
  

 

 

 

＜資料編＞ 
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資料１ 

 

○○小学校避難所運営協議会規約（例） 

 

 （目的） 

第１条 この規約は、瑞穂市内で地震、水害その他災害が発生した場合に、○○小学校の

施設を避難所として利用する自治会又は自主防災組織（以下「自治会等」という。）によ

る○○小学校区避難所運営協議会（以下「運営協議会」という。）を設置し、地域住民と

一体となり総合的な避難所の運営及び管理体制の確立及び、平常時における地域住民へ

の避難所に関する啓発を実施し、もって地域住民の安全確保を図ることを目的とする。 

 （事業） 

第２条 運営協議会は、災害時における避難所の運営及び平常時における地域住民への啓

発を図るため、次の事項について協議し活動する。 

（１） 災害時における避難所の運営及び管理に関すること。 

（２） 平常時における避難所の運営及び管理体制の検討に関すること。 

（３） 情報交換及び連絡体制の確立に関すること。 

（４） 地域連携体制の確立に関すること。 

（５） 訓練の実施に関すること。 

（６） その他必要な事項 

（役員の構成） 

第３条 運営協議会は次の役員を置くものとする。 

（１） 会長          １名 

（２） 副会長        若干名 

（３） 総務部長        １名 

（４） 避難者情報管理部長   １名 

（５） 情報提供部長      １名 

（６） 食料・物資部長     １名 

（７） 生活支援部長      １名 

（８） 衛生部長        １名 

２ 会長は、自治会等の会長又は代表者（以下「自治会長」という。）から選出する。 

３ 副会長は、自治会長のうち、会長以外の者とする。 

４ 部長は、自治会から選出された中で会長が指名した者とする。 

 （役員の職務） 

第４条 会長は、運営協議会を代表し、会務を総括する。 
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２ 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたとき又は会長に事故があるときはその職務を

代行する。 

３ 部長は、次条に規定する活動部を総括する。 

 （活動部等の設置） 

第５条 運営協議会は、次に掲げる活動部を組織する。 

（１） 総務部 

（２） 避難者情報管理部 

（３） 情報提供部 

（４） 食料・物資部 

（５） 生活支援部 

（６） 衛生部 

２ 会長は、必要に応じて次に掲げる者に避難所の運営に関すること等について意見を求

め、又は協力を依頼するものとする。 

（１） 施設管理者（○○小学校の校長又は関係者） 

（２） 瑞穂市役所（防災担当等の職員） 

（３） 消防団員、民生委員、女性防火クラブ員その他災害に関する知識を有する者 

（４） 日赤奉仕団、交通安全協会、民間ボランティア団体その他各種団体の関係者 

（５） 地元企業の代表者 

（６） その他会長が必要と認める者 

（避難所運営会議） 

第６条 会長は、第２条に掲げる事項を協議するため、避難所運営会議を開催することが

できる。 

２ 避難所運営会議は、運営協議会の役員で構成し、会長が議長を行うものとする。 

３ 会長は、第５条第２項に掲げる者を会議に出席させ、意見を求めることができる。 

 （訓練の実施） 

第７条 運営協議会は、地域住民の防災啓発及び運営協議会の組織運営を円滑に行うこと

ができるよう必要に応じて訓練を実施するものとする。 

 （経費） 

第８条 運営協議会の会議及び運営に係る費用は別に定める。 

 （その他） 

第９条 この規約に定めのない事項又は疑義が生じたときは、その都度避難所運営会議で

協議して決定するものとする。 

  附 則 

 この規約は、 年  月  日から施行する。 
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指定緊急避難場所・指定避難所・防災備蓄倉庫一覧

１　指定緊急避難場所等

(１）指定緊急避難場所

　災害発生時に確実に避難場所の開設を行うこと等が可能な管理体制を持ち、被災が想定されな

い安全区域内に立地しているか、災害に対して安全な構造を有している施設等

名　称 所　在　地 災害種別

生津小学校校舎・体育館 馬場上光町２丁目１０８ 洪水・地震・火事・内水氾濫

生津小学校グラウンド 馬場上光町２丁目１０８ 地震・火事

前畑公園 馬場前畑町２丁目１６９ 地震・火事

上光公園 馬場上光町１丁目１４１ 地震・火事

馬場公園 馬場上光町２丁目１０７ 地震・火事

高道公園 馬場小城町１丁目１２２ 地震・火事

生津スポーツ広場 生津２２３-１ 地震・火事

滝坪公園 生津滝坪町１丁目１２３ 地震・火事

彦内公園 生津外宮前町２丁目８７ 地震・火事

真菰池公園 生津外宮東町１丁目９７ 地震・火事

天待公園 生津天王東町２丁目７０ 地震・火事

南流公園 生津天王町２丁目１０６ 地震・火事

本田小学校校舎・体育館 本田９３８ 洪水・地震・火事・内水氾濫

本田小学校グラウンド 本田９３８ 地震・火事

穂積北中学校校舎・体育館 本田２０００ 洪水・地震・火事・内水氾濫

穂積北中学校校舎南球技場 本田２０００ 地震・火事

本田第１保育所 本田１９１５ 地震・火事

本田第１保育所屋外遊戯場 本田１９１５ 地震・火事

本田第２保育所 只越３８７ 地震・火事

本田第２保育所屋外遊戯場 只越３８７ 地震・火事

ほづみ幼稚園 只越５００ 地震・火事

ほづみ幼稚園屋外遊戯場 只越５００ 地震・火事

本田コミュニティセンター 本田９７７-１ 洪水・地震・火事・内水氾濫

せせらぎ公園 本田２２０１-１５ 地震・火事

穂積小学校校舎・体育館 穂積４５２ 洪水・地震・火事・内水氾濫

穂積小学校グラウンド 穂積４５２ 地震・火事

穂積中学校校舎・体育館 別府１８８８ 洪水・地震・火事・内水氾濫

穂積中学校グラウンド 別府１８８８ 地震・火事

朝日大学6号館・10周年記念館 穂積１８５１ 洪水・地震・火事・内水氾濫

朝日大学グラウンド 穂積１８９６-１ 地震・火事

別府保育所 別府１４４-１ 洪水・地震・火事・内水氾濫

別府保育所屋外遊戯場 別府１４０ 地震・火事

市民センター 別府１３００-３ 洪水・地震・火事・内水氾濫

穂積グラウンド 稲里４５２-１ 地震・火事

穂積第２グラウンド 稲里６０７-１ 地震・火事

柳一色公園 稲里６８０ 地震・火事

野口公園 穂積９４７－１ 地震・火事

井場公園 別府１５９９－１ 地震・火事

校　区
指定緊急避難場所

生津

本田

穂積

資料２
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牛牧小学校校舎・体育館 牛牧１５２３ 洪水・地震・火事・内水氾濫

牛牧小学校グラウンド 牛牧１５２３ 地震・火事

牛牧第１保育所 牛牧１２４６-１ 地震・火事

牛牧第１保育所屋外遊戯場 牛牧１２４６-１ 地震・火事

牛牧第２保育所 祖父江１７０ 地震・火事

牛牧第２保育所屋外遊戯場 祖父江１７０ 地震・火事

牛牧南部コミュニティセンター 牛牧１５８０-１ 地震・火事

牛牧南部コミュニティセンター駐車場 牛牧１５８０-１ 地震・火事

穂南公園 犀川４丁目２７ 地震・火事

牛牧団地公園 牛牧１２９３-９９ 地震・火事

祖父江公園 祖父江１１４３-５ 地震・火事

十九条公園 十九条３７-１ 地震・火事

上牛牧ふれあい公園 牛牧６１１-１ 地震・火事

野田公園 野田新田４０２５ 地震・火事

清流みどりの丘公園 野白新田１４４－１ 地震・火事

豊かな緑どんぐり公園 祖父江１４１－１ 地震・火事

西小学校校舎・体育館 居倉３８９ 洪水・地震・火事・内水氾濫

西小学校グラウンド 居倉３８９ 地震・火事

西保育・教育センター 居倉１７７-１ 洪水・地震・火事・内水氾濫

西保育・教育センター屋外遊戯場 居倉１７７-１ 地震・火事

西ふれあい広場 居倉１７５ 地震・火事

巣南公民館 宮田３００-１ 洪水・地震・火事・内水氾濫

巣南グラウンド 宮田３００-２ 地震・火事

老人福祉センター 田之上５９７ 洪水・地震・火事・内水氾濫

中小学校校舎・体育館 美江寺１７３ 洪水・地震・火事・内水氾濫

中小学校グラウンド 美江寺１７３ 地震・火事

中保育・教育センター 美江寺２２３ 地震・火事

中保育・教育センター屋外遊戯場 美江寺２２３ 地震・火事

中ふれあい広場 美江寺２７６ 地震・火事

南小学校校舎・体育館 古橋１６６０ 洪水・地震・火事・内水氾濫

南小学校グラウンド 古橋１６６０ 地震・火事

巣南中学校校舎・体育館 古橋１０-１ 洪水・地震・火事・内水氾濫

巣南中学校グラウンド 古橋１０-１ 地震・火事

南保育・教育センター 古橋１１２９-１ 洪水・地震・火事・内水氾濫

南保育・教育センター屋外遊戯場 古橋１１２９-１ 地震・火事

南ふれあい広場 古橋１４６６ 地震・火事

(2）民間協定施設

　市と避難場所等の提供について、協定を締結している施設

名　称 所　在　地 災害種別

ほづみの森こども園 穂積９９６－１ 地震・火事

旭化成グラウンド 別府２３５２-１ 地震・火事

カーマ２１瑞穂店駐車場 穂積３１１０-１ 地震・火事

牛牧 PLANT６瑞穂店　駐車場 犀川５丁目３８ 地震・火事

穂積

牛牧

西

中

南

校　区
民間協定施設
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(３）広域避難場所

　主に地震などによる火災が延焼拡大して地域全体が危険になった場合の避難場所

名　称

生津小学校グラウンド

穂積北中学校校舎南球技場

本田小学校グラウンド

穂積北中学校校舎南球技場

穂積小学校グラウンド

穂積中学校グラウンド

朝日大学グラウンド

牛牧小学校グラウンド

穂積中学校グラウンド

朝日大学グラウンド

西小学校グラウンド

巣南中学校グラウンド

巣南グラウンド

中小学校グラウンド

巣南中学校グラウンド

巣南グラウンド

南小学校グラウンド

巣南中学校グラウンド

巣南グラウンド

２　指定避難所等

（１）指定避難所

　　被災者を滞在させるために必要となる適切な規模を有し、速やかに被災者等を受け入れること等

　が可能な構造及び設備を有する施設であって、想定される災害による影響が比較的少なく、救援物

　資等の輸送が比較的容易な場所にあるものを指定

校　区 名　称 所　在　地 収容可能人員（人）

馬場上光町２丁目１０８

３２７-５４０６

本田９３８

３２６-３４１７

本田２０００

３２７-６７０１

本田１９１５

３２６-３５５２

只越３８７

３２７-２００７

只越５００

３２６-４５４７

本田９７７－１

３２９-１６００

ほづみ幼稚園 440

本田

馬場上光町２丁目１０８

本田２０００

本田

1,580

本田第１保育所 150

西

穂積

牛牧

生津

本田９３８

本田２０００

校　区
広域避難場所

所　在　地

居倉３８９

古橋１０-１

宮田３００-２

中

美江寺１７３

古橋１０-１

宮田３００-２

穂積４５２

別府１８８８

穂積１８９６-１

牛牧１５２３

別府１８８８

穂積１８９６-１

南

本田第２保育所 150

本田小学校校舎･体育館 1,000

本田コミュニティセンター 160

生津 生津小学校校舎･体育館 1,000

穂積北中学校校舎･体育館

古橋１６６０

古橋１０-１

宮田３００-２
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穂積４５２

３２７-３０９１

別府１８８８

３２７-０７３３

穂積１８５１

３２９-１１１１

別府１４４-１

３２６-４７４７

別府１３００－３

３２７-８４４８

牛牧１５２３

３２６-３０６３

牛牧１２４６-１

３２６-３０６９

祖父江１７０

３２７－１８６２

牛牧１５８０-１

３２９-１５１１

居倉３８９

３２８-２２３８

居倉１７７－１

３２８－２７３８

宮田３００-１

３２８-２９１６

美江寺１７３

３２８-２０３９

美江寺２２３

３２８－２３０１

古橋１６６０

３２８-２２０２

古橋１１２９－１

３２８－２６０２

古橋１０-１

３２８-２００２

（２）民間協定施設

　市と避難所等の提供について、協定を締結している施設

校　区 名　称 所　在　地 収容可能人員（人）

只越１０６１

３２７－４４７６
サンプラスパ 200

巣南中学校校舎･体育館 1,380

巣南公民館 210

西保育・教育センター 130

中小学校校舎･体育館 810

中保育・教育センター（※） 110

南小学校校舎･体育館 920

南保育・教育センター 160

牛牧小学校校舎･体育館 1,480

牛牧第１保育所 80

牛牧南部コミュニティセンター 130

牛牧第２保育所 200

西小学校校舎･体育館 780

穂積小学校校舎･体育館 1,740

市民センター 440

別府保育所 480

穂積中学校校舎･体育館 2,240

朝日大学６号館・10周年記念館 3,900

牛牧

西

南

中

本田

穂積
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３　福祉避難所等

(１）福祉避難所（指定避難所）

校　区 名　称 所　在　地 収容可能人員（人）

田之上５９７

３２８－４３２１

(2）民間協定施設

　市と協定を結んでいる要配慮者の受け入れが可能な施設です。

施設種別 名　称 所　在　地 備　　考

重里１９９６

３２８－３３８７

重里２００５

３２８－３３１１

古橋１６３５－１

３２８－７１８７

別府７９１-１

３２６－３０２７

宝江５７６-１

３２６－８００８

只越２１９-２

３２２－５２００

本田２０５０－１

３２２－５２２０

地震・火事

３２７－４９６５

只越３０２-１

地震・火事

本田１４７５

３２６－３６１８

別府１２４２－２

３２２－７７８８

岐阜市須賀２－４－３

２０１－３６６８

大垣市林町３－177-２

０５８４－４７－６７８９

グループホー
ム

ほたるの里　大垣

デイホームきらく

児童養護施設 誠心寮

ほたるの里　瑞穂

ほたるの杜　岐阜県庁南

グループホー
ム

グループホー
ム

グループホームもやいの家瑞穂

グループ
ホーム

グループホーム喜楽

特養 特別養護老人ホームほづみ園

特養 サンビレッジ瑞穂

通所
リハビリ

デイセンターほづみ

80

老健 巣南リハビリセンター

診療所 名和内科

市内全域 老人福祉センター

すみれの家

　通常の避難所では生活することが困難な障がい者等の要配慮者が、生活において特別な配慮等を受けるこ
とが可能な施設。
　福祉避難所の対象者は、高齢者、障がい者、妊産婦、乳幼児、病弱者など、避難所生活において何らかの
特別な配慮を要する方で、介護保険施設や医療機関などに入所・入院するに至らない程度の在宅の要配慮者
が対象です。
①避難にあたっては、まず市が開設する指定避難所に避難してください。
②指定避難所等において、保健師等が避難者の身体状態、介護者の有無や障がいの程度・種類に応じて優先
順位をつけ、福祉避難所への受入対象者を決定します。

福祉作業所

グループ
ホーム

デイサービス
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○防災備蓄倉庫　設置場所一覧

校　区 名　称 所　在　地 設置場所

生津 生津小学校 馬場上光町２-１０８ 体育館　西側

本田小学校 本田９３８ 体育館　北側

穂積北中学校 本田２０００ 体育館　西側

穂積小学校 穂積４５２ 体育館　北西側

穂積中学校 別府１８８８ 体育館　東側

朝日大学６号館・１０周年記念館
（民間協定施設）

穂積１８５１ 和弓場　北側

牛牧 牛牧南部コミュニティセンター 牛牧１５８０-１ センター西側

西 西小学校 居倉３８９ 体育館　東側

中 中小学校 美江寺１７３ 体育館　北側

南小学校 古橋１６６０ 体育館　東側

巣南中学校 古橋１０-１ 特別教室棟　北側

本田

穂積

南

119



直通 穂積小学校 058-327-3091 企画部 058-327-7414

058-327-4128 本田小学校 058-326-3417 総務部 058-327-4103

 ○総合政策課 058-327-4128 牛牧小学校 058-326-3063 市民部 058-327-4556

 ○市民協働安全課 058-327-4130 生津小学校 058-327-5406 健康福祉部 058-327-1566

058-327-4111 中小学校 058-328-2039 議会事務局 058-326-1336

 ○総務課 058-327-4111 西小学校 058-328-2238 庁舎管理部 058-327-2109

 ○財務情報課 058-327-4131 南小学校 058-328-2202 都市整備部 058-327-2120

058-327-4159 環境水道部 058-327-2127

 ○税務課 058-327-4112 穂積中学校 058-327-0733 教育委員会 058-327-2105

 ○市民課 058-327-4113 穂積北中学校 058-327-6701 総合ｾﾝﾀｰ 058-327-8889

 ○医療保険課 058-327-4159 巣南中学校 058-328-2002 市民ｾﾝﾀｰ 058-327-0477

058-327-4123 給食ｾﾝﾀｰ 058-328-3738

 ○福祉生活課 058-327-4123 別府保育所 058-326-4747 ほづみ幼稚園 058-326-7757

○地域福祉高齢課 058-327-4126 別府保育所地域子育て支援ｾﾝﾀｰ 058-326-2525 牛牧北部防災ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 058-329-0148

 ○健康推進課 058-327-8611 本田第一保育所 058-326-3552 牛牧南部ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 058-329-1512

 ○地域福祉高齢課 058-327-8611 本田第二保育所 058-327-2007 本田ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 058-329-1601

058-327-4121 牛牧第一保育所 058-326-3069 瑞穂市図書館 058-326-2393

 ○会計課 058-327-4122 牛牧第二保育所 058-327-1862 西部複合ｾﾝﾀｰ 058-328-4090

 ○監査委員事務局 058-327-4120 中保育教育ｾﾝﾀｰ 058-328-2301 社会福祉協議会 058-327-5323

西保育教育ｾﾝﾀｰ 058-328-2738 地域包括支援ｾﾝﾀｰ 058-327-5304

058-327-2100 南保育教育ｾﾝﾀｰ 058-328-2602 瑞穂消防署 058-327-0126

 ○市民窓口課 058-327-2100 ほづみ幼稚園 058-326-4547 巣南分署 058-328-0119

058-327-2101 清流みずほ保育園 058-328-7375

 ○都市開発課 058-327-2101

 ○都市管理課 058-327-2102 瑞穂市給食ｾﾝﾀｰ 058-328-7771

 ○商工農政観光課 058-327-2103 瑞穂市図書館 058-326-2300

058-327-2113 美来の森館 058-326-6219

 ○上水道課 058-327-2113 教育支援センター 058-322-8222

 ○下水道課 058-327-2114 老人福祉センター 058-328-4321

 ○環境課 058-327-4127 別府水源地 058-327-2349

058-327-2115 ｱｸｱﾊﾟｰｸ別府 058-329-3267

 ○教育総務課 058-327-2115 ｱｸｱﾊﾟｰｸすなみ 058-328-6675

 ○学校教育課 058-327-2116 豊住園 058-327-9947

 ○生涯学習課 058-327-2117 すみれの家 058-328-7187

 ○幼児支援課 058-327-2147 牛牧北部防災ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 058-329-0147

牛牧南部ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 058-329-1511

本田ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 058-329-1600

058-327-0119 火葬場 058-326-6614

058-328-0119 西部複合ｾﾝﾀｰ(図書館) 058-328-7070

糸貫川管理棟 058-325-0511

花塚排水機場 090-8863-9121

058-327-8448 別府排水機場 090-5604-2268

牛牧排水機場 080-1552-5228

058-327-7588 糸貫川排水機場 058-326-6624

058-327-8610 犀川管理事務所 058-327-7821

犀川第二排水機場 058-327-6956

058-328-2916 犀川第三排水機場 058-327-3634

宝江川排水機場 058-326-6814

平野井排水機場 0584-82-2454

瑞穂市巣南庁舎

瑞穂市庁舎

 ◎企画部

 ◎総務部

 ◎市民部

 ◎教育委員会

センタ－事務室

部署名

資料３

 ◎健康福祉部

 ◎議会事務局

 ◎巣南庁舎管理部

 ◎都市整備部

 ◎環境水道部

瑞穂市役所・市関連施設電話番号表

瑞穂市役所・各所ＦＡＸ番号小学校

消防署

各種施設等電話番号

中学校

保育所・幼稚園

事務室

社会福祉協議会

瑞穂消防署

巣南分署

事務室

巣南公民館

瑞穂市民センタ　－

瑞穂市総合センタ－
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No. 新機体番号 呼出番号 設置箇所 局番号帳登録 グループ番号 区分 常置場所 備考

1 30000020529 みずほ　500 ぼうさいみずほ 防災瑞穂 基地局 消防本部 本庁詰所

2 30000020530 みずほ　510 公用車１ 公用車１ 市役所１０ 移動局 市役所車庫

3 30003000501 みずほ  512 公用車２ 公用車２ 市役所１０ 移動局 巣南庁舎

4 30001005185 みずほ　601 総務部１ 総務部１ 市役所１０ 携帯局 市民協働安全課

5 30001005186 みずほ　602 総務部２ 総務部２ 市役所１０ 携帯局 市民協働安全課

6 30001005187 みずほ　603 総務部３ 総務部３ 市役所１０ 携帯局 無線室

7 30001005188 みずほ　604 総務部４ 総務部４ 市役所１０ 携帯局 無線室

8 30001005189 みずほ　605 総務部５ 総務部５ 市役所１０ 携帯局 無線室

9 30001005190 みずほ　606 企画部１ 企画部１ 市役所１０ 携帯局 無線室

10 30001005191 みずほ　607 企画部２ 企画部２ 市役所１０ 携帯局 無線室

11 30001005192 みずほ　608 市民部１ 市民部１ 市役所１０ 携帯局 無線室

12 30001005193 みずほ　609 市民部２ 市民部２ 市役所１０ 携帯局 無線室

13 30001005194 みずほ　610 福祉部１ 福祉部１ 市役所１０ 携帯局 福祉生活課

14 30001005195 みずほ　611 福祉部２ 福祉部２ 市役所１０ 携帯局 無線室

15 30001005201 みずほ　651 市民窓口課 市民窓口課 市役所１０ 携帯局 市民窓口課

16 30001005202 みずほ　652 都市整備部１ 都市整備１ 市役所１０ 携帯局 無線室

17 30001005203 みずほ　653 都市整備部２ 都市整備２ 市役所１０ 携帯局 無線室

18 30001005204 みずほ　654 都市整備部３ 都市整備３ 市役所１０ 携帯局 無線室

19 30001005205 みずほ　655 環境水道部１ 環境水道１ 市役所１０ 携帯局 無線室

20 30001005206 みずほ　656 環境水道部２ 環境水道２ 市役所１０ 携帯局 無線室

21 30001005207 みずほ　657 環境水道部３ 環境水道３ 市役所１０ 携帯局 無線室

22 30001005208 みずほ　658 教育委員会１ 教育委員１ 市役所１０ 携帯局 学校教育課

23 30001005209 みずほ　659 教育委員会２ 教育委員２ 市役所１０ 携帯局 学校教育課

24 30001005210 みずほ　660 教育委員会３ 教育委員３ 市役所１０ 携帯局 学校教育課

25 30000020531 みずほ　511 本部軽積載 本部軽積載 消防団２０ 移動局 市役所車庫

26 30000020532 みずほ　551 １分団消防車 １分団消車 消防団２０ 移動局 第１分団詰所

27 30000020533 みずほ　552 ２分団消防車 ２分団消車 消防団２０ 移動局 第２分団詰所

28 30000020534 みずほ　553 ３分団消防車 ３分団消車 消防団２０ 移動局 第３分団詰所

29 30000020535 みずほ　554 ４分団消防車 ４分団消車 消防団２０ 移動局 第４分団詰所

30 30000020536 みずほ　555 ５分団消防車 ５分団消車 消防団２０ 移動局 第５分団詰所

31 30000020537 みずほ　556 ６分団消防車 ６分団消車 消防団２０ 移動局 第６分団詰所

32 30003001771 みずほ　567 ７分団消防車 ７分団消車 消防団２０ 移動局 第７分団詰所

33 30000020538 みずほ　557 １分団軽積載 １分積載 消防団２０ 移動局 第１分団詰所

34 30000020540 みずほ　559 ２分団軽積載１号車 ２分積載１ 消防団２０ 移動局 第２分団詰所

35 30000020541 みずほ　560 ２分団軽積載２号車 ２分積載２ 消防団２０ 移動局 第２分団詰所

36 30000020542 みずほ　561 ３分団軽積載１号車 ３分積載１ 消防団２０ 移動局 第３分団詰所 牛牧北部ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ

37 30000020543 みずほ　562 ３分団軽積載２号車 ３分積載２ 消防団２０ 移動局 第３分団詰所 牛牧南部ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ

38 30000020544 みずほ　563 ４分団軽積載 ４分積載 消防団２０ 移動局 第４分団詰所

39 30000020545 みずほ　564 ５分団軽積載１号車 ５分積載１ 消防団２０ 移動局 第５分団詰所

40 30000020546 みずほ　565 ５分団軽積載２号車 ５分積載２ 消防団２０ 移動局 第５分団詰所（呂久）

41 30000020547 みずほ　566 ６分団軽積載 ６分積載 消防団２０ 移動局 第６分団詰所

42 30000020539 みずほ　558 ７分団軽積載 ７分積載 消防団２０ 移動局 第７分団詰所

43 30010005212 みずほ　700 消防団本部１ 消防本部１ 消防団２０ 携帯局 消防本部

44 30010046058 みずほ　708 消防団本部２ 消防本部２ 消防団２０ 携帯局 消防本部

45 30010046059 みずほ　709 消防団本部３ 消防本部３ 消防団２０ 携帯局 消防本部

46 30010046060 みずほ　710 消防団本部４ 消防本部４ 消防団２０ 携帯局 消防本部

47 30010046352 みずほ　711 消防団本部５ 消防本部５ 消防団２０ 携帯局 消防本部

48 30010046353 みずほ　712 消防団本部６ 消防本部６ 消防団２０ 携帯局 消防本部

49 30010046354 みずほ　713 消防団本部７ 消防本部７ 消防団２０ 携帯局 消防本部

資料４

防災無線（地域防災用デジタル式MCA無線）一覧表

基地局

・グループ１０（市役所）

・グループ２０（消防団）
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50 30010046355 みずほ　714 消防団本部８ 消防本部８ 消防団２０ 携帯局 消防本部

51 30010005213 みずほ　701 消防団第１分団 消防１分団 消防団２０ 携帯局 第１分団詰所

52 30010005214 みずほ　702 消防団第２分団 消防２分団 消防団２０ 携帯局 第２分団詰所

53 30010005215 みずほ　703 消防団第３分団 消防３分団 消防団２０ 携帯局 第３分団詰所 牛牧北部ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ

54 30010005216 みずほ　704 消防団第４分団 消防４分団 消防団２０ 携帯局 第４分団詰所

55 30010005217 みずほ　705 消防団第５分団 消防５分団 消防団２０ 携帯局 第５分団詰所

56 30010005218 みずほ　706 消防団第６分団 消防６分団 消防団２０ 携帯局 第６分団詰所

57 30010005219 みずほ　707 消防団第５分団２ 消防５分２ 消防団２０ 携帯局 第5分団詰所（呂久）

58 30010053371 みずほ　715 消防団第7分団 消防7分団 消防団２０ 携帯局 第７分団詰所

59 30010005220 みずほ　751 瑞穂消防署 瑞穂消防署 消防署３０ 携帯局 瑞穂署

60 30010005200 みずほ　752 巣南分署 巣南分署 消防署３０ 携帯局 巣南分署

61 30010044582 みずほ　801 生津小学校 生津小学 小中学４０ 携帯局 生津小学校

62 30010044583 みずほ　802 本田小学校 本田小学 小中学４０ 携帯局 本田小学校

63 30010044584 みずほ　803 穂積小学校 穂積小学 小中学４０ 携帯局 穂積小学校

64 30010044585 みずほ　804 牛牧小学校 牛牧小学 小中学４０ 携帯局 牛牧小学校

65 30010044586 みずほ　805 西小学校 西小学 小中学４０ 携帯局 西小学校

66 30010044587 みずほ　806 中小学校 中小学 小中学４０ 携帯局 中小学校

67 30010044588 みずほ　807 南小学校 南小学 小中学４０ 携帯局 南小学校

68 30010044589 みずほ　808 穂積中学校 穂積中学 小中学４０ 携帯局 穂積中学校

69 30010044590 みずほ　809 穂積北中学校 穂積北中学 小中学４０ 携帯局 穂積北中学校

70 30010044591 みずほ　810 巣南中学校 巣南中学 小中学４０ 携帯局 巣南中学校

71 30010044601 みずほ　910 ほづみ幼稚園 ほづみ幼稚 小中学４０ 携帯局 ほづみ幼稚園

72 30010044592 みずほ　901 本田第一保育所 本１保育 保育所５０ 携帯局 本田第一保育所

73 30010044593 みずほ　902 本田第二保育所 本２保育 保育所５０ 携帯局 本田第二保育所

74 30010044594 みずほ　903 別府保育所 別府保育 保育所５０ 携帯局 別府保育所

75 30010044595 みずほ　904 穂積保育所 穂積保育 保育所５０ 携帯局 穂積保育所

76 30010044596 みずほ　905 牛牧第一保育所 牛１保育 保育所５０ 携帯局 牛牧第一保育所

77 30010044597 みずほ　906 牛牧第二保育所 牛２保育 保育所５０ 携帯局 牛牧第二保育所

78 30010044598 みずほ　907 西保育・教育センター 西保・教育 保育所５０ 携帯局 西保育・教育センター

79 30010044599 みずほ　908 中保育・教育センター 中保・教育 保育所５０ 携帯局 中保育・教育センター

80 30010044600 みずほ　909 南保育・教育センター 南保・教育 保育所５０ 携帯局 南保育・教育センター

81 3001005198 みずほ　201 総合センター 総合Ｓ 施設６０ 携帯局 総合センター

82 3001005197 みずほ　200 給食センター 給食Ｓ 施設６０ 携帯局 給食センター

83 30010044605 みずほ　404 市民センター 市民Ｓ 施設６０ 携帯局 市民センター

84 30010044606 みずほ　405 巣南公民館 巣南公民館 施設６０ 携帯局 巣南公民館

85 30010044602 みずほ　401 本田ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ 本田コミュ コミＳ７０ 携帯局 本田ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ

86 30010044603 みずほ　402 牛牧南部ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ 牛南コミュ コミＳ７０ 携帯局 牛牧南部ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ

87 30010044604 みずほ　403牛牧北部防災ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ牛北コミュ コミＳ７０ 携帯局 牛牧北部防災ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ

88 30010053372 みずほ　409 指定管理者 指定管理者 コミＳ７０ 携帯局 市役所

89 30010044607 みずほ　406 老人福祉センター 老人福祉Ｓ 福祉８０ 携帯局 老人福祉センター

90 3001005199 みずほ　202 社会福祉協議会 社協 福祉８０ 携帯局 社会福祉協議会

91 3001005196 みずほ　300 岐阜県 岐阜県 外部９０ 携帯局 県庁

92 30010044608 みずほ　407 朝日大学 朝日大学 外部９０ 携帯局 朝日大学

93 30010005211 みずほ　408 サンプラスパ サンプラ 外部９０ 携帯局 サンプラスパ

・グループ３０（消防署）

・グループ４０（小中学校）

・グループ５０（保育所）

・グループ６０（施設）

・グループ７０（コミセン）

・グループ８０（福祉）

・グループ９０（外部）

122



  

 

 
＜避難所運営マニュアル編集履歴＞ 

 
 

平成２３年１１月２９日 第１版作成（総務課） 
 

平成２３年１２月 １日 第１版公表（総務課） 
 

平成２６年 ７月２８日 第２版作成・公表（総務課） 
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令和 ２ 年 ４月 １日 第４版作成・公表（市民協働安全課） 
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