。この方法は
（イ）応急仮設住宅は、その目的が達成されたときは、一般賃貸住宅への切替え、譲
市の会計規則による。
渡又は解体撤去の処分を速やかに行う。なお、住宅の切換えについて国有財産特
別措置法第３条の規定を受けることとなる。
（４）賃貸住宅の借上げ
県は、
「災害時における民間賃貸住宅の活用についての手引」
（平成24年12月国土交通
省・厚生労働省）を参考に賃貸住宅の借上げを行う。
（５）被災者の入居及び管理運営
市は、応急仮設住宅への入居対象者の選定とその管理運営を次のとおり行う。
ア 入居対象者
地震災害により被災し、原則として次のいずれにも該当する者とする。なお、選
定に当たっては十分に調査し、必要によっては民生委員等の意見を聴き、入居必要
度の高い者から順次入居させるようにし、抽選等により入居者を決定してはならな
い。
（ア）住家が全壊、全焼又は流失した者であること。
（イ）居住する住家がない者であること。
（ウ）自らの資力をもってしては、住宅を確保することができない者であること。
イ 入居者の選定
応急仮設住宅の入居者の選定については、県が行う救助の補助として市に委託し、
市がこれを行う。なお、入居者の選定にあたっては要配慮者に十分配慮する。 入
居必要度の高い者として対象者を次のとおり例示する。
① 生活保護法による被保護者並びに要保護者
② 特定の資産のない失業者
③ 特定の資産のない寡婦並びに母子世帯
④ 特定の資産のない高齢者、病弱者並びに身体障がい者
⑤ 特定の資産のない勤労者
⑥ 特定の資産のない小企業者
⑦ 前各号に準ずる経済的弱者
ウ 管理運営
（ア）応急仮設住宅の管理運営については、県が行う救助の補助として市に委託し、
市がこれを行う。
（イ）応急仮設住宅は、被災者に対しての一時的居住の場所を与えるための仮設建設
であることを考慮し、使用目的に反しないよう適切に管理する。その際、応急仮
設住宅における安心･安全の確保、孤独死やひきこもりなどを防止するための心の
ケア、入居者によるコミュニティの形成及び運営に努めるとともに、女性の参画
を推進し、女性を始めとする生活者の意見を反映できるよう配慮するものとする。
また、必要に応じて、応急仮設住宅におけるペットの受入れに配慮するものとす
る。
エ 供与の期間等
入居者に供する期間は、応急仮設住宅の完成の日から２年以内とする。なお、供
用期間終了後は、県が譲渡又は解体撤去の処分を速やかに行う。また、住宅の切換
えについて国有財産特別措置法第３条の規定を受けることとなる。
また、供与に当たっては入居者に対し、この建物が被災者に一時居住の場所を与
えるための仮設建物であり、その目的が達せられたときは撤去されるべきものであ
ることを十分承知させ、場合によっては入居者との間に応急仮設住宅入居契約（附
属資料：様式第41号）を結ぶものとする。
また、引き続き住宅のあっせんを積極的に行い、なるべく早い機会にこれらの者
を住宅へ転居させるよう措置を講じるものとする。
① 公営住宅への入居あっせん
② 独立行政法人住宅金融支援機構資金借入れの指導
③ その他
（追加）

２ 災害救助法
災害救助法の適用
（１）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。
（２）災害救助法が適用されない場合の応急仮設住宅の設置及び管理運営は、市が行う。
３ 記録等
記録等

（追加）
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（１）応急仮設住宅を設置し、被災者を入居させた場合
ア 応急仮設住宅入居者台帳（附属資料：様式第44号）
イ 応急仮設住宅用敷地賃貸借契約
ウ 応急仮設住宅建築に係る原材料購入契約書、工事契約書その他設計書、仕様書等
エ 応急仮設住宅建築に係る工事代金等支払証拠書類

第５節 住宅の応急修理
１ 市及び県
市及び県における措置
（２）住宅の応急修理
（１）応急修理の実施
被災住宅の応急修理は、居住のために必要な最小限度の部分を応急的に補修するもの
県は災害救助法に基づき被災住宅の応急修理を行う。被災住宅の応急修理は、居住の
とする。
24
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頁
現行（平成２６年１１月修正）
ア～キ（略）

修

正

案

ために必要な最小限度の部分を応急的に補修するものであり、次のとおり実施する。
ア～キ（略）

（追加）

２ 市における措置
住宅の応急修理に係る申請の受付、修理業者の指定と斡旋等の業務、請求書のとりま
とめ並びに県への各種情報提供を行う。

（追加）

３ 災害救助法
災害救助法の適用
（１）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、災害救助法施行規則による。
（２）災害救助法が適用されない場合の住宅の応急修理は、市が行う。
第６節 障害物の除去

176
176

実施責任者

市長（災害救助法が適用された場合は知事及び知事から通知された
市長）

実施担当

建築課

１ 市における措置
（１）障害物の除去

（３）障害物の除去
被災住宅の障害物の除去は、日常生活に欠くことができない部分等に運び込まれた土

被災住宅の障害物の除去は、日常生活に欠くことができない部分等に運び込まれた土

石、竹木等の除去を行うものとする。

石、竹木等の除去を行うものとする。
ア～カ（略）
ア～カ（略）
（４）他市町村又は県に対する応援要求
（４）他市町村又は県に対する応援要求
市は、自ら応急仮設住宅の設置、住宅の応急修理及び障害物の除去をすることが困難
市は、自ら障害物の除去をすることが困難な場合には、他市町村又は県へ障害物の除
な場合には、他市町村又は県へ応急仮設住宅の設置、住宅の応急修理及び障害物の除去 去の実施又はこれに要する要員及び建築資機材につき応援を要請する。
の実施又はこれに要する要員及び建築資機材につき応援を要請する。

177

178

２ 災害救助法
災害救助法の適用の場合
用の場合の経費負担

２ 災害救助法
災害救助法の適用の場合
用の場合の経費負担

応急仮設住宅の設置、住宅の応急修理並びに障害物の除去のために支出する費用は県
応急仮設住宅の設置、住宅の応急修理並びに障害物の除去のために支出する費用は県
施行細則に定める限度額で、県負担とする。
施行細則に定める限度額で、県負担とする。
災害救助法が適用された場合、県が実施機関となるが、障害物の除去については市長
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
への委任を想定しているため、直接の事務は、市で行う。
ては市長への委任を想定しているため、直接の事務は、市で行う。
（略）
（略）
第２５章 文教災害対策
文教災害対策
■主な機関の応急活動
機関名
機関名

事前

被害発生中
被害発生中

市
○予警報の把握・伝達
私立学校設置者（管 ○予警報の把握・伝達
理者）

（略）
（略）

第２５章 学校における対策
学校における対策
■主な機関の応急活動
機関名
機関名

事後
（略）
（略）

市
○気象警報等の把握・伝達
私立学校設置者（管 ○気象警報等の把握・伝達
理者）

■主な機関の措置
区 分
機関名
主な措置
機関名
第１節
市、私立学校 １(1) 災害に関する予報、警報及び警告等の把握・
対策の伝達及 設置者（管理
伝達
び臨時休業等 者）
１(2) 臨時休業等の措置
の措置
１(3) 避難等
（略）

179
179

186
186

（略）

事前

（略）

■主な機関の措置
区 分
機関名
機関名
第１節
市、私立学校
気象警報等の 設置者（管理
伝達、臨時休 者）
業及び避難の
措置
（略）
（略）

被害発生中
被害発生中
（略）
（略）

主な措置
１(1) 気象警報等の把握・伝達
１(2) 臨時休業等の措置
１(3) 避難等

（略）

第１節 対策の伝達及び臨時休業等の措置
対策の伝達及び臨時休業等の措置

第１節 気象警報等の伝達、臨時休業及び避難の措置
気象警報等の伝達、臨時休業及び避難の措置

１ 市及び私立
市及び私立学校設置
私立学校設置者（管理者）における措置
学校設置者（管理者）における措置

１ 市及び私立
市及び私立学校設置者（管理者）における措置
私立学校設置者（管理者）における措置

（１）災害に関する予報、警報及び警告等の把握・伝達

（１）気象警報等の把握・伝達

第４編 災害復旧
第１章 民生安定のため
民生安定のための緊急措置
ための緊急措置
■主な機関の措置
区 分
機関名
機関名
第１節
生活再建支援 （略）
義援金その他 法人
資金等による
支援

第４編 災害復旧
第１章 民生安定のため
民生安定のための緊急措置
ための緊急措置
■主な機関の措置
区 分
機関名
主な措置
機関名
第１節
被災者生活再 （略）
義援金その他 建 支 援 法 人
資金等による （公益財団法
支援
人都道府県会
館）
第２節
市
（削除）
住宅等対策
１(1) 災害公営住宅の建設
１(2) 被災住宅等の復旧相談

第２節
住宅等対策

市

主な措置

１(1) 応急仮設住宅の建設
１(2) 災害公営住宅の建設
１(3) 被災住宅等の復旧相談

188

第１節 義援金その他
金その他資金
の他資金等に
資金等によ
等による支援
４ 被災者生活再
被災者生活再建支援法人
建支援法人における措置
法人における措置

第１節 義援金その他
金その他資金
の他資金等に
資金等によ
等による支援
４ 被災者生活再
被災者生活再建支援法人
建支援法人（公
法人（公益
（公益財団法人都道
団法人都道府県会
府県会館）における措置

189
189

第２節 住宅等対策
１ 市における措置

第２節 住宅等対策
１ 市における措置

（１）応急仮設住宅の建設

（削除）

家屋に被害を受けた被災者の収容対策として応急的な仮設住宅を建設し、暫定的な居
25

事後
（略）
（略）

小牧市地域防災計画－風水害・原子力等災害対策計画－（平成２７年１１月修正）
頁
現行（平成２６年１１月修正）

修

正

案

住の安定を図る。
（第３編 第25章「住宅対策」参照）
（２）災害公営住宅の建設

（１）災害公営住宅の建設

自己の資力では住宅の再建が困難な者に対する居住の安定を図るため、市は公営住宅
法に基づき災害公営住宅を建設するものとする。
宅法に基づき災害公営住宅を建設するものとする。
（２）被災住宅等の復旧相談
（３）被災住宅等の復旧相談
被災した住宅・建築物の所有者に対して、補修・復旧方法等についての技術的な助言
被災した住宅・建築物の所有者に対して、補修・復旧方法等についての技術的な助言 をし、効率的かつ効果的な再建を支援する。
自己の資力では住宅の再建が困難な者に対する居住の安定を図るため、県が市は公営

をし、効率的かつ効果的な再建を支援する。
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