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第１章 総  則 

第１節 方 針                 

１ 目的 

この計画は、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号。以下「災対法」という。）第４

２条の規定により、瑞穂市防災会議が策定する計画であって、市、県、指定地方行政機関、指

定公共機関及び指定地方公共機関等の防災関係機関がその有する全機能を有効に発揮して、市

の地域における震災にかかる災害予防、災害応急対策及び災害復旧を実施することにより、市

の地域並びに地域住民の生命、身体及び財産を地震災害から保護するとともに、市民一人ひと

りの自覚及び努力を促すことによって被害を最小限に軽減し、もって社会秩序の維持と公共の

福祉を図ることを目的とする。 
 
２ 性格、構成 

この計画は、災対法第４２条の規定に基づき作成されている「瑞穂市地域防災計画」の「地

震対策編」として、平成２３年（２０１１年）東北地方太平洋沖地震、東海、東南海、南海地

震といった海溝型地震を始め、平成 7 年（１９９５年）兵庫県南部地震、平成１６年（２００
４年）新潟県中越地震、平成１９年（２００７年）新潟県中越沖地震の原因ともなった内陸直

下型地震をも対象とし、その防災計画を定めるものである。 
この計画は、市、県及び防災関係機関の防災業務の実施責任を明確にし、かつ、これら関係

機関相互の緊密な連絡調整を図るために必要な基本的大綱を示すものであり、災害発生時に講

ずべき対策等を体系的に整理した実施細目（マニュアル）等については、更に関係機関におい

て別途具体的に定めることを予定している。 
この計画中、第５章は大規模地震対策特別措置法（昭和５３年法律第７３号）第６条の規定

に基づく地震防災強化計画に準ずる東海地震にかかる事前対策とし、また、第６章は南海トラ

フ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法（平成１４年法律第９２号）第５条の規

定に基づく南海トラフ地震防災対策推進地域における当該地震に対して必要な事項を定めるも

のとする。 
  なお、この計画に定められていない事項については、一般対策編によるものとする。 
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第２節 用 語                 

 一般対策編第１章第２節「用語」を準用する。 
 

第３節 防災機関の業務の大綱          

一般対策編第１章第３節「防災機関の事務又は業務の大綱」を準用する。 
 

第４節 瑞穂市の断層等の概要          
 一般対策編第１章第４節「瑞穂市の地勢と災害の概要」に定めるとおりとするが、地震に関す

る事項の概要については、この節の定めるところとする。 
 
１ 市の地域の特色 

  岐阜県の平野部では、山間部に比べ地震による被害が大きいと思われる。これは平野部の地

盤が弱いためであり、特に沖積層の厚く堆積した地盤は軟弱であり、大きな揺れや液状化によ

り、大きな被害を受けると予想される。 
  市は、このような軟弱地盤の上に位置し、市域には揖斐川や長良川をはじめ１８本の一級河

川が流れている。歴史的には水害に悩まされてきたが、国道２１号線やＪＲ東海道本線等によ

る交通環境の良さ等から、今日では住家や工場等が建ち並び、その状況は濃尾地震や東南海地

震の頃とは比べものにならないほど密集・集積することとなっており、水害ばかりでなく地震

に対しても対策が不可欠である。 
 
２ 活断層の概要 

  断層は従来、地震の原因ではなく、地震動の結果として地層がずれたのであるという考えで

あったが、近年地震断層が発見され、「最近の地質時代に活動した証拠があり、今後も繰り返

し大地震を発生させる可能性があると判断される断層」、つまり活断層が、地震発生と密接な

関わりを持っていることが明らかになった。今日では活断層の存在は特に重要視されている。

県下の主なものは次のとおりであるが、活断層の中には伏在するものも存在するとも考えられ

ている。 
 
  阿寺断層帯（北部） 
  高山・大原断層帯（国府断層帯） 

  〃     （高山断層帯） 
  恵那山―猿投山断層帯 
   屏風山断層帯 
   養老―桑名―四日市断層帯 
  跡津川断層帯 
  庄川断層帯 
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  関ヶ原断層帯（南部） 
  根尾谷断層帯 
  長良川上流断層帯 
  牛首断層帯 

 
３ 海溝型地震 

  日本列島付近では、太平洋プレート、フィリピン海プレート、ユーラシアプレート及び北米

プレート（オホーツク海プレート）の４つのプレートがあり、それらの境界部で海溝型の地震

が発生している。 
  太平洋プレートは、毎年数センチの速さで西に進行し日本列島の下に沈み込んでいる。一方、

フィリピン海プレートは北西進して沈み込んでおり、このような海洋地殻の沈み込みにより、

ユーラシアプレートの端に歪エネルギーがだんだん蓄積されていく。 
この歪力による変形がある極限に達すると、元の状態に戻ろうとする力が急激な破壊を起こ

す。これが、日本の太平洋近海で発生する巨大地震の原因であり、特に県南部の沖積平野部で

は、こうした東海沖や南海沖に発生する海溝型地震の影響を受ける。 
  東海地区以西の太平洋近海を震源とする海溝型の地震は、これまでの記録や観測、研究等の

結果を踏まえ、震源の場所により次のように分類されている。 
   東海地震（静岡県駿河湾沖震源） 
   東南海地震（和歌山県熊野灘震源） 
   南海地震（和歌山県潮岬沖震源） 
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第５節 被害想定                

岐阜県公表の「東海・東南海・南海地震等被害想定調査結果」（平成２５年２月）によると、

市においては、次のような被害が想定される。 
項 目 内  陸  型 海 溝 型 

震源種別 阿寺断層 跡津川断層 
養老－桑名

－四日市断

層 

高 山 ・ 大

原断層 

南海トラフ 
（東海・東南

海・南海） 
想 定 規 模

（Ｍ） 
７.９ ７.８ ７.７ ７.６ ９.０ 

震度 ５強 ５強 ６強 ５強 ６弱 

液状化危険度

（ Ｐ Ｌ 値 最

大） 
４.８９ ７.２３ ４９.２１ ７.４７ ５６.５８ 

建物全壊棟数 ５９ １６２ ２,４３４ １１０ １,０５９ 

建物半壊棟数 １６６ ４３４ ３,７６６ ２７７ ２,３８０ 

出火件数
※１

 ０ ０ ３１ ０ ４ 

死亡者数
※２

 ０ ０ ９８ ０ １３ 

重傷者数
※２

 ０ １ １７３ ０ ２３ 

負傷者数
※２

 １５ ４０ ７８２ ２１ ２５２ 

要救出者数
※２

 ０ ３ ５１３ ０ ６７ 

避難者数 
（建物被害及び焼

失） 

３６７ ９８９ １１,３９９ ６４６ ５,９０５ 

帰宅困難者 － － － － ２５９ 

その他 
道路、橋りょう、鉄道、河川堤防、水道管施設等における液状化によ

る倒壊等の被害のおそれ及び交通機関の麻痺による滞留旅客及び帰宅

困難者の発生が予想される。 
 ※１ 「午後６時」の条件で算出している。 
 ※２ 「午前５時」の条件で算出している。 
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第２章 地震災害予防計画 

第１節 自発的な防災活動の促進         

第１項 防災思想の普及計画 

 

関係機関 各部共通 

 

一般対策編第２章第８節「防災思想の普及計画」を準用する。 
 

第２項 自主防災組織の育成と強化 

 

関係機関 企画部        消防部 

 

一般対策編第２章第１１節「自主防災組織の育成と強化」を準用する。 
 

第３項 ボランティア活動の推進 
 

関係機関 企画部   健康福祉部   市社会福祉協議会 

 

一般対策編第２章第１２節「ボランティア活動の推進」を準用する。 
 

第４項 企業防災の促進 

 

関係機関 企画部   都市整備部 

 

一般対策編第２章第１８節「企業防災の促進」を準用する。 
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第２節 迅速かつ円滑な地震災害対策への備え（危機管理）  

第１項 防災体制の確立 

 

関係機関 各部共通 

概要 

■市における防災組織 

●瑞穂市防災会議 

災対法第１６条の規定に基づき、瑞穂市防災会議を設置する。その組織

構成は、瑞穂市防災会議条例（平成１５年瑞穂市条例第１２８号）第３条

によるものとする。 

●瑞穂市災害対策本部 

市本部の組織及びその事務分掌は、一般対策編第１章第５節「災害対策

本部の組織」に定めるとおりとし、地震発生時の活動体制については、本

編第３章第１節第１項「災害対策本部運用計画」に定めるとおりとする。 

●自主防災組織 

市における自主防災組織の整備及び育成並びにマニュアルの作成等に関

する計画は、一般対策編第２章第１０節「自主防災組織の育成と強化」に

定めるとおりとする。 

■防災活動拠点の整備 

災害対策本部設置予定場所である市役所庁舎が被災した場合の代替場所の

確保に努めるとともに、ヘリポートの整備と避難所等防災上重要な拠点とな

る施設を結ぶ道路の整備を図るものとする。 

また、物資の一時集積場所を定めた際には、ヘリポート、市本部等を結ぶ

道路を緊急輸送道路として、業者に警戒を依頼するなど、効果的な応急対策

活動の実施計画を策定する。 

 

１ 市における防災組織・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(地)7 

２ 防災活動拠点の整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(地)7 

 

 

 

一般対策編 第１章第５節「災害対策本部の組織」・・・・・・・・・・・・・・・(一)15 
一般対策編 第３章第１節第１項「災害対策本部運用計画」・・・・・・・・・・・(一)92 
一般対策編 第２章第１１節「自主防災組織の育成と強化」・・・・・・・・・・・(一)57 
 

 

関連項目 
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前ぶれなく不意に発生し、被害が同時かつ広域的に多発する地震に対して、交通及び通信網の

途絶並びに職員自身の被災等を考慮した迅速な初動体制の確立を図るとともに、関係機関との連

携により中枢機能の充実を図るものとする。 
 
１ 市における防災組織 

市における防災組織は、次のとおりである。 
  瑞穂市防災会議 

市は、災対法第１６条の規定に基づき、瑞穂市防災会議を設置する。その組織構成は、瑞

穂市防災会議条例（平成１５年瑞穂市条例第１２８号）第３条によるものとする。 
  瑞穂市災害対策本部 

市本部の組織及びその事務分掌は、一般対策編第１章第５節「災害対策本部の組織」に定

めるとおりとし、地震発生時の活動体制については、本編第３章第１節第１項「災害対策本

部運用計画」に定めるとおりとする。 
  自主防災組織 

市における自主防災組織の整備及び育成並びにマニュアルの作成等に関する計画は、一般

対策編第２章第１０節「自主防災組織の育成と強化」に定めるとおりとする。 
 
２ 防災活動拠点の整備 

市は、災害対策本部設置予定場所である市役所庁舎が被災した場合の代替場所の確保に努め

るとともに、ヘリポートの整備と避難所等防災上重要な拠点となる施設を結ぶ道路の整備を図

るものとする。 
また、物資の一時集積場所を定めた際には、ヘリポート、市本部等を結ぶ道路を緊急輸送道

路として、業者に警戒を依頼するなど、効果的な応急対策活動の実施計画を策定する。
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第２項 情報体制の確立 

 

関係機関 企画部 

 

一般対策編第２章第１６節「情報体制の確立」を準用する。 
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第３項 緊急輸送網の整備 

 

関係機関 企画部  都市整備部 

概要 

■市における措置 

市は、県の指定する緊急輸送道路と市内の本部、支部、避難所、ヘリポー

ト等の連絡等を構築するため、市内の主要道路で緊急輸送等に必要な道路を

選定し、地震発生後の警戒路線として、要員、物資等の輸送が円滑に行うこ

とができるよう整備を図る。そのためには、選定路線の橋りょう等の箇所の

補強や主要な国又は県道等へのアクセス強化等ネットワーク機能の向上、道

路防災対策等を通じて安全性、信頼性の高い道路網の整備を強化し、緊急輸

送道路のネットワーク機能の保持を念頭においた早期復旧が可能な耐震化も

考慮した道路の整備等も図っていくよう努めていく。 

また、緊急輸送道路の指定に伴い、一般車を通行させる迂回ルートの検討

も行う。 

なお、本市においては災害により道路網が寸断される可能性もあり、今後

は隣接市町との連携や、速やかに警戒を図る措置等についても、県への要請

等を行っていく。 

■緊急通行車両の周知・普及 

輸送協定を締結した民間事業者等の車両について、緊急通行車両標章交付

のための事前届出制度が適用され、発災後、当該車両に対して緊急通行車両

標章を円滑に交付されることとなることから、民間事業者等に対して周知を

行うとともに、自らも事前届出を積極的にするなど、その普及を図る。 

■沿道建築物等の耐震化 

緊急輸送道路沿道建築物等の耐震化について、緊急輸送の障害の可能性が

高い建築物等に対して重点的に実施するものとする。 

 

１ 緊急輸送道路の指定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(地)10 

２ 市における措置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(地)10 

３ 緊急通行車両の周知・普及・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(地)10 

４ 沿道建築物等の耐震化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(地)11 

 

 

 

一般対策編 第３章第３節第１項「道路交通対策」・・・・・・・・・・・・・・・(一)127 

関連項目 
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大規模震災時には、道路、橋りょう等の損壊、障害物、交通渋滞等により、道路交通の支障が

生じる場合が多いため、災害応急対策を迅速に実施し、要員、物資等の緊急輸送を円滑に行うル

ートの確保を行うことが重要であり、あらゆる交通手段を活用した緊急輸送のネットワーク化を

図るものとする。また、緊急車両の通行ルート確保のための放置車両対策については、一般対策

編 第３章第３節「道路交通対策」を準用する。 
 
１ 緊急輸送道路の指定 

県では、緊急輸送道路を、確保すべき順位に従い、次のとおり定めている。 
  第１次緊急輸送道路…県庁所在地及び地方生活圏の中心都市等の重要都市を連絡し、広域

の緊急輸送を担う道路（本市は国道２１号線が該当する。） 
  第２次緊急輸送道路…第１次緊急輸送道路と知事が指定する防災拠点※１を相互に連絡し、

地域内の緊急輸送を担う道路 
  第３次緊急輸送道路…第１次、第２次緊急輸送道路と知事が指定する防災拠点※１を相互

に連絡し、地区内の緊急輸送を担う道路 
※１ 防災拠点：次のうち知事が指定するもの 

・第 1次拠点 県庁舎、地方生活圏中心都市庁舎 
・第２次拠点 市町村庁舎、県出先機関、警察署、消防本部、自衛隊、国土交通省
関係事務所、その他省庁、ヘリポート、道の駅、災害医療拠点、物流拠点、広域

防災拠点、河川防災ステーション、ＳＡ・ＰＡ等 
・第３次拠点 広域避難場所 

 
２ 市における措置 

市は、県の指定する緊急輸送道路と市内の本部、支部、避難所、ヘリポート等のネットワー

クを構築するため、市内の主要道路で緊急輸送等に必要な道路を選定し、地震発生後の警戒路

線として、要員、物資等の輸送が円滑に行うことができるよう整備を図るものとする。 
そのためには、選定路線の橋りょう等の箇所の補強や主要な国又は県道等へのアクセス強化

等ネットワーク機能の向上、道路防災対策等を通じて安全性、信頼性の高い道路網の整備を強

化し、緊急輸送道路のネットワーク機能の保持を念頭においた早期復旧が可能な耐震化も考慮

した道路の整備等も図っていくよう努めていくものとする。 
また、緊急輸送道路の指定に伴い、一般車を通行させる迂回ルートの検討も行う。 
なお、本市においては災害により道路網が寸断される可能性もあり、今後は隣接市町との連

携や、速やかに警戒を図る措置等についても、県への要請等を行っていく。 
 

３ 緊急通行車両の周知・普及 
輸送協定を締結した民間事業者等の車両について、緊急通行車両標章交付のための事前届出

制度が適用され、発災後、当該車両に対して緊急通行車両標章を円滑に交付されることとなる

ことから、民間事業者等に対して周知を行うとともに、自らも事前届出を積極的にするなど、

その普及を図るものとする。 
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４ 沿道建築物等の耐震化 
緊急輸送道路沿道建築物等の耐震化について、緊急輸送の障害の可能性が高い建築物等に対

して重点的に実施する。 
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第４項 防災訓練計画 
 

関係機関 各部共通 

 

一般対策編第２章第９節「防災訓練計画」を準用する。 

 
 

第５項 業務継続体制の整備 

 

関係機関 各部共通 

 

一般対策編第２章第１７節「業務継続体制の整備」を準用する。 
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第３節 民生安定のための備え          

第１項 避難対策計画 
 

関係機関 各部共通 

 

一般対策編第２章第１３節「避難対策計画」を準用する。 
 

第２項 必需物資の確保対策 
 

関係機関 企画部  都市整備部  環境水道部 

 

一般対策編第２章第１４節「必需物資の確保対策」を準用する。 
 

第３項 要配慮者・避難行動要支援者対策計画 
 

関係機関 企画部  健康福祉部  教育部  消防部 

 

一般対策編第２章第１５節「要配慮者・避難行動要支援者対策計画」を準用する。 
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第４節 地震に強いまちづくり            

第１項 まちの不燃化・耐震化 

 

関係機関 企画部  総務部  都市整備部  教育部  消防部 

概要 

■防災上重要な建築物の耐震性確保の推進 
●応急対策活動の拠点となる市有施設の耐震性を確保するため耐震化を推進する。 
●避難所となる学校等について耐震補強、改修等の対策を講じていくこととする。 

■一般建築物の耐震性強化 
●広報の実施等 
学校、医療機関等の建築物においては耐震性の確保の協力依頼、広報等を行
う。 

●耐震関係助成制度 
建築物耐震診断助成事業及び木造住宅耐震補強工事への助成を行う。 

●緊急輸送道路沿いの建物の耐震化 
県の指定する緊急輸送道路沿いの建物の耐震化を図っていくものとする。 

●耐震化についての啓発強化 
耐震化の必要性と、具体的な耐震方法の啓発に努めるものとする。 

■その他の安全対策（ブロック塀） 
●造り方、点検方法及び補強方法等についての知識普及を図る。 
●危険な塀に対しては造り替えや生垣化等を奨励する。 

■道路施設等の整備 
●道路の整備 
延焼遮断効果及び緊急輸送道路機能に着目し、災害危険度を勘案しながら広い

幅員を確保し、植樹帯等を積極的に設置するものとする。 
●橋りょうの整備 
橋りょうの確保のため、管理橋りょうについて、補修等対策が必要なものの調

査を行い、順次対策工法等を定め、改修に努めるものとする。 
■河川等の整備 
●河川施設の安全性の確保 
河川、樋門、排水機等の施設の被害を防止するため、それぞれの施設について

破壊影響等の調査を実施し、補強対策工事の必要な箇所については、整備を図
る。 
●消防水利の強化 
河川を利用した消火活動に資するため、河川堤防や河岸から水辺へのアプロー

チの改善を図る。消防水利の不足に備えるため、用水路、ため池等の活用を図
る。 

■市街地の防災対策 
市は、土地利用の規制、誘導、避難場所、避難路等の整備及び建築物の不燃化に

よる市街地の整備の施策を総合的に展開し、防災構造化を図る。 
■被災した建築物・宅地の危険度判定体制の整備 

市は、被災時に円滑な判定活動が行えるよう、判定技術の向上を図るものとす
る。 

■建築物不燃化の促進 
耐火建築物、準耐火建築物その他建築基準法で規定する防火措置を講じた建築物

の建築を促進する。 

１ 防災上重要な建築物の耐震性確保の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・(地)15 

２ 一般建築物の耐震性強化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(地)15 

３ その他の安全対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(地)16 

４ 道路施設等の整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(地)16 

５ 河川等の整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(地)16 

６ 市街地の防災対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(地)16 

７ 被災した建築物・宅地の危険度判定体制の整備・・・・・・・・・・・・・・・(地)17 

８ 建築物不燃化の促進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(地)18 
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「地震に強いまちづくり」を促進するためには、市、県で行う事業に加え、住民自身が行う対

策を合わせて実行することが重要であり、市、県、住民は生命の安全の確保を第一としつつそれ

ぞれ次の対策の実施に努めるものとする。 
 
１ 防災上重要な建築物の耐震性確保の推進 

  市は、災害時に応急対策活動の拠点となる市有施設の耐震性を確保するため、次の施設の

耐震化を推進する。また、緊急輸送道路沿道建築物等について、緊急輸送の障害の可能性が

高い建築物等に対して重点的に耐震化を促進するものとする。 

 
 
 市役所庁舎               災害対策本部設置場所 
 総合センター、牛牧北部防災コミュニティセンター等    物資の一時集積場所 

（一般対策編第３章第６節第５項「生活必需物資

供給計画」に定める施設） 
 障がい者・児童・高齢者施設       要配慮者用活動拠点 
 その他避難所及び避難場所       （一般対策編第３章第６節第２項「避難計画」に 

定める施設 
 

  市においては、避難所となる小・中学校等について耐震診断調査を行っており、その結果

に従い耐震補強、大規模改修、建替え等の対策を講じていくこととする。 
また、建物の主体構造だけの耐震化でなく、建築設備、窓ガラスの飛散、落下物、内部の

什器の固定、及び自主電源の確保といったような点についても考慮に入れ、施設の建設・改

修等の際には耐震の視点を取入れた検討を行うよう努めるものとする。 
 

２ 一般建築物の耐震性強化 

  建築基準法に基づく建築物等の規制による推進建築物の敷地、構造及び用途等が建築基準

法に適合するよう、県では建築確認審査業務を通した指導を行っている。 
  広報及び住民相談の実施等 

学校、医療機関、スーパーマーケット等多数の住民が集合する建築物においては、窓ガラ

ス、看板等の落下物の防止を含む耐震性の確保について協力依頼、広報等を行う。 
また、耐震相談窓口を開設し、住民からの建築物の耐震化に関する相談に応ずるとともに、

耐震診断及び耐震補強に関する技術指導、啓発に努める。 
  耐震関係助成制度 

   市は、住民の地震対策支援事業として、国や県と共同で木造住宅耐震診断事業、建築物耐

震診断事業、木造住宅耐震補強工事費補助事業、建築物耐震補強工事費補助事業への助成を

行う。 
  緊急輸送道路沿いの建物の耐震化 

耐震化促進法に基づいて、県の指定する緊急輸送道路沿いの建物の耐震化を図って行くも

のとする。 
  耐震化についての啓発強化 

《主な応急対策活動拠点》 
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市は、木造住宅の危険度を評価できるウェブサイトを活用するなど、耐震化の必要性と、

具体的な耐震方法の啓発に努めるものとする。 
 

３ その他の安全対策 

  市及び施設管理者は、窓ガラス及び看板等の落下対策、ブロック塀（石塀を含む）の倒壊防

止対策、天井の脱落防止対策、エレベーターにおける閉じ込め防止対策等、建築物に関連する

安全対策を講ずるものとする。 

 
４ 道路施設等の整備 

  道路の整備 
地震発生時における道路機能を確保するため、市道について、のり面等危険箇所調査によ

り対策工事の必要箇所を指定し、整備を図るものとする。 
また、延焼遮断効果及び緊急輸送道路機能に着目し、都市計画街路の整備推進を図るとと

もに、市街地における新設改良に当たっては、災害危険度を勘案しながら広い幅員を確保し、

植樹帯等を設置するものとする。 
  橋りょうの整備 

地震発生時における橋りょうの確保のため、各管理橋りょうについて、補修等対策が必要

なものの調査を行い、順次対策工法等を定め、改修に努めるものとする。 
  電線類の地中化 

   関係機関と調整の上、電線類等の地中化について検討する。 
 
５ 河川等の整備 

  河川管理施設の安全性の確保 
地震災害時における河川、樋門、排水機等の施設の被害を防止するため、それぞれの施設

について耐震診断と破壊影響等の調査を実施し、補強対策工事の必要な箇所については、整

備を図る。 
  消防水利の強化 

河川を利用した消火活動に資するため、必要に応じて河川堤防や河岸から水辺へのアプロ

ーチの改善を図る。（坂路や階段の設置、緩傾斜護岸の採用等） 
また、水道管等の被災による消防水利の不足に備えるため、用水路、ため池等の活用を図

る。 
 

６ 市街地の防災対策 

  都市防災の推進 
   市は、過密化した都市の地震災害を防止、軽減する観点から土地利用の規制・誘導、避難

場所、避難路等の整備及び建築物の不燃化による市街地の整備の施策を総合的に展開し、防

災構造化を図る。 
  ア 都市防災の基本方針 
   (ア)  災害の危険性を軽減する都市空間の創造 
   (イ)  災害を防御し、安全な避難を可能とする都市構造の創造 
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   (ｳ) 安全で快適な都市環境の創造 
  イ 土地利用の規制、誘導の方針 
    災害に強いまちづくりを目指し、災害危険を軽減する都市空間を形成するため、基盤施

設整備の促進によるオープンスペースの確保、防災上重要な農地、緑地の保全、整備等の

総合的、計画的な土地利用施策を推進する。 
  ウ 防災基盤施設の整備方針 
    大規模地震時における市街地大火等の災害の発生や拡大を軽減し、災害発生時の安全な

避難を可能とするため、避難場所、避難路、防災緑地の整備を推進する。 
  エ 市街地の整備方針 
    市街地の災害特性を踏まえ、土地区画整理事業等の市街地整備や建築物の不燃化を促進

し、災害危険性の軽減を図る。 
  オ 実現化の方針 
    地震被害の危険性の高い地域は早期整備を進めるものとし、特に火災による延焼の危険

性が高い区域から優先的に避難場所、避難路等の整備、建築物の不燃化を図る。 
  防災空間の確保 

  ア 都市緑地法（昭和４８年法律７２号）に基づく「緑地の保全及び緑化の推進に関する基

本計画（緑の基本計画）」の策定や、同法による緑地保全地区等の地域指定の拡大を推進

し、防災空間の確保に努める。 
  イ 都市公園の計画的な整備を図り、延焼防止或いは避難場所として防災効果を発揮する防

災空間の確保に努める。特に避難場所や、救援及び復旧の活動拠点となる公園については、

災害対応施設の設置に努める。 
  市街地の開発等  

   公共施設の整備改善及び宅地利用増進を目的とした土地区画整理事業を実施することによ

り、防災的効果を有した安全で快適なまちづくりを促進する。 
 

７ 被災した建築物・宅地の危険度判定体制の整備 

  市は、地震により被災した建築物（一般住宅も含む）及び宅地が余震等による二次災害に対

して安全であるかどうかの判定を実施する技術者を確保するため、被災建築物応急危険度判定

士及び宅地危険度判定士を養成し、「全国被災建築物応急危険度判定協議会」及び「被災宅地

危険度判定連絡協議会」が定める「判定要綱」及び「判定業務マニュアル（浸前対策編）」に

基づき、平常時から事前に準備するよう努める。 

また、判定士の応援の受け入れ、チーム編成、判定結果の取りまとめ等を行う危険度判定コ

ーディネーターを養成し、建築物、宅地の危険度判定体制の強化を図る。 

  危険度判定活動の普及啓発 
市は、県と協力し判定士の養成に努め、危険度判定活動の普及啓発を行うものとする。 

  研修機会の拡充 
市は、被災時に円滑な判定活動が行えるよう、判定技術の向上を図るものとする。 

  震前判定計画の作成 

市は、被災時に円滑な判定活動が行えるよう、あらかじめ震前判定計画を作成するものと

する。 
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８ 建築物不燃化の促進 

  防火地域等 
市及び県においては、建物が密集し火災により多くの被害を生じる恐れのある地域を防火地

域又は準防火地域に指定し、耐火建築物、準耐火建築物その他建築基準法で規定する防火措置

を講じた建築物の建築を促進する。 
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第２項 火災予防計画 

 

関係機関 各部共通 

 

一般対策編第２章第５節「火災予防計画」を準用する。 
 

第３項 危険物等災害予防計画 

 

関係機関 企画部  総務部  都市整備部  教育部  消防部 

 

一般対策編第２章第６節「危険物等災害予防計画」を準用する。 

 

第４項 ライフライン施設の整備 

 

関係機関 企画部  環境水道部 

 

一般対策編第２章第７節「ライフライン施設の整備」を準用する。 
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第５項 地盤の液状化対策 

 

関係機関 企画部   都市整備部   環境水道部 

概要 

■液状化危険度に関する意識啓発 

市及び県は、住民への現状の液状化危険度マップの周知を推進するととも

に、住民自身が、自宅周辺の過去の土地利用の経過などの把握をするよう勧

め、一般住宅の液状化対策工法の周知など、より具体的な液状化危険度に関す

る意識啓発を行うものとする。 

■液状化危険度調査の見直し 

市及び県は、揺れの時間の長さを考慮した、精度の高い液状化危険度マップ

を作成し、平素から液状化危険度を把握するとともに、住民に対する危険度の

周知に努めるものとする。 

■基幹交通網における耐震化の推進 

市及び県は、液状化危険度マップを活用した、重要度を考慮した道路等ライ

フライン復旧の優先順位の整理を行うものとする。 

■堤防の液状化対策 

強い揺れが長く続く地震動が発生した場合には地盤の液状化による堤防の沈

下が懸念されることから、河川管理者は、水害の二次被害を防ぐため、堤防の

耐震点検及び液状化に備えた対策等を適切に行うものとする。 

■ライフライン施設等の液状化対策 

市は、ライフライン施設に関して、地盤改良等により液状化の発生を防止す

る対策や、マンホールの浮き上がり防止など液状化が発生した場合でも施設等

の被害防止の対策を実施することとする。 

 

１ 計画の方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(地)21 

２ 実施内容・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(地)21 
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１ 計画の方針 

 岐阜県平野部（特に沖積層が厚く堆積したところ）の地盤は軟弱であることを踏まえ、岐阜

県を震源とした地震はもとより、周辺県、更に遠隔地で発生した地震においても、それが長周

期地震動を伴い、揺れの時間が長いほど地盤の液状化現象の発生が考えられることから、埋立

地や旧河道等の液状化の恐れのある箇所を始めとして、浅部の地盤データの収集とデータベー

ス化の充実等を図るとともに、施設の特性を踏まえた技術基準を検討し、その結果に基づいて、

適切な予防措置及び迅速な安全点検を講ずるものとする。 
 
２ 実施内容 

  液状化危険度に関する意識啓発 
    市及び県は、住民への現状の液状化危険度マップの周知を推進するとともに、住民自身が、

自宅周辺の過去の土地利用の経過などの把握をするよう勧め、一般住宅の液状化対策工法の

周知など、より具体的な液状化危険度に関する意識啓発を行うものとする。 
   特に、液状化現象により生じる被害（ライフライン被害、住家被害、堤防被害等）につい

て住民に周知し、被害軽減のための予防対策を行うよう啓発を行うものとする。 
  液状化危険度調査の見直し 

市及び県は、揺れの時間の長さを考慮した、精度の高い液状化危険度マップを作成し、平

素から液状化危険度を把握するとともに、住民に対する危険度の周知に努めるものとする。 
  基幹交通網における耐震化の推進 

市及び県は、液状化危険度マップを活用した、重要度を考慮した道路等ライフライン復旧

の優先順位の整理を行うものとする。 
  堤防の液状化対策 

強い揺れが長く続く地震動が発生した場合には地盤の液状化による堤防の沈下が懸念され

ることから、河川管理者は、水害の二次被害を防ぐため、堤防の耐震点検及び液状化に備え

た対策等を適切に行うものとする。 
  ライフライン施設等の液状化対策 

市は、ライフライン施設に関して、地盤改良等により液状化の発生を防止する対策や、マ

ンホールの浮き上がり防止など液状化が発生した場合でも施設等の被害防止の対策を実施す

ることとする。 
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第５節 文教関係の予防計画           

関係機関 教育部 
 

一般対策編第２章第１０節「文教関係の予防計画」を準用する。 
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第３章 地震災害応急対策 

第１節 本部活動体制             

第１項 防災活動体制の整備計画 

 

関係機関 各部共通 

概要 

■計画の方針 

発災直後は、可能な限り被害規模を早期に把握するとともに、正確な情報収

集に努め、収集した情報に基づき、生命及び身体の安全を守ることを最優先

に、人材・物資等災害応急対策に必要な資源を適切に配分する。 

被災者のニーズに柔軟かつ機敏に対応するとともに、高齢者、障害者その他

に特に配慮を要するものに配慮するなど、被災者の年齢、性別、障害の有無と

いった被災者の事情から生じる多様なニーズに適切に対応する。 

■災害対策本部設置場所 

市本部は、原則として瑞穂市役所（穂積庁舎）大会議室に設置する。ただ

し、穂積庁舎が被災し、使用不能なときは、瑞穂市役所（巣南庁舎）大会議

室、または牛牧北部防災センター等を使用し、職員、住民及び防災関係機関に

周知する。 

また、使用する既存施設がないときは、野外に仮設するものとする。 

■本部長の職務代理者の決定 

本部長（市長）不在時の指揮命令系統の確立のため、命令権者の順位を次の

とおり定めておくものとする。 

第１順位  副市長  第２順位  教育長  第３順位  総務部長 

 

 

１ 計画の方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(地)24 

２ 災害対策本部設置基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(地)24 

３ 災害対策本部設置場所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(地)24 

４ 本部長の職務代理者の決定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(地)24 

５ 市の体制（動員基準） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(地)24 

 

 

 

一般対策編第３章第１節第１項「災害対策本部運用計画」・・・・・・・・・・・・(一)92 
 

 

関連項目 
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１ 計画の方針 

発災直後は、可能な限り被害規模を早期に把握するとともに、正確な情報収集に努め、収集

した情報に基づき、生命及び身体の安全を守ることを最優先に、人材・物資等災害応急対策に

必要な資源を適切に配分する。 
被災者のニーズに柔軟かつ機敏に対応するとともに、高齢者、障害者その他に特に配慮を要

するものに配慮するなど、被災者の年齢、性別、障害の有無といった被災者の事情から生じる

多様なニーズに適切に対応する。 
なお、この計画中に定めのない事項は、一般対策編第３章第１節第１項「災害対策本部運用

計画」の定めるところによるものとする。 
 
２ 災害対策本部設置基準 

市  災  害  対  策  本  部  設  置  基  準 
１ 市域に震度５強以上の地震が発生したとき（自動設置） 
２ 市内に特別警報に位置付けられた緊急地震速報（震度６弱以上）が発表されたとき

（自動設置） 
３ 市域に発生した地震が震度４又は震度５弱の場合であって市長が必要と認めたとき 
４ 市域に相当規模の災害が発生したとき、又は発生する恐れのあるときで市長が必要と

認めたとき 
 
３ 災害対策本部設置場所 

市本部は、原則として瑞穂市役所（穂積庁舎）大会議室に設置する。ただし、庁舎が被災し、

使用不能なときは、瑞穂市役所巣南庁舎、牛牧北部防災センター、総合センターの順に使用し、

職員、住民及び防災関係機関に周知する。 
また、使用に耐える既存施設がないときは、野外に仮設するものとする。 

 
４ 本部長の職務代理者の決定 

本部長（市長）不在時の指揮命令系統の確立のため、命令権者の順位を次のとおり定めてお

くものとする。 
第１順位  副市長 
第２順位  教育長 
第３順位  総務部長 

 

５ 市の体制（動員基準） 

体制 基    準 動 員 内 容 動 員 人 員 
準備体制 ・岐阜地方気象台が美濃地方

（岐阜、西濃地域）に震度

３の地震を観測し、発表し

たとき。 

・岐阜地方気象台の発表にか

かわらず、市内で震度３の

地震を観測したとき。 

・情報収集及び連絡体

制を主とし、状況に

より他の職員を動員

できる体制 

・市民協働安全課職員

（防災担当等） 
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警戒体制 ・岐阜地方気象台が美濃地方
（岐阜、西濃地域）に震度

４又は震度５弱を観測し、

発表したとき。 
・岐阜地方気象台の発表にか

かわらず、市内で震度４又

は震度５弱の地震を観測し

たとき、或いはこの程度の

揺れを感じたとき。 

・警戒活動を実施し、

事態の推移に伴い、

速やかに災害対策本

部を設置できる体制 
・市長が必要と認める

場合（避難勧告の発

表等）は、災害対策

本部を設置する。 

・市民協働安全課職員 
・各部課長以上の職員 
・その他（あらかじ

め）指名された職員 
・他の職員は自宅待機

する。 
・災害対策本部を設置

する場合は全職員 
・瑞穂消防署の職員

は、岐阜市消防本部

招集計画により参集

する。 
非常体制 ・岐阜地方気象台が美濃地方

（岐阜、西濃地域）に震度

５強以上を観測し、発表し

たとき。 
・岐阜地方気象台の発表にか

かわらず、市内で震度５強

以上の地震を観測したと

き、或いは震度５強程度以

上の地震を感じたとき。 
・特別警報に位置づけられた

緊急地震速報（震度 6 弱以
上）が発表されたとき。 

・災害が発生し、市内

の広い範囲に大規模

な災害が予想され、

市内全域に応急対策

が取れる体制 
・災害対策本部を設置

する。 

・全職員が定められた

場所に自主参集す

る。 
・瑞穂消防署の職員

は、岐阜市消防本部

招集計画により参集

する。 
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第２項 職員動員計画 

 

関係機関 各部共通 

概要 

■計画の方針 

災害応急活動に関し、所要の人員を確保するため動員を行う。 

一般対策編第３章第１節第２項「職員動員計画」の定めるところによるもの

とする。 

 

■職員の動員体制 

震度４以上の地震発生時の職員の動員体制は、発生の規模、時間等に応じ、

次のとおりとする。 

震度 勤 務 時 間 内 勤 務 時 間 外 

４ 

及び 

５弱 

・各部課長以上の職員は、あらか

じめ指定された庁舎に出動し、

警戒活動及び災害対策本部を設

置できる体制を取る。（出動の

際に情報収集を行う。） 

・指名された職員は、それぞれの

部署における情報収集活動、警

戒活動に当たる。 

・他の職員は、状況に応じ指示さ

れた活動を行う。 

・市民協働安全課職員は穂積庁舎

に、また部課長以上の職員は、あ

らかじめ指定の庁舎に出動し、警

戒活動及び災害対策本部を設置で

きる体制を取る。（出動の際に情

報収集を行う。） 

・指名された職員は、指示された場

所に出動し、それぞれの部署にお

ける情報収集活動、警戒活動に当

たる。 

・他の職員は自宅待機とし、指示に

より出動及 

活動にあたる。 

・瑞穂消防署の職員は、岐阜市消防

本部招集計画により参集する。 

５強

以上 

・部長以上の職員は、穂積庁舎に

集合し、災害対策本部を設置で

きる体制を取る。 

・上記以外の職員は、動員命令を

待つことなしにあらかじめ指定

された庁舎若しくは市内の地域

に出動する、又は所属にて応急 

活動を行う。 

・部長以上の職員は、穂積庁舎に出

勤し、災害対策本部を設置できる

体制を取る。 

・上記以外の職員は、動員命令を待

つことなしにあらかじめ指定され

た庁舎若しくは市内の地域に出動

する。 

・瑞穂消防署の職員は、岐阜市消防

本部招集計画により参集する。 

 

１ 計画の方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(地)27 

２ 職員の動員体制・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(地)27 

３ 職員の動員（参集）手順・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(地)28 

 

 

一般対策編第３章第１節第２項「職員動員計画」・・・・・・・・・・・・・・・・(一)97 
 

 

関連項目 
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１ 計画の方針 

災害応急活動に関し、所要の人員を確保するため次により動員を行う。 
なお、この計画中に定めのない事項は、一般対策編第３章第１節第２項「職員動員計画」の

定めるところによるものとする。 
 
２ 職員の動員体制 

震度４以上の地震発生時の職員の動員体制は、発生の規模、時間等に応じ、次のとおりとす

る。 
なお、必要により市長（又は代理者）が行う配備要員の指名伝達は、一般対策編に定める系

統による。 
震度 勤 務 時 間 内 勤 務 時 間 外 
４ 
及び 
５弱 

・各部課長以上の職員は、あらかじめ

指定された庁舎に出動し、警戒活動

及び災害対策本部を設置できる体制

を取る。（出動の際に情報収集を行

う。） 
・指名された職員は、それぞれの部署

における情報収集活動、警戒活動に

当たる。 
・他の職員は、状況に応じ指示された

活動を行う。 

・市民協働安全課職員は穂積庁舎に、ま

た部課長以上の職員は、あらかじめ指

定の庁舎に出動し、警戒活動及び災害

対策本部を設置できる体制を取る。（出

動の際に情報収集を行う。） 
・指名された職員は、指示された場所に

出動し、それぞれの部署における情報

収集活動、警戒活動に当たる。 
・他の職員は自宅待機とし、指示により

出動及び活動にあたる。 
・瑞穂消防署の職員は、岐阜市消防本部

招集計画により参集する。 
５強

以上 

・部長以上の職員は、穂積庁舎に集合

し、災害対策本部を設置できる体制

を取る。 

・上記以外の職員は、動員命令を待つ

ことなしにあらかじめ指定された庁

舎若しくは市内の地域に出動する、

又は所属にて応急活動を行う。 

・部長以上の職員は、穂積庁舎に出勤

し、災害対策本部を設置できる体制を

取る。 

・上記以外の職員は、動員命令を待つこ

となしにあらかじめ指定された庁舎若

しくは市内の地域に出動する。 

・瑞穂消防署の職員は、岐阜市消防本部

招集計画により参集する。 
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３ 職員の動員（参集）手順 

  震度５強以上の地震が発生した場合の動員（参集）手順は、おおむね次のとおりとする。 

  勤務時間内における手順 
地震発生 テレビ、ラジオ又は体感による地震覚知 

 
出動準備 職員は動員命令を待つことなく、直ちに指定された庁舎又は市内の地

域への出動等の準備に取り掛かるものとする。 
所属所内での人命

救助等 
所属所施設及び来庁者等の被災状況を把握し、人命救助及び初期消火

等を行い、その後個々の指定された場所に参集する。 
 

 
 
防災担当課職員及び庁舎間

の移動をしない職員 
指定の庁舎、所属所に参集す

る職員 
市内の避難所に出動する職員 

災害対策

本部の設

置 

・防 災担当課

は、速やかに

対策本部の設

置を行う。 
 

参集及び

人命救助 
 

・あらかじめ指定

の庁舎へあらゆ

る手段で参集す

る。 
・参集する際に被

害状況等の情報

の収集を行う。 

初期活動

の実施 
・指定された地域

内の情報収集、

人命救助、消火

活動、避難活動

等を地域の住民

等と協力して行

う。 
初動業務

等の実施 
・それぞれの職場

で勤務する職員

を動員し、役割

分担を行い、初

動に必要な業務

（※１）及び緊

急的に必要な活

動（※２）に当

たる。 

被害状況

の報告 
・職員は参集する

際に収集した情

報や所属の事務

フロア、所管す

る施設等の被害

状況を報告す

る。 

地域の被

害状況等

の報告 
 

・地域で収集した

情報をあらゆる

手段で本部に報

告する。 
避難所の

運営 
 

・地域内での緊急

的な活動（※

２）が収束後、

避難所の運営に

当たる。 
 

災害業務体制への移行 
・緊急的に必要な活動の収束等により、各災害応急対策活動に必

要な要員が確保されるに従い、本来の災害対策業務に移行す

る。 
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  勤務時間外における手順  
地震発生 テレビ、ラジオ又は体感による地震覚知 

 
出動準備 職員は動員命令を待つことなく、直ちに指定された庁舎、又は市内の

地域への出動の準備に取り掛かるものとする。 
人命救助 職員は、近隣等の被災状況を把握し、まず人命救助（の手配）、初期

消火（の手配）等を行い、その後個々の指定された場所に参集する。 
 
 
指定の庁舎、所属所に参集する職員 市内の地域に出動する職員 

参  集 ・あらゆる手段で参集する。 
・参集する際に被害状況等の  

情報の収集を行う。 

初期活動

の実施 
・指定された地域内の情報収集、人命

救助、消火活動、避難活動等を地域

の住民等と協力して行う。 
初動業務

の実施 
 

・先着した職員により、被害

状況の集約及び役割分担を

行い、初動に必要な業務

（※１）及び緊急的に必要

な活動（※２）に当たる。 
 

地域の被

害状況等

の報告  

・地域で収集した情報をあらゆる手段

で本部に報告する。 

避難所の

運営 
・地域内での緊急的な活動（※２）が

収束後、避難所の運営に当たる。 

 
 

災害業務体制への移行 
・緊急的に必要な活動の収束等により、各災害応急対策活動に必

要な要員が確保されるに従い、本来の災害対策業務に移行す

る。 
 ※１ 初動に必要な業務とは、主に次のようなものである。 
   １ 被害状況調査 
   ２ 地震等情報調査 
   ３ 関係機関等への情報伝達 
   ４ 災害対策本部の設置 
   ５ 防災用資機材の調達、手配 
   ６ 広報車、防災行政無線等による住民への情報伝達 
   ７ 支援物資調達準備計画の策定 
   ８ 安全な避難場所への誘導 
   ９ 避難所及び救護所の開設の手配 
  １０ 広域的な応援要請の検討 
※２ 緊急的に必要な活動とは、現地派遣職員の応援的な活動であり、おおむね次のようなも

のである。 
   １ 消火活動 
   ２ 関係機関と協力した救命救出活動 
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   ３ 被害状況収集活動 
   ４ 安全な避難場所への誘導活動 
   ５ 避難所の開設 
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第２節 災害動員計画              

第１項 災害応援要請計画 
 

関係機関 企画部 

 

一般対策編第３章第２節第１項「県・市町村職員等災害応援要請計画」を準用する。 
 

第２項 技術者等の雇上げ計画 
 

関係機関 各部共通 

 
一般対策編第３章第２節第３項「技術者等の雇上げ計画」を準用する。 
 

第３項 技術者等の強制従事に関する計画 
 

関係機関 各部共通 

 

一般対策編第３章第２節第４項「技術者等の強制従事に関する計画」を準用する。 
 

第４項 ボランティア活動支援計画 
 

関係機関 市社会福祉協議会  健康福祉部 

 

一般対策編第３章第２節第５項「ボランティア活動支援計画」を準用する。 
 

第５項 自衛隊災害派遣要請計画 
 

関係機関 企画部 

 
一般対策編第３章第２節第６項「自衛隊災害派遣要請計画」を準用する。 
 

第６項 広域的な応援要請計画 
 

関係機関 総務部    水道部    消防部 

 

一般対策編第３章第２節第７項「広域応援要請計画」を準用する。 
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第３節 災害情報計画            

第１項 災害情報の収集・伝達計画 

 
関係機関 各部共通 

概要 

■地震情報の受理、伝達 

●岐阜地方気象台の発表する地震情報等 

岐阜地方気象台は、気象庁の観測点で震度３以上を観測した場合又は必要と認

める場合は、「地震情報」、「各地の震度に関する情報」等を発表する。 

●地震情報等の伝達 

市は、地震情報及び震度情報を受理したときは、直ちに住民等に伝達するとと

もに、避難の勧告、指示等の措置を行う。 

●緊急地震速報の発表、伝達 

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

により住民等への提供に努めるものとする。 

■関係機関からの情報収集 

市本部は、防災関係機関からの情報を収集し、災害対策活動に活用する。 

■被害情報等の収集、連絡 

●被害規模早期把握のための活動 

市本部は、地震による被害規模の早期把握のための活動を行う。 

●地震発生直後の被害の第１次情報等の収集、連絡 

市本部は、人的被害の状況、建築物の被害状況及び火災、堤防崩壊の発生状況

等の情報を収集するとともに、被害規模に関する概括的情報等を把握できた範囲

から直ちに県へ連絡するものとする。更に、１１９番通報が殺到する状況につい

ては、市本部は県に報告するとともに直接消防庁へも報告する。 

●第２次段階において収集すべき被害情報 

市本部は、被害情報により被害の規模を推定した後、更に調査を行い、的確な

応急対策の実施を図るものとする。 

■通信ボランティアの活用 

情報収集要員が不足した場合には、アマチュア無線家といった通信ボランティア

の協力を得ることとし、平常時からその体制を整備する。 

１ 計画の方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(地)33 

２ 地震情報の受理、伝達・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(地)33 

３ 関係機関からの情報収集・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(地)35 

４ 被害情報等の収集、連絡・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(地)35 

５ 通信ボランティアの活用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(地)36 

 
 
 一般対策編 第３章第４節第２項「災害情報の収集・伝達計画」・・・・・・・・・・(一)147 

 一般対策編 第３章第４節第３項「災害通信計画」・・・・・・・・・・・・・・・・(一)169 

関連項目 
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１ 計画の方針 

この計画は、第一に地震発生直後における初動体制の確立、迅速な応急対策活動の実施のた

めに、関係機関との連絡や情報収集を図り、職員及び住民等へ確実な情報の提供を実施するた

めのものとし、県への報告等の措置については、本節４「 被害調査の報告及び追加措置」の

とおりとする。 
   
２ 地震情報の受理、伝達 

  岐阜地方気象台の発表する地震情報等 
岐阜地方気象台は、県内に設置した観測点で震度１以上を観測した場合は「各地の震度に

関する情報」を、震度３以上を観測した場合では「震度速報」、「震源に関する情報」、「震

源・震度に関する情報」を、さらに場合に応じて「地震回数に関する情報」等を発表・伝達

するものとする。 
  地震情報等の伝達 

市は、地震情報及び震度情報を受理したときは、直ちに住民等に伝達するとともに、避難

の勧告、指示等の措置を行うものとする。 
  緊急地震速報の発表、伝達 

気象庁は、地震による被害の軽減に資するため、緊急地震速報を発表し、関係機関への提

供に努める。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

により住民等への提供に努めるものとする。 
 

地 震 情 報 の 伝 達 系 統 図 

 

岐
阜
地
方
気
象
台

 

○□ 岐 阜 県 □ 

瑞
穂
市

 

▲ 

住
民
等

 

    
△ NTT西日本   

     
◎○ NHK岐阜放送局  （放送等）  

     
○ 報道機関    

 
 凡例    法令（気象業務法等）による通知系統 

法令（気象業務法等）による公衆への通知系統 
地域防災計画、行政協力、その他による伝達系統 
○ ： インターネット   □ ： 岐阜県防災行政無線 
◎ ： 専用回線 
△ ： オンライン 
▲ ： 瑞穂市防災行政無線 
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震度情報ネットワークシステムの伝達系統図 

 

住 民  関 係 機 関   

     

瑞 穂 市 

計 測 震 度 計 等 

 
県  消 防 庁 

 
市の応急活動例  県の応急活動例  消防庁の応急活動例 

・被害推定 
・職員非常参集 
・警戒出動 
・地域住民への広報 
・応援要請等の対応 
・方針の検討 
 
 
 

 ・市町村別被害推定 
・職員非常参集 
・県下関係機関への情

報伝達 
・被害現場への職員派

遣検討 
・県内応援体制の検討 
・県外応援要請、自衛

隊への応援要請検討 
・報道機関を通じて県

民への情報提供 

 ・団体別被害推定 
・職員非常参集 
・近隣都道府県への応

援準備指示 
・国土交通省等関係機

関への情報伝達 
・近隣都道府県の震度

情報伝達 

 

 

 

 

凡例       県、消防庁に集まった震度情報の流れ 

市で計測した震度情報の流れ 
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３ 関係機関からの情報収集 

市本部は、防災関係機関からの情報を収集し、災害対策活動に活用するものとする。 
 

 関 係 機 関 と の 連 絡 方 法 

市  県 電話、県防災行政無線・FAX 

市 
 

岐阜市消防本部 
電話（０５８－２６２－８１５１） 
県防災行政無線 

市 

  
岐阜市消防本部瑞穂消防署 
 

瑞穂消防署巣南分署 

電話（０５８－３２７－０１１９） 
ＭＣＡ無線 
電話（０５８－３２８－０１１９） 
ＭＣＡ無線 

市 
 北方警察署 

北方警察署穂積交番 
北方警察署巣南交番 

電話（０５８－３２４－０１１０） 
電話（０５８－３２７－１５６４） 
電話（０５８－３２８－２０５０） 

市 
 瑞穂市消防団 

避難所等、市の重要関連施設 
電話、ＭＣＡ無線 

市  住民（自主防災組織） 電話、市防災行政無線（同報系） 

 ※ ＭＣＡ無線は、市役所公用車、消防団消防車及び市役所各機関に設置されている。 
 
４ 被害情報等の収集、連絡 

被害情報等の収集、連絡については、一般対策編第３章第４節第２項「災害情報の収集・伝

達計画」に定める他、以下のとおり実施する。 

  被害規模早期把握のための活動 
市本部は、地震による被害規模の早期把握のため、次の活動を行う。 

ア 災害発生直後においては、オに定める事項の被害調査を行い、被害の規模を推定するた

めの関連情報の収集にあたる。 
イ 避難所に出動する職員に、チェックポイントを記載した地図等を携行させ、被害状況や

店舗等の営業状況の情報収集を行わせる。 
ウ 自主防災組織や自治会等地域住民等から情報を収集する。 
エ 被害が甚大な場合にあっては、調査班を編成し現地に派遣する。 
オ 災害発生直後において収集すべき被害情報 
１ 家屋等建物の倒壊状況            
２ 火災等の二次災害の発生状況及び危険性 
３ 人命の危険の有無及び人的被害の発生状況 
４ 堤防の崩壊状況 
５ 避難の必要の有無及び避難の状況 
６ 道路、橋りょう及び交通機関の被害状況 
７ 住民の動向 
８ 電気、水道、下水道、電話、都市ガス等ライフラインの被害状況 
９ その他災害の発生拡大防止措置上必要な事項 
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  地震発生直後の被害の第１次情報等の収集、連絡 
市本部は、人的被害（行方不明者の数を含む。）の状況、建築物の被害状況及び火災、堤

防崩壊の発生状況等の情報を収集するとともに、被害規模に関する概括的情報等を把握でき

た範囲から直ちに県へ連絡するものとする。また、通信の途絶等により県に連絡できないと

きは、直接消防庁へ連絡するものとする。 
更に、１１９番通報が殺到する状況については、市本部は県に報告するとともに直接消防

庁へも報告する。 
なお、地震が発生し、市の区域内で震度５強以上を記録したもの（被害の有無を問わな

い。）については、覚知後３０分を目途にできるだけ早く、分かる範囲で、県支部総務班に

連絡するとともに直接消防庁にも報告するものとする。 
  第２次段階において収集すべき被害情報 

市本部は、 のオに定める情報により被害の規模を推定した後、更に次の調査を行い、的

確な応急対策の実施を図るものとする。 
１ 被害状況 
２ 避難勧告、指示又は警戒区域の設定状況 
３ 避難所の設備状況 
４ 避難生活の状況 
５ 食料、飲料水、生活必需物資等の供給状況 
６ 電気、水道、下水道、電話、都市ガス等ライフラインの復旧状況 
７ 医療機関の開設状況 
８ 救護所の設置及び活動状況 
９ 傷病者の受け入れ状況 
１０ 道路及び交通機関の復旧状況 

  被害調査の報告及び追加措置 
 のオ及び により収集された情報は、調査項目ごとに担当課が取りまとめ、県に報告を

行う。 
なお、被害調査員のみでは調査が不足の場合又は更に詳細な調査が必要な場合は、各部に

より調査班を編成し、一般対策編第３章第４節第２項「災害情報の収集・伝達計画」に定め

る区分により被害調査を行う。 
 
５ 通信ボランティアの活用 

大規模な災害発生時で情報収集要員が不足した場合には、アマチュア無線家といった通信ボ

ランティアの協力を得ることとし、平常時からその体制を整備する。 
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第２項 災害通信計画 

 
関係機関 各部共通 

 
一般対策編第３章第４節第３項「災害通信計画」を準用する。 
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第３項 災害広報計画 

 
関係機関 企画部     総務部 

概要 

■住民への広報 

●広報の方法 

市は、県と連携した新聞、テレビ、ラジオ等の報道機関への広報の要請の

ほか、多様な広報手段を活用し住民への広報を行うものとする。 

●広報の内容 

地震発生直後は、被災者等の適切な判断と行動を助け、安全を確保するた

めの広報を迅速に行う。以後、時間の経過により変わる被災者や要配慮者の

ニーズを十分把握し、被災者等に役立つ正確かつきめ細やかな情報を適切に

提供する。 

■報道機関への情報提供及び報道の要請 

  県及び防災関係機関と連携し、情報を一元的に報道機関へ提供するとともに

報道要請を行うものとする。 

■デマ等の発生防止対策 

  県及び防災関係機関と連携し、デマ等の発生を防止するため、報道機関の協

力も得て、正確な情報を迅速に提供するとともに、デマ等の事実をキャッチし

たときは、その解消のため適切な措置を行うものとする。 

■住民の安否情報 

  市は、被災者の安否について住民等から照会があったときは、被災者等の権

利利益を不当に侵害することのないよう配慮しつつ、消防、救助等人命に関わ

るような災害発生直後の緊急性の高い応急処置に支障を及ぼさない範囲で、可

能な限り安否情報を回答するよう努めるものとする。 

■総合的な情報提供・相談窓口の整備 

  各班の情報提供、相談事業との連携により、効果的な情報の提供や相談に応

ずるため、情報提供、相談窓口を設置する。この窓口は、各部（班）から派遣

された要員で構成し、資料の収集、データの更新等を行いながら運営する。 

■被災者等への広報の配慮 

文字放送、外国語放送等のさまざまな広報手段を活用し、要配慮者の多様な

ニーズに配慮したわかりやすい情報伝達に努めるものとする。また、在宅での

避難者、応急仮設住宅として供与される賃貸住宅への避難者、所在を把握でき

る広域避難者に配慮した広報を行うものとする。 

 

１ 計画の方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(地)39 

２ 住民への広報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(地)39 

３ 報道機関への情報提供及び報道の要請・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(地)40 

４ デマ等の発生防止対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(地)40 

５ 住民の安否情報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(地)40 

６ 総合的な情報提供・相談窓口の整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(地)41 

７ 被災者等への広報の配慮・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(地)41 

 

 
 
一般対策編 第３章第４節第４項「災害広報計画」・・・・・・・・・・・・・・・(一)174 
 

 

関連項目 
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１ 計画の方針 

市及び防災関係機関は、震災時において住民の安全の確保、民心の安定及び迅速かつ円滑な

災害応急対策を実施するため、被災者へのきめ細やかな情報の提供に心掛けるとともに、デマ

等の発生防止対策を講じ、被災者のおかれている生活環境及び居住環境等が多様であることに

かんがみ、情報を提供する際に活用する媒体に配慮して、それぞれの所管業務について被災者

等への広報活動を行うものとする。また、情報の混乱を避けるため、関係機関相互の情報の共

有及び情報提供窓口の一元化を図る。 
なお、この計画に定めない事項については、一般対策編第３章第４節第４項「災害広報計

画」の定めるところによる。 
 
２ 住民への広報 

  広報の方法 

市は、県と連携した新聞、テレビ、ラジオ等の報道機関への広報の要請のほか、L アラート
（災害情報共有システム）等、次のようなあらゆる広報手段をすべて活用し住民への広報を行

うものとする。 
伝 達 手 段 種 別 特     色 

広報車 ○被 ○生  発災直後から様々な情報の伝達、注意の喚起に利用 
防災行政無線 ○被 ○生  同上 
メール配信 ○被 ○生  同上 
掲示板 ○生 ○安  各避難所や地域の拠点に設置。被災者同士の情報交換にも有効 
情報紙 ○生 ○安  各避難所に配布。最も重要かつ確実な情報提供手段のひとつ 
インターネット ○被 ○生 市ホームページやヤフーを通じた効果的な情報提供が可能 
FM放送 ○被○生○安  庁舎スタジオから情報提供が可能 
テレビ ○被  避難情報等をデータ放送を用いて伝達 
 ○被 被害状況   ○生 生活情報   ○安 安否情報 
  広報の内容 

地震発生直後は、被災者等の適切な判断と行動を助け、安全を確保するための広報を迅速

に行う。以後、時間の経過により変わる被災者や要配慮者（高齢者、障がい者、外国人等）

のニーズを十分把握し、被災者等に役立つ正確かつきめ細やかな情報を適切に提供、広報に

努めるものとする。 
また、情報の混乱を避けるため、関係機関との十分な連携を保つものとする。 

  ＜広報事項＞ 
  ア 地震災害の状況に関すること。 
  イ 避難に関すること。 
   ・市が発令した避難勧告等、避難場所又は指示の内容 
   ・住民がとるべき行動 
  ウ 応急対策活動の状況に関すること。 
   ・交通規制及び道路情報に関すること。 
   ・水道、電気、ガスの供給状況及び復旧予定 

    ・鉄道、路線バス等交通機関の運行状況及び復旧予定 
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    ・電話の使用制限及び復旧予定 
    ・災害用伝言ダイヤル「１７１」の開設周知 

・災害用伝言板の利用等の周知 
    ・金融機関の非常金融措置及び業務運営予定 
    ・救護所の開設状況、その他の医療情報 
   エ その他住民生活に関すること（二次災害防止情報を含む。）。  
    ・被災者の安否情報 
    ・飲料水、食料、生活必需品等の供給に関すること。 
    ・水道、電気、ガスの二次災害防止に関すること。 
    ・下水道の使用に関すること。 
    ・防疫に関すること。 
    ・臨時災害相談所の開設に関すること。 
    ・流言飛語の防止に関すること。 

・被災者生活支援に関する情報 
 

３ 報道機関への情報提供及び報道の要請 

  市は、県及び防災関係機関と連携し、情報を一元的に報道機関に提供し、必要に応じて報道

要請するものとする。 
  提供する情報 
ア 地震被害の状況（一般対策編第３章第４節第４項６により発表した情報を含む。） 

  イ 余震の状況、二次災害の危険性に関する情報 
  ウ 救助活動に関する情報 
  エ 被災者の安否確認に関する情報 
  オ その他関係情報 
  情報提供、報道要請にあたっての留意事項 

  ア 提供する情報の種類、収集方法、発表様式等をあらかじめ定める。 
  イ 報道機関からの照会に対応する体制整備 
  ウ 情報の錯綜の防止（県、防災関係機関との連絡調整） 
 
４ デマ等の発生防止対策 

  県及び防災関係機関と連携し、デマ等の発生を防止するため、報道機関の協力も得て、正確

な情報を迅速に提供するとともに、デマ等の事実を発見したときは、その解消のため適切な措

置を行うものとする。 
 
５ 住民の安否情報 

  市は、被災者の安否について住民等から照会があったときは、被災者等の権利利益を不当に

侵害することのないよう配慮しつつ、消防、救助等人命に関わるような災害発生直後の緊急性

の高い重要業務の実施に支障を及ぼさない範囲で、可能な限り安否情報を提供するよう努める

ものとする。この場合において、市は、安否情報の適切な提供のために必要と認めるときは、

県、消防機関、県警察機関等と協力して、被災者に関する情報の収集に努めることとする。な
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お、被災者等の権利、利益を不当に侵害するおそれがある場合に配慮し、当該照会が不当な目

的によるものと認めるとき、又は照会に対する回答により知り得た事項が不当な目的に使用さ

れるおそれがあると認められるときには、安否情報の提供を行うことはできない。 
また、被災者の中に、配偶者からの暴力等を受け加害者から追跡されて危害を受ける恐れが

ある者等が含まれている場合は、その加害者等に居所が知られることのないよう当該被災者の

個人情報の管理を徹底するよう努めるものとする。 
  災害用伝言ダイヤル「１７１」 
  西日本電信電話株式会社は、災害用伝言ダイヤル「１７１」を開設し、電話の輻輳緩和対

策をとるので、住民間の安否確認、所在確認は、これを利用するものとする。 
  災害用伝言板（NTTドコモ、ソフトバンク、au） 

災害時において音声発信が集中することでつながりにくくなった場合に、携帯電話等を利

用して、各携帯電話キャリアごとに自分の安否情報を登録できるサービスである。それぞれ

の携帯電話のポータルサイトの中に登録された安否情報は、インターネットなどで災害発生

地域外から情報を確認することができる 
 
６ 総合的な情報提供・相談窓口の整備 

  各班の情報提供、相談事業との連携により、効果的な情報の提供や相談に応ずるため、情報

提供、相談窓口を設置する。 
  この窓口は、各部（班）から派遣された要員で構成し、資料の収集、データの更新等を行い

ながら運営する。 
 
７ 被災者等への広報の配慮 

文字放送、外国語放送等のさまざまな広報手段を活用し、要配慮者の多様なニーズに配慮し

たわかりやすい情報伝達に努めるものとする。 

また、在宅での避難者、応急仮設住宅として供与される賃貸住宅への避難者、所在を把握で

きる広域避難者に配慮した広報を行うものとする。 
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第４節 緊急活動              

第１項 避難計画 
 
関係機関 各部共通 

 
一般対策編第３章第６節第２項「避難計画」を準用する。 

 
 

第２項 消防対策計画 
 

関係機関 企画部  消防部 

 
一般対策編第３章第５節第３項「消防計画」を準用する。 
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第３項 水防対策計画 
 
関係機関 各部共通 

概要 

■地震発生直後の状況の想定及び備え 

大規模な地震が発生した場合には、液状化現象等により堤防が損壊され大洪

水が発生する可能性があるが、悪天候により河川が増水している場合について

は、堤防の損壊が即水害を招く恐れがあるので、避難を行う必要があると考え

られる。 

■災害時の水防情報の収集 

●河川管理施設等の被害状況の把握 

   河川管理者等は、地震による施設被害の状況を速やかに把握するととも

に、他の管理者や関係機関との連絡を密にし、状況の把握に努めるものとす

る。 

   市長は、河川管理者やその他の管理者との連絡を密にし、その区域におけ

る水害発生の際の情報収集に努めるものとする。 

●気象状況の把握 

   河川管理者等は、地震災害発生後の気象状況に留意し、施設被害の生じた

ことによる浸水被害や降雨災害の発生の恐れ、また、洪水の発生等の可能性

などに注意するものとする。 

■水防活動 

●水防体制 

   地震発生後、更に洪水が予想される等、水害が予想される場合、市長は水

防体制を取るものとする。 

●水防計画 

   水防活動に関する計画は、「岐阜県水防計画」、「岐阜県地域防災計画」、「瑞

穂市水防計画」及び本計画の定めるところによる。 

■応援要請 

●市長は、他の水防管理者と相互に協力するとともに、水防上必要のあるとき

は他の水防管理者の応援を要請するものとする。 

●要請を受けた水防管理者は、自らの区域における水防活動に支障のある場合

を除いて、要請に従い、できる範囲で応援をするものとする。 

１ 地震発生直後の状況の想定及び備え・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(地)44 

２ 災害時の水防情報の収集・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(地)44 

３ 水防活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(地)44 

４ 応援要請・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(地)44 

 
 

 瑞穂市水防計画 

 

関連項目 
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大規模な地震が発生し、地震による外力や地盤の液状化により堤防の崩壊、決壊等が生じ、浸

水の恐れがある場合又は浸水による被害に対し、水防上必要な警戒活動、広報活動、応急措置を

適切に実施し、氾濫水による被害の拡大防止に努める。 
 

１ 地震発生直後の状況の想定及び備え 

大規模な地震が発生した場合には、液状化現象等により堤防が損壊され大洪水が発生する可

能性があるが、特に悪天候により河川が増水している場合については、堤防の損壊が即水害を

招く恐れがあるので、場合によっては、避難を行う必要があると考えられる。 
このような想定をあらかじめ行った上で、その認識や対処の必要性についての周知や、備え

を行うように努めるものとする。 
 
２ 災害時の水防情報の収集 

  河川管理施設等の被害状況の把握 
   河川管理者等は、地震による施設被害の状況を速やかに把握するとともに、他の管理者や

関係機関との連絡を密にし、状況の把握に努めるものとする。 
   市長は、河川管理者やその他の管理者との連絡を密にし、その区域における水害発生の際

の情報収集に努めるものとする。 
  気象状況の把握 

   河川管理者等は、地震災害発生後の気象状況に留意し、施設被害の生じたことによる浸水

被害や降雨災害の発生の恐れ、また、洪水の発生等の可能性などに注意するものとする。 
 
３ 水防活動 

  水防体制 
   地震発生後、更に洪水が予想される等、水害が予想される場合、市長は水防体制を取るも

のとする。 
  水防計画 

   水防活動に関する計画は、「岐阜県水防計画」、「岐阜県地域防災計画」、「瑞穂市水防計

画」及び本計画の定めるところによる。 
 
４ 応援要請 

  市長は、他の水防管理者と相互に協力するとともに、水防上必要のあるときは他の水防管

理者の応援を要請するものとする。 
  要請を受けた水防管理者は、自らの区域における水防活動に支障のある場合を除いて、要

請に従い、できる範囲で応援をするものとする。 
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第４項 道路交通対策 
 
関係機関 各部共通 

 
一般対策編第３章第３節第１項「道路交通対策」を準用する。 

 
 

第５項 輸送計画 
 

関係機関 各部共通 

 
一般対策編第３章第３節第２項「輸送計画」を準用する。 

 
 

第６項 地震災害等医療救護計画 

 
関係機関 企画部    健康福祉部 

 

一般対策編第３章第６節第７項「災害等医療救護計画」を準用する。 

 
 

第７項 被災者救出計画 
 
関係機関 企画部     消防部     北方警察署 

 
一般対策編第３章第６節第９項「被災者救出計画」を準用する。 

 
 

第８項 ライフライン施設の応急対策 

 
関係機関 各部共通 

 
一般対策編第３章第９節「ライフライン施設の応急対策」を準用する。 
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第５節 公共施設の応急対策           
関係機関 各部共通 

 
  一般対策編第３章第８節「公共的施設の応急対策」を準用する。 
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第６節 民生安定活動              

第１項 災害救助法の適用 
 
関係機関 各部共通 

 
一般対策編第３章第６節第１項の「応急救助の手引き等」を準用する。 
 
 

第２項 給水計画 
 
関係機関 健康福祉部    環境水道部   消防部 

 
一般対策編第３章第６節第４項の「給水計画」を準用する。 
 
 

第３項 食料供給計画 

 
関係機関 企画部   健康福祉部   都市整備部   給食センター 

 
一般対策編第３章第６節第３項「食料供給計画」を準用する。 

 

 

第４項 生活必需物資供給計画 

 
関係機関 健康福祉部  都市整備部 

 
一般対策編第３章第６節第５項「生活必需物資供給計画」を準用する。 
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第５項 建築物・宅地の危険度判定 

 
関係機関 都市整備部 

概要 

■判定実施本部の設置 

 建築物及び被災状況に基づき危険度判定を要すると判断した場合、判定実施

本部を設置する。 

■被災建築物応急危険度判定士及び被災宅地危険度判定士の要請 

 都市整備部の職員のみでは実施が困難な場合は、県へ被災建築物応急危険度

判定士及び被災宅地危険度判定士の派遣要請を行う。 

■判定作業の準備 

判定がスムースに行えるよう判定作業実施当日までに、判定士受入名簿や割

り当て地図などを準備する。 

■判定作業の広報 

危険度判定作業の実施について、防災行政無線や広報車等により、被災者へ

広報し周知する。 

■判定結果の表示 

危険度の判定結果を次のとおり表示する。 

実施者 被災建築物応急危険度判定士 被災宅地危険度判定士 
対象 建築物 宅地 
表示場所 建築物の入口もしくは外壁の見や

すい場所 
見やすい場所 

表示内容 緑：調査済 
黄：要注意 
赤：危険 

大：立ち入り禁止 
中：立ち入り制限 
小：当面問題なし 

■判定を受けた宅地の所有者に対する協力依頼 

必要に応じて適切な措置を講ずるよう協力依頼あるいは宅地造成等規制法に

基づく勧告等の法手続きを行う。特に緊急を要する場合は、避難勧告、応急措

置等を行う。 

■判定結果の集計、報告 

 被災建築物応急危険度判定士及び被災宅地危険度判定士は、判定終了後、当

日の判定結果を判定実施本部に報告する。 

 

１ 計画の方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(地)49 

２ 制度の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(地)49 

３ 物資の集積場所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(地)49 

 

 



【地震対策編】第３章 地震災害応急対策  第６節 民生安定活動 

(地)49 

１ 計画の方針 

余震等による二次災害の防止と住民の安全確保を図るため、被災した建築物及び宅地の危険

度判定を実施する。 
 
２ 制度の概要 

「全国被災建築物応急危険度判定協議会」及び「被災宅地危険度判定連絡協議会」が定める判

定要綱及び判定業務マニュアルに基づき、「被災建築物応急危険度判定士」及び「被災宅地危

険度判定士」が被災した建築物及び宅地の被害状況を調査し、余震等による二次被害に対する

危険度の判定・表示等を行い住民へ情報提供する。 

 

３ 危険度判定の実施 

  判定実施本部の設置 
建築物及び宅地の被災状況に基づき危険度判定を要すると判断した場合又は宅地が大規模

かつ広範囲に被災し危険度判定を要すると判断した場合、判定実施本部を設置し、判定活動

に必要な措置を講じるものとする。 
  判定実施本部長 

判定実施本部長は、都市整備部長とし、都市整備部長に事故等がある場合は、都市開発課

長又は都市管理課長が職務を代行する。 
  被災建築物応急危険度判定士及び被災宅地危険度判定士の要請 

判定実施本部は、都市整備部の職員のみでは実施が困難な場合は、県へ被災建築物応急危

険度判定士及び被災宅地危険度判定士の派遣要請を行うものとする。 
  判定作業の準備 

都市整備部は、判定がスムースに行えるよう判定作業実施当日までに以下を準備する。 
ア 判定マップと判定街区の割り当て 
イ 判定士の受入れ名簿と判定チーム編成 
ウ 判定実施マニュアル、判定調査票、判定標識、判定備品 
エ 判定建物の範囲(規模・用途)・・・建築物の危険度判定 
オ 擁壁、宅盤、切土、盛土、のり面、自然斜面、排水施設等位置図・・・宅地の危険度

判定 
  判定作業の広報 

危険度判定作業の実施について、防災行政無線や広報車等により、被災者へ広報し周知す

るものとする。 
  判定結果の表示 

被災建築物応急危険度判定士及び被災宅地危険度判定士は、危険度の判定結果を次のとお

り、被災者に分かりやすい位置に表示する。 
実施者 被災建築物応急危険度判定士 被災宅地危険度判定士 
対象 建築物 宅地 
表示場所 建築物の入口もしくは外壁の見やす

い位置 
見やすい位置 

表示内容 緑：調査済 
黄：要注意 
赤：危険 

大：立ち入り禁止 
中：立ち入り制限 
小：当面問題なし 
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  判定を受けた宅地の所有者に対する協力依頼 

判定を受けた宅地の所有者に対して、必要に応じて適切な措置を講ずるよう協力依頼ある

いは宅地造成等規制法に基づく勧告等の法手続きを行うものとする。特に緊急を要する場合

は、避難勧告、応急措置等を行うものとする。 
  判定結果の集計、報告 

被災建築物応急危険度判定士及び被災宅地危険度判定士は、判定終了後、当日の判定結果

を判定実施本部に報告するものとする。 
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第６項 遺体の捜索・取り扱い及び埋葬計画 
 

関係機関 企画部  市民部  健康福祉部  消防部  北方警察署 

 
一般対策編第３章第６節第１１項の「遺体の捜索・取り扱い及び埋葬計画」を準用する。 

 
 

第７項 防疫対策 
 
関係機関 企画部  市民部  健康福祉部  消防部  北方警察署 

 
一般対策編第３章第６節第１２項の「防疫計画」を準用する。 
 
 

第８項 清掃計画 
 
関係機関 もとす広域連合衛生施設  西濃環境整備組合  環境水道部 

 
一般対策編第３章第６節第１３項の「清掃計画」を準用する。 
 

第９項 保健活動、精神保健対策 

 
関係機関 健康福祉部 

 
一般対策編第３章第６節第８項の「保健活動、精神保健対策」を準用する。 
 
 

第10項 応急住宅対策 
 
 
関係機関 健康福祉部   都市整備部 

 
一般対策編第３章第６節第６項の「応急住宅対策」を準用する。 
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第11項 災害援護資金等貸与計画 
 
関係機関 健康福祉部 

 
一般対策編第３章第６節第１０項の「災害援護資金等貸与計画」を準用する。 
 
 

第12項 災害援護金品募集配分計画 
 
関係機関 出納部   健康福祉部 

 
一般対策編第３章第６章第１４項の「災害義援金品募集配分計画」を準用する。 
 

第13項 ボランティア対策 

 
関係機関 健康福祉部  市社会福祉協議会 

 
一般対策編第３章第２節第５項の「ボランティア活動支援計画」を準用する。 
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第７節 文教災害対策              
 
関係機関 教育部 

 
一般対策編第３章第１０節の「文教災害対策」を準用する。 
 
 
 



【地震対策編】第３章 地震災害応急対策  第７章 応急教育対策計画 

(地)54 

第８節 産業応急対策計画            
 
関係機関 都市整備部 

 
一般対策編第３章第７節の「産業応急対策計画」を準用する。 
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第９節 愛玩動物等の救護            
 
関係機関 環境水道部 

 
一般対策編第３章第１２節の「愛玩動物等の救護」を準用する。 
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第４章 地震災害復旧計画 
復旧に関する対策は一般編を準用し、県計画地震対策編第６章「地震災害復旧」の定めるとこ

ろによる。 
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第５章 東海地震に関する事前対策 

第１節 総則                  

第１項 計画策定の趣旨 

 
大規模地震対策特別措置法（昭和５３年法律第７３号）が昭和５３年６月１５日に制定され、

同年１２月１４日に施行された。この法律は、地震防災対策強化地域（以下「強化地域」とい

う。）の指定及び強化地域にかかる地震観測体制の強化並びに警戒宣言に伴う地震防災応急対策

の実施等を主な内容としている。 
この法律に基づき、昭和５４年８月７日、「東海地震」（震源＝駿河湾沖、マグニチュード８程

度）が発生した場合、木造建築物等に著しい被害を生ずるおそれのある震度６以上と予想される

地域（６県（神奈川、山梨、長野、岐阜、静岡、愛知）約１７０市町村（当時））が「強化地

域」として指定された。岐阜県では、中津川市が強化地域として指定された。 
この強化地域は、新たな震源域による震度分布等の検討結果を踏まえ、平成１４年４月に見直

しが行われ、８都県２６３市町村に拡大された。（岐阜県については変更なし。） 
市においては、東海地震が発生した場合、震度６弱以上の地震とはならないと予想されたため、

大規模地震対策特別措置法に基づく地震防災強化計画の策定及び地震防災応急対策の実施等は義

務付けられていないが、市が震度５強以下の地震であっても、市地域内において、局地的に被害

が発生することが予想されるとともに、警戒宣言が発せられた際の社会的混乱の発生も懸念され

るところである。 
このため、市は東海地震の発生に伴う災害の防止又は軽減をあらかじめ図るために実施する措

置について定めるものとし、警戒宣言発表前において、東海地震注意情報（以下「注意情報」と

いう。）に基づき政府が準備行動等を行う旨の意思決定を行った場合、警戒宣言時対策の円滑な

実施のため、時間を要する準備行動で、警戒宣言発表前から準備をしておくことが望ましい対策

（以下「警戒宣言発表前からの準備的行動」という。）を併せて実施するものとする。 
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第２項 基本的な考え方 

 
本計画は、次の考えを基本に策定したものである。 
１ 警戒宣言が発せられた場合においても、市の機能は極力平常どおり確保することを基本に

しながら、 
  警戒宣言、地震予知情報等の発表に伴う社会的混乱の発生を防止するための対応措置 
  東海地震による被害を最小限に食い止めるための防災措置をとることにより、住民   

の生命、身体及び財産の安全を確保する 
ことを目的とした。 
２ 原則として、注意情報及び警戒宣言が発せられたときから、地震が発生又は警戒解除宣言

が発せられるまでの間においても混乱が発生することが予想されることから、この間におけ

る混乱防止のため必要な対策も盛り込んだものである。 
３ 東海地震にかかる予防対策及び応急対策は、本編第２章及び第３章で対処する。 
４ 本計画の策定にあたっては、次の事項に留意したが、今後、本計画の実施にあたり、十分

配慮するものとする。 
  警戒宣言が発せられた日又は翌日以降の対応措置は、特に区分しないことを原則として、

学校対策等区分が必要な対策については、個別に対応をとるものとする。 
  警戒宣言が発せられた時点から地震発生の可能性があることから、対策の優先度を配慮

する。 
  市、防災関係機関及び近隣市町村等と関連を有する対策については、事前に調整を図る

ものとする。 
５ その他、本章における市の各対策の担当班等については、特別に記述をしない限り、原

則として一般対策編第１章第５節「災害対策本部の組織」中の災害対策本部の事務分掌に

よるものとする。 
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第２節 東海地震注意情報発表時及び警戒宣言発表時の対策  

第１項 地震災害警戒本部の設置 

 
関係機関 各部共通 

概要 

■市の地震災害警戒組織 

  市は東海地震情報に基づき、次の体制を取るものとする。  

●注意情報発表時 

警戒宣言発表前の準備的行動が実施できる体制を取る。  

●警戒宣言発表時 

その地域にかかる警戒宣言発表時対策を実施するため、災対法第２３条の２の

規定に基づき、市災害対策本部を設置する。 

●警戒解除宣言発表時 

   警戒解除宣言が発表された場合、市災害対策本部を廃止する。 

■防災関係機関の災害対策組織 

●注意情報発表時 

指定地方行政機関、指定公共機関及び指定地方公共機関の長は、警戒宣言発表

前からの準備的行動が実施できる体制をとる。 

●警戒宣言発表時 

その所管にかかる警戒宣言発表時対策を行うため、あらかじめ定められた災害

対策組織を設置する。 

●警戒解除宣言発表時 

   警戒解除宣言が発表された場合、災害対策組織を廃止する。 

■防災上重要な施設の管理者 

●注意情報発表時 

百貨店、店舗、病院、社会福祉施設、学校、危険物取扱事業所及び工事現場

等、防災上重要な施設の管理者は、実情に応じた準備活動を実施する。 

●警戒宣言発表時 

人命の安全確保、火災、爆発等の防止措置をとるため、それぞれの応急計画等

に基づき、組織的に防災活動を実施する。 

■地域住民の自主防災組織 

●注意情報発表時 

地域住民の自主防災組織は、注意情報発表の地域住民への周知や警戒宣言発表

前から準備が必要な活動を実施する。 

●警戒宣言発表時 

地域住民の自主防災組織は、組織的に情報の伝達、避難の実施等を行い、防災

関係機関及び防災上重要な施設の管理者の実施する警戒宣言発表時の対策が、迅

速かつ的確に推進できるよう協力し、一体的に行動するものとする。 

１ 市の地震災害警戒組織・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・(地)60 

２ 防災関係機関の災害対策組織・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・(地)60 

３ 防災上重要な施設の管理者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・(地)61 

４ 地域住民の自主防災組織・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・(地)61 

 
 
 地震対策編 第５章第２節第２項「職員の動員体制」・・・・・・・・・・・・・(地)59 

 

関連項目 
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警戒宣言が発せられた場合、警戒宣言発表時対策を実施するための体制を強化する。また、

警戒宣言発表前の注意情報発表時においても、準備的行動を実施するための体制を取ることとす

る。 
 
１ 市の地震災害警戒組織 

 本計画に定める活動を実施するため、市は東海地震情報に基づき、次の体制を取るものとす

る。  
  注意情報発表時 

市は、注意情報が発表された場合、警戒宣言発表前の準備的行動が実施できる体制を取る。  
  警戒宣言発表時 

警戒宣言が発表された場合、その地域にかかる警戒宣言発表時対策を実施するため、災対

法第２３条の２の規定に基づき、市災害対策本部を設置する。 
  警戒解除宣言発表時 
  警戒解除宣言が発表された場合、市災害対策本部を廃止する。 

体制 基準 動員内容 動員人員 
準備体制 ・気象庁より東海地震

に関連する調査情報

（臨時）が発せられ

たとき。 

・情報収集及び連絡活

動を主とし、状況に

より他の職員を動員

できる体制をとる。 

・市民協働安全課職員 
（防災担当等） 

 

警戒体制 ・気象庁より東海地震
注意情報が発せられ

たとき。 

・警戒活動に当たり、

事態の推移に伴い、

速やかに災害対策本

部を設置できる体制

をとる。 
・市長が必要と認めれ

ば災害対策本部を設

置する。 

・市民協働安全課職員 
・各部課長以上の職員 
・その他指名された職

員 
・災害対策本部を設置

する場合は、全職員 

非常体制 ・気象庁より警戒宣言
が発せられたとき。 

・災害が発生し、又は

市内の広域に大規模

な災害の発生が予想

され、市内全域に応

急対策を実施する体

制をとる。 
・災害対策本部を設置

する。 

・全職員があらかじめ

指定された場所に参

集する。 

２ 防災関係機関の災害対策組織 

  注意情報発表時 
指定地方行政機関、指定公共機関及び指定地方公共機関の長は、注意情報が発表された場

合、警戒宣言発表前からの準備的行動が実施できる体制をとる。 
  警戒宣言発表時 
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警戒宣言が発表された場合、その所管にかかる警戒宣言発表時対策を行うため、あらかじ

め定められた災害対策組織を設置する。 
  警戒解除宣言発表時 

   警戒解除宣言が発表された場合、災害対策組織を廃止する。 
 
３ 防災上重要な施設の管理者 

  注意情報発表時 
百貨店、店舗、病院、社会福祉施設、学校、危険物取扱事業所及び工事現場等、防災上重

要な施設の管理者は、注意情報の発表の報道に接した場合、実情に応じた準備活動を実施す

る。 
  警戒宣言発表時 

警戒宣言が発表された場合、人命の安全確保、火災、爆発等の防止措置を取るため、それ

ぞれの応急計画等に基づき、組織的に防災活動を実施する。 
 
４ 地域住民の自主防災組織 

  注意情報発表時 
地域住民の自主防災組織は、注意情報が発表された場合、注意情報発表の地域住民への周

知や警戒宣言発表前から準備が必要な活動を実施する。 
  警戒宣言発表時 

地域住民の自主防災組織は、警戒宣言が発表された場合、組織的に情報の伝達、避難の実

施、消火の準備等を行い、防災関係機関及び防災上重要な施設の管理者の実施する警戒宣言

発表時の対策が、迅速かつ的確に推進できるよう協力し、一体的に行動するものとする。
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第２項 職員の動員体制 

 
関係機関 各部共通 

概要 

■注意情報発表時 

勤務時間内においては、それぞれの職場で勤務中の職員を配備するものとす

るが、勤務時間外においては、本節第１項「地震災害警戒本部の設置」で定め

る警戒体制を取るものとし、一般対策編第３章第１節第２項「職員動員計画」

に定める情報伝達経路により、非常体制につく者に対して登庁準備を指示する

ものとする。 

  なお、あらかじめ警戒体制要員に指定された者は、注意情報発表の報道に接

した場合は、登庁の指示を待つことなく自主的に登庁するものとする。 

■警戒宣言時 

勤務時間内においては、それぞれの職場で勤務中の職員を配備するものとす

るが、勤務時間外においては、全職員がラジオ、テレビの報道に注意し、警戒

宣言の発表の報道に接した場合、直ちにあらかじめ指定された場所に自主参集

するものとする。 

 

１ 注意情報発表時・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(地)63 

２ 警戒宣言時・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(地)63 

  

 
 
一般対策編 第３章第１節第２項「職員動員計画」・・・・・・・・・・・・・・・(一)97 
地震対策編 第５章第２節第１項「地震災害警戒本部の設置」・・・・・・・・・・(地)59 

 
 

関連項目 
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 警戒宣言が発表されてから大規模な地震が発生するまでは、注意情報の発表された場合を含め

ても比較的短時間と考えられ、この間に東海地震の予知にかかる事前対策及び応急対策を迅速か

つ的確に実施する上で必要な要員の動員が不可欠なものであり、市は次のとおり職員の動員体制

を定めておくものとする。 
 
１ 注意情報発表時 

注意情報発表の通知を受けた場合、勤務時間内においては、それぞれの職場で勤務中の職員

を配備するものとするが、勤務時間外においては、本章第１項「地震災害警戒本部の設置等」

で定める警戒体制をとるものとし、一般対策編第３章第１節第２項「職員動員計画」に定める

情報伝達経路により、非常体制につく者に対して登庁準備を指示するものとする。 
  なお、あらかじめ警戒体制要員に指定された者は、注意情報発表の報道に接した場合は、登

庁の指示を待つことなく自主的に登庁するものとする。 
 
   勤務時間内     それぞれの職場で勤務中の配備職員を配置 
 
   勤務時間外   登庁の指示     警戒体制時配備要員登庁 
 
           注意情報発表の報道     警戒体制時配備要員自主登庁 

（テレビ、ラジオの報道に注意） 
           登庁準備の指示     非常体制時配備要員（全職員）登庁準備 
 
２ 警戒宣言時 

警戒宣言が発表された場合、勤務時間内においては、それぞれの職場で勤務中の職員を配備

するものとするが、勤務時間外においては、全職員がラジオ、テレビの報道に注意し、警戒宣

言の発表の報道に接した場合、直ちにあらかじめ指定された場所に自主参集するものとする。 
 

   勤務時間内   それぞれの職場で勤務中の配備職員を配置 
 
     勤務時間外   警戒宣言発表の報道   全職員が指定の場所に参集 

（ラジオ、テレビの報道に注意）
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第３項 防災関係機関等協力体制 

 
関係機関 企画部   総務部 

概要 

■相互連携及び応援 

市、防災関係機関等は、警戒宣言発表時の対策を実施する上で他の機関の応

援を求める必要が生じた場合は、直接災害応援協定を締結している他機関に対

し、又は県警戒本部等に対し、応援の要請又は斡旋を依頼し協力を得るものと

する。 

■警戒宣言前からの準備的行動 

市は、広域的な応援部隊の派遣及び受援準備を行うとともに、県、災害時応

援協定等を締結している市町村等や、隣接市町等の体制を確認するものとす

る。 

 

１ 相互連携及び応援・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(地)65 

２ 警戒宣言前からの準備的行動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(地)65 
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１ 相互連携及び応援 

市、防災関係機関等は、警戒宣言発表時の対策を実施する上で他の機関の応援を求める必要

が生じた場合は、直接災害応援協定を締結している他機関に対し、又は県警戒本部等に対し、

応援の要請又は斡旋を依頼し協力を得るものとする。 
  
２ 警戒宣言前からの準備的行動 

市は、広域的な応援部隊の派遣及び受援準備を行うとともに、県、災害時応援協定等を締結

している市町村等や、隣接市町等の体制を確認するものとする。 
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第４項 警戒宣言・地震予知情報等の伝達 

 
関係機関 企画部   総務部 

概要 

東海地震の予知にかかる対策を迅速かつ的確に実施するため、市は、正確かつ

迅速な東海地震に関連する情報等の伝達及び住民等に対する緊急広報を実施し、

また、防災活動状況の総合的把握を行い、情報の収集及び伝達に万全を期するも

のとする。 

■伝達する情報 

「東海地震に関連する調査情報（臨時、定例）」、「東海地震注意情報」、「東海

地震予知情報」、及び「警戒宣言発令」 

■伝達主体 

東海地震に関連する情報等が発表された場合、その内容をサイレン、広報

車、同報無線、テレビ、ラジオ等あらゆる手段により住民等に伝達する。 

■広報対策 

  市、防災関係機関等は、東海地震に関連する情報等が発表された場合、周知

不徹底あるいは突然の発表等に伴う社会的混乱を防止し、民心の安定を図るた

め、迅速、的確な広報を実施する。 

●警戒宣言時の広報 

市、防災関係機関等は、住民等に密接に関係する事項及び混乱の発生を防

止するための事項に重点をおいて、住民等が正確に理解できる平易な表現を

用い、反復継続して広報する。 

●警戒宣言前からの準備的行動 

   広報対策は、注意情報発表時点から実施することとし、併せて注意情報の

意味や今後の推移、住民、事業所については、不要不急の旅行、出張等を自

粛すべきことを広報する。 

 

１ 伝達する情報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(地)67 

２ 伝達主体・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(地)67 

３ 伝達経路・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(地)67 

４ 広報対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(地)67 

５ 防災活動状況等の報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(地)69 

 

 
 
 一般対策編第３章第４節第２項「災害情報の収集・伝達計画」・・・・・・・・・(一)147 

 

関連項目 
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東海地震の予知にかかる対策を迅速かつ的確に実施するため、市は、正確かつ迅速な東海地震

に関連する情報等の伝達及び住民等に対する緊急広報を実施し、また、防災活動状況の総合的把

握を行い、情報の収集及び伝達に万全を期するものとする。 
 
１ 伝達する情報 

「東海地震に関連する調査情報（臨時、定例）」、「東海地震注意情報」、「東海地震予知情

報」、及び「警戒宣言発令」（以下「東海地震に関連する情報等」という。） 
 
２ 伝達主体 

   県は東海地震に関連する情報等を市町村、関係機関に伝達する。 
   市は、東海地震に関連する情報等が発表された場合、その内容をサイレン、広報車、同報
無線、テレビ、ラジオ等、あらゆる手段により住民等に伝達する。 

   この場合、東海地震に関連する情報等の意味及び住民等がとるべき行動を合わせて示す。 
   市、防災関係機関、鉄道や百貨店等関係事業者は、東海地震に関連する情報等の内容を、
観光客、買い物客、通勤・通学者、窓口来庁者、外国人、障がい者等に伝達する。 

 
３ 伝達経路 

   勤務時間内の東海地震に関連する情報等の伝達経路は、次のとおりとする。 
            （高速 FAX）     （県防災無線一斉 FAX）  （市防災行政無線等） 

   気象庁   消防庁    県（危機管理課）     瑞穂市          住民等 
  

     岐阜地方気象台    （庁内放送・FAX・電話等）  防災上重要な施設 
               （県防災行政無線）  

       （全国瞬時警報システム）                配備要員 
 
   勤務時間外、休日における地震予知情報等の伝達は、次のとおりとする。 

                            （高速 FAX）                     （携帯等） 
   気象庁    消防庁            県（警備員室）     危機管理室職員  
 
        岐阜地方気象台  （県防災行政無線）         各部局連絡員 

                        （県防災行政無線一斉 FAX）    

                           （市防災行政無線等）  

     （全国瞬時警報システム）         瑞穂市      住  民    
        
                                防災上重要な施設 
                         （電話等） 

                                配備要員 
 

４ 広報対策 

  市、防災関係機関等は、東海地震に関連する情報等が発表された場合、地震予知情報等の周
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知不徹底あるいは突然の発表等に伴う社会的混乱を防止し、民心の安定を図るため、迅速、的

確な広報を実施する。 
   警戒宣言時の広報 

市、防災関係機関等は、住民等に密接に関係する事項及び混乱の発生を防止するための事

項に重点をおいて、住民等が正確に理解できる平易な表現を用い、次のような内容を反復継

続して広報する。 
   なお、本市は強化地域には指定されていないが、的確な広報を行い、住民等に冷静かつ適

切な対応を促すように努める。 
ア 広報の内容 

(ア)  東海地震に関連する情報等の意味、今後の推移、予想される県下の地震の震度等の予想 
(イ)  住民はデマに惑わされず、テレビ、ラジオ等の情報に注意し、正しい情報の収集に努
めること。 

(ウ)  住民は、水、食料の備蓄、家族との連絡方法の確認、不要な火の始末、家具の転倒防
止等の措置を行うこと。 

(エ)  自動車による移動を自粛すること。 
(オ)  食料品等の買出し等の外出は自粛すること。 
(ヵ)  電話の使用は自粛すること。 
(キ)  病院、百貨店等不特定多数の人が出入りする施設の管理者は、施設の安全確保措置を
実施すべきこと。 

(ク)  危険物取扱事業所、工事現場等の管理者は、安全確保措置を実施すべきこと。 
 イ 広報の手段（市及び県が行う広報） 

   (ア)  ラジオ、テレビ（文字放送を含む。）等 
   (イ)  インターネット等 
   (ウ)  同報無線及びアマチュア無線 
   (エ)  広報車の巡回等 
   (オ)  報道機関への情報提供 

 (ヵ)  市内の掲示板等 
   (キ)  自主防災組織等、自衛消防組織又は自治会組織等 
    特に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については、必要に応

じて、外国語による表示、冊子又は外国語放送等の様々な広報手段を活用して行う。  
   また、聴覚障がい者に対する情報伝達にも配慮する。 
ウ 問い合わせ窓口 

   市は、住民等の問い合わせに対応できるよう、問い合わせ窓口等の体制を整える。 
エ 報道機関との応援協力関係 

   県、市と報道機関は、東海地震に関連する報道について、あらかじめ報道協定を締結す

ることとしており、そうした協定に基づき、必要な情報提供を行うものとする。 
  警戒宣言前からの準備的行動 

   上記の広報対策は、注意情報発表時点から実施することとし、合わせて注意情報の意味や

今後の推移、住民、事業所については、不要不急の旅行、出張等を自粛すべきことを広報す

る。 
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５ 防災活動状況等の報告 

  報告事項 
東海地震の予知にかかる対策の実施状況について報告すべき事項及び主な内容は、次のと

おりとする。（取りまとめは市民協働安全班とする。） 
項  目 主 な 内 容 担 当 班 

異常な事態の発生 

・発生時刻 
・場所 
・異常な事態の状況 
・応急にとられた措置 
・必要と認める措置 
・異常な事態解消の見込み 

 
 

各     班 
 

消 防 及 び 水 防 ・消防及び水防の職団員の配備状況 消  防  班 

犯 罪 の 予 防 
・警察官配備状況 
・警備実施状況 

（県支部警察班） 

交  通  規  制 

・規制路線 
・規制区間 
・規制開始時刻 
・自動車の運行状況 
・交通規制広報の状況 

（県支部警察班） 

保  健  衛  生 ・医療班出動準備状況 健 康 推 進 班 

防災活動体制の整備 
・市災害対策本部の設置場所及び時刻 
・必要な要員の参集状況 

市民協働安全班 

 
  報告系統 

報告系統は、一般対策編第３章第４節第２項「災害情報の収集・伝達計画」によるものと

する。また、県災害対策本部等からの指示事項等については、報告系統の逆経路で伝達する

ものとする。
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第５項 事前避難対策 

 
関係機関 各部共通 

概要 

■警戒宣言時における事前避難対策 

●事前避難の実施 

   市は状況を判断し、避難の勧告又は指示を行うものとする。 

   避難の勧告、指示の内容 

●収容施設における措置 

●事前避難体制の確立等 

   市は、避難者が円滑かつ迅速に避難行動が取れるように事前避難体制の確

立に努める。 

●避難対象地区以外の住民等の対応 

   避難対象地区外の住民等は、耐震性が確保された自宅での待機等安全な場

所で行動する。ただし、避難が必要な場合は、指定緊急避難場所等付近の安

全な空地へ自主避難するものとする。 

■警戒宣言前からの準備的行動 

  事前避難対策は、警戒宣言前からの準備的行動において、最も重要な対策と

なるため確実に実施されることが必要である。 

●学校等 

   各学校等は、臨時休校措置の検討や、児童・生徒等の保護者への引き渡し

等の安全確保措置を行う。 

●要配慮者 

   各施設管理者は、高齢者、障がい者、病人等要配慮者の必要に応じた事前

避難の措置、検討又は準備を行う。 

●災害時危険地域居住者等 

   市は、災害時危険地域の居住者等の事前避難の措置、検討又は準備を行

う。 

 

１ 警戒宣言時における事前避難対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(地)71 

２ 警戒宣言前からの準備的行動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(地)72 
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本市は強化地域に指定されてはいないが、警戒宣言が発せられた場合、浸水危険地域等の居住

者等（以下「災害時危険地域居住者等」という。）の人命の安全を確保するため、市は、地域住

民の自主防災組織等と連携し、県警察の協力を得て迅速かつ的確な避難対策を実施する。 
 
１ 警戒宣言時における事前避難対策 

  事前避難の実施 
  ア 市は状況を判断し、避難の勧告又は指示を行うものとする。 

県警察は市が避難勧告又は指示を行ういとまがないとき、又は市から要請があったとき

は直ちに避難対象地区の住民等に対して立退きを指示することができる。 
  イ 避難の勧告、指示の内容 

市及び県警察は、避難対象地区、避難先、避難経路、避難勧告又は指示の理由、その他

必要な事項を明示して避難勧告及び指示を実施する。 
  ウ 避難措置の周知等 
    市及び県警察は、避難勧告又は指示を実施したときは、速やかに関係機関に対して避難

勧告又は指示した旨を連絡するとともに、避難対象地区の住民に対してその内容の周知を

図る。 
   (ア)  避難対象地区住民への周知徹底 
     市及び県警察は、避難措置を実施したときは、その内容について避難対象地区住民に

対し、広報媒体等を通じて周知徹底を図る。 
   (イ)  県への報告等 
     市は、避難措置及び避難の状況等について県に報告するとともに、県警察と相互に連

絡を取る。 
  収容施設における措置 
 ア 市は、収容施設の所有者又は管理者の協力を得て、避難者に対し、東海地震に関連する

情報等の伝達、警戒宣言発令時対策実施状況の周知、飲料水、食料、寝具の供与、収容施

設の秩序維持、その他避難生活に必要な措置をとるよう努める。 
 イ 市は、避難者に対し避難生活に必要な生活必需物資等の携行を指示する場合は、その旨

を明示する。 
  事前避難体制の確立等 

   市は、警戒宣言発令時において、避難者が円滑かつ迅速に避難行動が取れるように事前避

難体制の確立に努める。 
 ア 避難に当たっては、警戒宣言の発表から地震の発生までは、比較的短時間であるという

ことを前提に避難体制の確立を図る。 
 イ 市は、避難対象地区を単位にあらかじめ把握した高齢者、障がい者、子供、病人等の要

配慮者の避難について、自治会及び自主防災組織等の協力のもと実施する。 
    また、外国人、出張者及び旅行者等については、関係事業者と連携しつつ、避難誘導等

適切な対応を実施する。 
  ウ 避難対象地区の住民等が避難所等まで避難するための方法については、徒歩によるもの

とする。ただし、徒歩による避難が著しく困難な避難対象地区の住民等については、実情

に応じて必要最小限の車両の活用を地域内で検討するなど、避難行動の実効性を確保する
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よう努める。 
  避難対象地区以外の住民等の対応 
 ア 警戒宣言が発せられた場合、避難対象地区外の住民等は、耐震性が確保された自宅での

待機等安全な場所で行動する。また、このため、あらかじめ自宅の耐震点検等を行い、耐

震性を十分把握しておく。 
   ただし、居住する建物の耐震性あるいは地盤等の状況に応じて避難が必要な場合は、指

定緊急避難場所等付近の安全な空地へ自主避難するものとする。 
 イ 市は、警戒宣言発表時に備えて各自で食料等生活必需品を確保するよう平常時から周知

徹底することとする。また、生活必需品を販売するコンビニエンスストア等小売店舗の営

業の確保に必要な物資輸送のため、車両の確保等必要な措置を講じるものとする。 
 
２ 警戒宣言前からの準備的行動 

事前避難対策は、警戒宣言前からの準備的行動において、最も重要な対策となるため確実に

実施されることが必要である。 
  学校等 
  各学校等は、必要に応じ、臨時休校措置の検討や、児童・生徒等の保護者への引き渡し等

の安全確保措置を行う。 
  要配慮者 
  各施設管理者は、高齢者、障がい者、病人等要配慮者の必要に応じた事前避難の措置、検

討又は準備を行う。 
  災害時危険地域居住者等 

   市は、災害時危険地域の居住者等の事前避難の措置、検討又は準備を行う。 
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第６項 消防・水防対策 

 
関係機関 企画部   消防部   水防部 

概要 

■消防対策 

  消防機関は、警戒宣言が発せられた場合、住民の生命、身体及び財産を保護し、

地震発生後の火災及び混乱の防止等に備えて、必要な措置をとるものとする。 

●地震に関する正確な情報を収集し、必要な機関に伝達する。 

●火災の防除のための警戒をすること及び必要な機関への情報を伝達する。 

●火災発生の防止及び初期消火について住民等へ広報する。 

●自主防災組織等の活動に対して指導する。 

●施設等が実施する東海地震の予知に関する応急対策等に対して指導する。 

●迅速な救急救助のための体制確保 

●その他必要な措置 

■水害予防対策 

水防管理団体は、警戒宣言が発せられた場合、不測の事態に備えて、必要な措置

をとるものとする。 

●地震に関する正確な情報を収集し、必要な機関に伝達する。 

●気象情報を収集し、水害予防のための出水予測や警戒をすること及び必要な機関

へ情報を伝達する。 

●地震と出水の同時発生が予想される場合は、重要水防箇所や液状化の予想される

地区の堤防など留意すべき施設の点検や水防活動のため必要な準備体制をとる。 

●水防活動に必要な資機材の備蓄量の点検や補充を行うとともに、国、県、他の水

防管理団体と連絡を密にし、不測の事態に備える。 

■警戒宣言前からの準備的行動 

消防機関や水防管理団体は、注意情報発表の段階から、それぞれの活動に必要な

物資、資機材等の点検、補充、配備等を実施する。 

 

１ 消防対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(地)74 

２ 水害予防対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(地)74 

３ 警戒宣言前からの準備的行動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(地)74 

 

 
 
 一般対策編第３章第５節第２項「水防計画」・・・・・・・・・・・・・・・・(一)180 

一般対策編第３章第５節第３項「消防計画」・・・・・・・・・・・・・・・・(一)181 

地震対策編第３章第４節第３項「水防対策計画」・・・・・・・・・・・・・・(地)43 

 

関連項目 
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消防機関及び水防管理団体は、警戒宣言が発表された場合、住民等の生命、身体及び財産を保

護するため、災害発生後の火災、水害及び混乱等に備えるものとする。 
 
１ 消防対策 

  消防機関は、警戒宣言が発せられた場合、住民の生命、身体及び財産を保護し、地震発生後

の火災及び混乱の防止等に備えて、次の事項を重点として必要な措置をとるものとする。 
  地震に関する正確な情報を収集し、必要な機関に伝達すること。 
  火災の防除のための警戒をすること及び必要な機関への情報を伝達すること。 
  火災発生の防止及び初期消火について住民等へ広報すること。 
  自主防災組織等の活動に対して指導すること。 
  施設等が実施する東海地震の予知に関する応急対策等に対して指導すること。 
  迅速な救急救助のための体制確保 
  その他必要な措置 
 

２ 水害予防対策 

水防管理団体は、警戒宣言が発せられた場合、不測の事態に備えて、次の必要な措置をとる

ものとする。 
  地震に関する正確な情報を収集し、必要な機関に伝達すること。 
  気象情報を収集し、水害予防のための出水予測や警戒をすること及び必要な機関へ情報を

伝達すること。 
  地震と出水の同時発生が予想される場合は、重要水防箇所や液状化の予想される地区の堤

防など留意すべき施設の点検や水防活動のため必要な準備体制をとる。 
  水防活動に必要な資機材の備蓄量の点検や補充を行うとともに、国、県、他の水防管理団

体と連絡を密にし、不測の事態に備える。 
 

３ 警戒宣言前からの準備的行動 

消防機関や水防管理団体は、注意情報発表の段階から、それぞれの活動に必要な物資、資機

材等の点検、補充、配備等を実施する。 
 



【地震対策編】第５章 東海地震に関する事前対策   

第２節 東海地震注意情報発表時及び警戒宣言発表時の対策 

(地)75 

 

第７項 警備対策 

 
関係機関 企画部   消防部 

概要 

■警戒宣言時対策 

  警察機関は、警戒宣言が発せられた場合、住民等の生命、身体及び財産を保

護し、公共の安全と秩序を維持するため、警備に万全を期する。 

  また、警備対策を推進するにあたっては、市、防災関係機関、自主防災組織

等との間において緊密な連携の確保に努めるものとする。 

■警戒宣言前の準備的行動 

 警察機関は、市の行う災害時危険地域に居住者等の事前避難が、混乱なく的

確に行われるよう市と連携し、避難誘導等に努めるものとする。 

 

１ 警戒宣言時対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(地)75 

２ 警戒宣言前からの準備的行動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(地)75 

  

 
１ 警戒宣言時対策 

  警察機関は、警戒宣言が発せられた場合、住民等の生命、身体及び財産を保護し、公共の安

全と秩序を維持するため、次の事項を重点として警備に万全を期する。 
  また、警備対策を推進するにあたっては、市、防災関係機関、自主防災組織等との間におい

て緊密な連携の確保に努めるものとする。 
  各種情報の収集と早期実態把握 
  避難に伴う混乱等の防止 
  不法事案等の予防及び取締まり 
  指定避難所等、警戒区域及び重要施設等の警戒警備 
  住民等による地域安全活動への指導及び連携 

 
２ 警戒宣言前の準備的行動 

  警察機関は、市の行う災害時危険地域居住者等の事前避難が、混乱なく的確に行われるよう

市と連携し、避難誘導等に努めるものとする。
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第８項 交通対策 

 
関係機関 都市整備部 

概要 

■警戒宣言時対策 

●道路危険箇所に係る管理上必要な措置 

   道路管理者は道路の点検を行い、危険箇所を把握し、警戒宣言が発せられ

た場合は、道路管理上必要な措置をとるとともに、場合によっては報道機関

に依頼し広報する。 

●車両の交通規制  

   交通の混乱や交通事故等の発生を防止するとともに、交通の安全と住民避

難の円滑を図るため、交通規制の必要がある場合は、警察機関に要請する。 

●応急復旧資機材等の準備 

 道路の損壊等が予想される場合、応急復旧用資機材の在庫把握及び建設業

者等に対して応急復旧の出動準備を要請するものとする。 

■警戒宣言前からの準備的行動 

●道路にかかる警戒宣言前からの情報提供等 

 市、県、警察機関及び道路管理者は、警戒宣言発表前の段階から発表時の

交通規制等の情報についてあらかじめ情報提供するとともに、不要不急の旅

行等を控えるように要請を行う。 

●鉄道にかかる運行継続と警戒宣言前からの情報提供等 

   東海旅客鉄道株式会社は、警戒宣言発令まで、需要に応えるため極力運行

を継続するとともに、発表前の段階からの、発令時の運行規制等の内容や不

要不急の旅行を控える必要がある旨の情報提供等を行う。 

 

１ 警戒宣言時対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(地)77 

２ 警戒宣言前からの準備的行動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(地)77 

 

 
 
 一般対策編 第３章第３節第１項「道路交通対策」・・・・・・・・・・・・・・・(一)127 
 地震対策編 第３章第４節第４項「道路交通対策」・・・・・・・・・・・・・・・(地)43 

 

 

関連項目 
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警戒宣言が発せられた場合、人命の安全を図り、交通の混乱を防止するため、一般道路の交通

規制等の措置をとるものとする。 
 

１ 警戒宣言時対策 

  道路危険箇所にかかる管理上必要な措置 
   道路管理者は道路の点検を行い、危険箇所を把握し、警戒宣言が発せられた場合は、道路

管理上必要な措置をとるとともに、場合によっては報道機関に依頼し広報する。 
  車両の交通規制  

   交通の混乱や交通事故等の発生を防止するとともに、交通の安全と住民避難の円滑を図る

ため、交通規制の必要がある場合は、警察機関に要請する。 
  応急復旧資機材等の準備 

   道路の損壊等が予想される場合、応急復旧用資機材の在庫把握及び建設業者等に対して応

急復旧の出動準備を要請するものとする。 
  運転者のとるべき措置 

   運転者は警戒宣言が発せられた場合、次の措置をとる。 
  ア 走行中の車両は次の要領により行動すること。 
   (ア)  警戒宣言が発せられたことを知ったときは、地震の発生に備えて、低速走行に移行す

るとともに、カーラジオ等により継続して地震情報及び交通情報を聴取し、その情報に

応じて行動すること。 
   (イ)  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

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、エンジンを切り、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。 
   (ウ)  駐車するときは、避難する者の通行や災害応急対策の実施の妨げになるような場所に

は駐車しないこと。 
  イ 避難のために車両は使用しないこと。 
  鉄道の運行制限 

   東海旅客鉄道株式会社は、警戒宣言が発せられた場合、強化地域内の対策として東海道本

線の尾張一宮駅以西での折返し運転を行う。 
 
２ 警戒宣言前からの準備的行動 

  道路にかかる警戒宣言前からの情報提供等 
   市、県、警察機関及び道路管理者は、警戒宣言発令前の段階から発令時の交通規制等の情

報についてあらかじめ情報提供するとともに、不要不急の旅行等を控えるように要請を行う。 
  鉄道にかかる運行継続と警戒宣言前からの情報提供等 

   東海旅客鉄道株式会社は、警戒宣言発令まで、需要に応えるため極力運行を継続するとと

もに、発令前の段階からの、発令時の運行規制等の内容や不要不急の旅行を控える必要があ

る旨の情報提供等を行う。
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第９項 緊急輸送対策 

 
関係機関 企画部   都市整備部 

概要 

■警戒宣言時対策 

●緊急輸送の対象範囲 

   緊急に輸送を必要とするものは次によるものとし、詳細は各実施機関であ

らかじめ定めておく。 

  ・応急対策実施要員 

  ・地震防災応急対策の実施に必要な物資及び資機材 

  ・その他、市又は県災害対策本部が必要と認める人員、物資等 

●緊急輸送車両の確認 

   緊急輸送しようとする機関は、迅速な緊急輸送の確保を図るため、県知事

又は県公安委員会に緊急通行車両確認証明書の交付を申し出、標章及び証明

書の交付を受ける。 

●ヘリコプター離着陸場の確保 

   市は、ヘリコプターが安全に離着陸できる場所（指定避難所、指定緊急避

難場所を除く。）を県に報告するとともに、離着陸する場合には安全の確保を

図る。 

●輸送手段の確保  

   市は、次により輸送手段を確保する。 

   ・地域の現況に即した車両等の調達を行う。 

  ・必要な車両等の確保が困難なときは、県及び本巣地区トラック協議会等

に対して要請及び調達の斡旋を依頼する。 

■警戒宣言前からの準備的行動 

警戒宣言発令時の緊急輸送対策が円滑に実施されるよう、市は各関係機関等

と連携を密にし、警戒宣言発令前からの準備体制を確立しておく。 

 

１ 警戒宣言時対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(地)79 

２ 警戒宣言前からの準備的行動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(地)79 

  

 
 
 一般対策編 第３章第３節第１項「道路交通対策」・・・・・・・・・・・・・・・(一)127 

関連項目 
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 緊急輸送は、必要最小限にとどめるとともに、緊急輸送の対象範囲及び緊急輸送車両の確認手

続きを定め、また緊急輸送道路（「緊急交通道路」。以下同じ。）、緊急輸送手段の確保を図るもの

とする。また、緊急車両の通行ルート確保のための放置車両対策については、一般対策編 第３
章第３節第１項「道路交通対策」を準用する。 
 
１ 警戒宣言時対策 

  緊急輸送の対象範囲 
   緊急に輸送を必要とするものは次によるものとし、詳細は各実施機関であらかじめ定めて

おく。 
  ア 応急対策実施要員 
  イ 地震防災応急対策の実施に必要な物資及び資機材 
  ウ その他、市又は県災害対策本部が必要と認める人員、物資等 
  緊急輸送車両の確認 

   県、公安委員会は、次により緊急輸送車両の確認を行う。 
   緊急輸送しようとする機関は、迅速な緊急輸送の確保を図るため、県知事又は県公安委員

会に緊急通行車両確認証明書の交付を申し出、標章及び証明書の交付を受ける。 
  ヘリコプター離着陸場の確保 

   市は、ヘリコプターが安全に離着陸できる場所（指定避難所、指定緊急避難場所を除

く。）を県に報告するとともに、離着陸する場合には安全の確保を図る。 
  輸送手段の確保  

   市は、次により輸送手段を確保する。 
  ア 地域の現況に即した車両等の調達を行う。 
  イ 必要な車両等の確保が困難なときは、県及び本巣地区トラック協議会等に対して要請及

び調達の斡旋を依頼する。 
 
２ 警戒宣言前からの準備的行動 

警戒宣言発令時の緊急輸送対策が円滑に実施されるよう、市は各関係機関等と連携を密にし、

警戒宣言発令前からの準備体制を確立しておく。 
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第10項 物資等の確保対策 

 
関係機関 健康福祉部   都市整備部 

概要 

■警戒宣言時対策 

●物資確保体制の整備 

   市は、主な生産者、卸売業者及び大型小売業者等の保有物資等についての

在庫量を把握し、調達体制を整備するとともに、これらの業者等団体を通

じ、又は直接それらの業者に対し、必要な物資等の保管及び放出準備の要請

を行う。 

●食料の確保 

   市は、警戒宣言の発表とともに、備蓄物資等を確認し、協定等を締結して

いる関係団体等と連絡をとり、食料調達体制の確認をするとともに食料の保

有数量等の把握並びに応急給食のための要員、資機材及び運搬手段等の確保

を図る。 

●その他関係指定地方行政機関の協力 

   ・育児用粉乳、おにぎり・弁当・缶詰等応急食品      東海農政局 

   ・生活必需物資             中部経済産業局 

   ・災害復旧用木材            中部森林管理局名古屋事務所 

■警戒宣言前からの準備的行動 

 市は、警戒宣言発令時の避難者の救護及び災害発生後の被災者の救助に必要

な物資等や食料の調達態勢を確認する。 

 

１ 警戒宣言時対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(地)81 

２ 警戒宣言前からの準備的行動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(地)81 

  

 
 
 一般対策編 第３章第６節第３項「食料供給計画」・・・・・・・・・・・・・・・(一)207 
 一般対策編 第３章第６節第５項「生活必需物資供給計画」・・・・・・・・・・・(一)219 
 地震対策編 第３章第６節第３項「食料供給計画」・・・・・・・・・・・・・・・(地)47 

 地震対策編 第３章第６節第４項「生活必需物資供給計画」・・・・・・・・・・・(地)47 

 

 

 

関連項目 
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 市は、関係機関の協力の下に警戒宣言発令時の避難者の救護及び災害発生後の被災者の救助に

必要な物資等を確保するために体制の整備を図るものとする。 
 
１ 警戒宣言時対策 

  物資確保体制の整備 
   市は、警戒宣言発令時の避難者等の救護のための物資の確保を図るほか、発災に備えて予

想される被災者に対する救助物資等の円滑な調達を図るため、主な生産者、卸売業者及び大

型小売業者等の保有物資等についての在庫量を把握し、調達体制を整備するとともに、これ

らの業者等団体を通じ、又は直接それらの業者に対し、必要な物資等の保管及び放出準備の

要請を行う。 
  食料の確保 
 市は、警戒宣言の発表とともに、地震の発生に備え、備蓄物資等を確認し、協定等を締結

している関係団体等と連絡をとり、食料調達体制の確認をするとともに食料の保有数量等の

把握並びに応急給食のための要員、資機材及び運搬手段等の確保を図る。 
  その他関係指定地方行政機関の協力 

  ア 育児用粉乳、おにぎり・弁当・缶詰等応急食品      東海農政局 
  イ 生活必需物資             中部経済産業局 
  ウ 災害復旧用木材            中部森林管理局名古屋事務所 
 
２ 警戒宣言前からの準備的行動 

  市は、警戒宣言発令時の避難者の救護及び災害発生後の被災者の救助に必要な物資等や食料

の調達態勢を確認する。 
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第11項 保健衛生対策 

 
関係機関 健康福祉部 

概要 

■医療・助産 

●警戒宣言発令時における対策の概要 

医療機関は、警戒宣言が発せられた場合、次の措置をとる。 

 ・警戒宣言発令の周知徹底 

 ・病院（診療所）の防災処置 

 ・入院患者の安全対策 

 ・外来診療 

 ・発災後への備え 

●医療救護班の編成待機 

   市は、医療関係者の協力の下に、傷病者及び助産を必要とする者に対する

医療及び助産に必要な医療班の編成及び携行医薬品等の点検整備を行い、活

動体制を整えるものとする。 

●医薬品等の確保 

市では、必要な医薬品等の保管及び放出準備の要請を行う等、必要な措置

を講ずる。 

■清掃 

警戒宣言が発せられた場合、市は、災害発生により生じるごみ又はし尿の収

集及び運搬等の処理活動に必要な清掃班の編成並びに必要資機材等の整備点検

を行い、活動体制を整えるものとする。また、指定された避難場所に仮設トイ

レが設置できるよう資機材の調達準備を行う。 

 

１ 医療・助産・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(地)83 

２ 清掃・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(地)83 

３ 防疫・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(地)83 

 

 
 
 一般対策編 第３章第６節第７項「災害等医療救護計画」・・・・・・・・・・・・(一)234 

 一般対策編 第３章第６節第１２項「防疫計画」・・・・・・・・・・・・・・・・(一)262 

 一般対策編 第３章第６節第１３項「清掃計画」・・・・・・・・・・・・・・・・(一)267 

 地震対策編 第３章第４節第６項「地震災害等医療救護計画」・・・・・・・・・・(地)45 

 

 
 

関連項目 
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市は、県、医療機関及び保健所の協力の下に警戒宣言が発せられた場合、避難者等のうち病

人等の応急救護、発災後に備えての医療、助産及び医薬品等の確保並びに清掃及び防疫に関す

る措置をとるものとする。 
 
１ 医療・助産 

  警戒宣言発令時における対策の概要 
医療機関は、警戒宣言が発せられた場合、次の措置をとる。 

ア 警戒宣言発令の周知徹底 
医療機関の長は、警戒宣言が発せられたことについて、医師等の職員及び外来患者、入

院患者等に対して周知徹底を図る。 
イ 病院（診療所）の防災処置 
医療機関の長は、消火設備、避難設備及び自家発電装置の点検、医療機器、備品及び薬

品等の転落防止及び移動の防止並びに出火防止対策を実施する。 
ウ 入院患者の安全対策 
  警戒宣言が発せられたことについて入院患者に周知徹底を図るとともに、保護者の引き

取りがない場合には、医師の判断により近くの安全な場所に誘導する。 
エ 外来診療 
外来診療については、耐震性の確保された医療機関においては、可能な限り診療を継続

する。 
オ 発災後への備え 
医療機関は、発災後の医療機能を維持するため、医薬品、血液及び治療材料等の確保に

努めるとともに、水、食料及び燃料等の確保も併せて行う。 
また、医師をはじめとした、職員についてあらかじめ定めた職員連絡網等により連絡を

行い、その確保を図るものとする。 
  医療救護班の編成待機 

   市は、発災後に備えて医療関係者の協力の下に、傷病者及び助産を必要とする者に対する

医療及び助産に必要な医療班の編成及び携行医薬品等の点検整備を行い、活動体制を整える

ものとする。 
  医薬品等の確保 

市では、医療救護活動に必要な医薬品、衛生材料、医療用具及び血液の円滑な確保を図る

ため、市内及び近隣市町の主な製造業者の在庫量を把握し、必要な医薬品等の保管及び放出

準備の要請を行う等、必要な措置を講ずる。 
 
２ 清掃 

警戒宣言が発せられた場合、市は、災害発生により生じるごみ又はし尿の収集及び運搬等の

処理活動に必要な清掃班の編成並びに必要資機材等の整備点検を行い、活動体制を整えるもの

とする。また、指定された避難場所に仮設トイレが設置できるよう資機材の調達準備を行う。 
 
３ 防疫 

  防疫活動の実施については、一般対策編第３章第６節第１２項「防疫計画」を準用する。 
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第12項 生活関連施設対策 
 
関係機関 各部共通 

概要 

■警戒宣言時のライフラインの供給・確保 

水  道 …市は、浄水設備及び給配水設備を最大限に作動させ、飲料水の供給の

継続を確保する。 

電  気 …電力会社は電力需要を把握し、発電及び供給について万全を期し、必

要によっては他電力会社から緊急融通を受け、電力の供給の継続を確

保する。 

ガ  ス …ガス会社は、警戒宣言が発せられた場合においてもガスの供給の継続

を確保する。 

公衆電気通信…西日本電信電話株式会社は、速やかに一般加入者の使用を状況に応じ

て制限する措置を取り、応急対策の実施上重要な通信の確保を図ると

ともに状況に応じた安否確認に必要な措置を取るものとする。 

■災害応急対策の実施準備活動 

水  道 …市は、応急復旧用資機材の確認するとともに、工事業者に対し、出動

準備を要請する。また給水車、容器等の給水用資機材、ろ過器、消毒

薬剤及び水質検査器具等を整備点検するとともに、給水活動の出動態

勢を整える。 

電  気 …電力会社では、応急復旧に必要な資機材の数量、在庫の確認及び必要

な車両の確保を図り、緊急確保に努めるとともに工事業者に対し出動

準備を要請する。 

ガ  ス …ガス会社では、応急復旧に必要な資機材の数量、在庫の確認及び必要

な車両の確保を図り、緊急確保に努めるとともに工事業者に対し出動

準備を要請する。 

公衆電気通信…西日本電信電話株式会社は、発災により通信が途絶した場合に早急に

通信の復旧を図るため可般式無線機を配備しておくほか、長期停電に

備えて予備発動発電機、携帯用発動発電機及び移動用電源車を配備

し、電源の確保を図るものとする。 

■報道 

報道機関は、事前に関係機関等と密接な連携を取り東海地震に関連する情報等の

正確かつ迅速な報道に努める。また報道に際しては住民等に対し冷静かつ沈着な行

動をとるよう呼びかけるとともに、住民等が防災行動を取るために必要な情報の提

供に努める。 

■金融 

金融機関の営業については、原則として平常どおりに行う。やむを得ず業務の一切

を中止する場合においても、普通預金の払戻業務についてはできるだけ継続する。 

１ 水道・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(地)85 
２ 電気・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(地)85 
３ ガス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(地)85 
４ 公衆電気通信の確保・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(地)85 
５ 報道・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(地)86 
６ 金融・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(地)86 
７ 警戒宣言前からの準備的行動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(地)87 

 
 一般対策編 第３章第６節第４項「給水計画」・・・・・・・・・・・・・・・・・(一)215 

 一般対策編 第３章第９節 「ライフライン施設の応急対策」・・・・・・・・・・(一)289 

 地震対策編 第３章第４節第８項「ライフライン施設の応急対策」・・・・・・・・(地)43 

関連項目 
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水道、電気、ガス、通信、報道及び金融に関する事業を営む機関及びその監督指導機関は、警

戒宣言が発せられた場合は、地震防災応急対策及び住民の防災行動の円滑な実施を推進し、災害

発生に備えて迅速な応急復旧を実施するための体制を整える。 
 

１ 水道 

  警戒宣言時の飲料水の供給 
   飲料水については、発災後の水道施設の損壊による給水不能の事態の発生に備えて各所に

おける緊急貯水が必要である。 
市は、発災後の断水に備えて住民等が行う貯水による水需要の増加に対するため、浄水設

備及び給配水設備を最大限に作動させ、飲料水の供給の継続を確保する。 
  災害応急対策の実施準備活動 

  ア 給配水施設 
    市は、給配水施設の応急復旧用資機材の備蓄数量を確認するとともに、工事業者に対し、

出動準備を要請する。 
  イ 応急給水 
    市は、発災後の浄化作業不能の事態に備えて、配水池が満水となるよう運転管理する。

また、配水池等から飲料水を運搬、供給するための給水車、容器等の給水用資機材、ろ過

器、消毒薬剤及び水質検査器具等を整備点検するとともに、給水活動の出動態勢を整える。 
 
２ 電気 

  警戒宣言時の電気の供給 
   電気については、地震防災応急対策の実施を始めとする全ての活動の基礎となるべきもの

であり、その供給を継続し確保することが不可欠である。 
   電力会社は電力需要を把握し、発電及び供給について万全を期し、必要によっては他電力

会社から緊急融通を受け、電力の供給の継続を確保する。 
  災害応急対策の実施準備活動 

   電力会社では、災害発生に備えて応急復旧に必要な資機材の数量の確認及び必要な車両の

確保を図るものとし、不足すると予想される資材について生産者及び工事業者等の在庫の確

認を行い、緊急確保に努めるとともに工事業者に対し出動準備を要請する。 
 
３ ガス 

  警戒宣言時のガスの供給 
   ガス会社は、警戒宣言が発表された場合においてもその供給の継続を確保する。 
  災害応急対策の実施準備活動 

   ガス会社では、災害発生に備えて応急復旧に必要な資機材の数量の確認及び必要な車両の

確保を図るものとし、不足すると予想される資材について生産者及び工事業者等の在庫の確

認を行い、緊急確保に努めるとともに工事業者に対し出動準備を要請する。 
 
４ 公衆電気通信の確保 

  警戒宣言時の重要な通信の確保 
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   公衆電気通信については、住民の相互連絡、市、県又は学校等への問い合わせ等の増大に

より、通信の疎通が著しく困難になる事態が予想される。 
   西日本電信電話株式会社は、通信が困難となった場合には、速やかに一般加入者の使用を

その状況に応じて、適宜制限する措置を取るものとし、地震防災応急対策の実施上重要な通

信の確保を図るとともに状況に応じた安否確認に必要な措置をとるものとする。 
  災害応急対策の実施準備活動 

   西日本電信電話株式会社は、発災により通信が途絶した場合に早急に通信の復旧を図るた

め可般式無線機を配備しておくほか、長期停電に備えて予備発動発電機、携帯用発動発電機

及び移動用電源車を配備し、電源の確保を図るものとする。 
   また、応急復旧に必要な資機材の備蓄数量の確認及び車両の確保を図るものとし、不足す

ると予想される資機材について、工事業者等の在庫の確認を行い、緊急確保に努めるととも

に工事業者等に対し、出動準備を要請するものとする。 
 
５ 報道 

  報道機関は、東海地震に関連する情報等の正確かつ迅速な伝達のため不可欠であり、東海

地震に関連する情報等の正確かつ迅速な報道に努める。 
  東海地震に関連する情報等の発表及び災害発生に備え、事前に関係機関等と密接な連携を

取り、実態に即応した報道体制の整備を図る。 
  報道に際しては民心の安定及び混乱の防止を図るため、東海地震に関連する情報等と併せ

て住民等に対し冷静かつ沈着な行動を取るよう呼びかけるとともに、住民等が防災行動を取

るために必要な情報の提供に努める。 
 
６ 金融 

  金融機関の営業確保 
  ア 金融機関の営業については、原則として平常どおりに行う。 
    なお、やむを得ず業務の一切を中止する場合においても、普通預金の払戻業務について

はできるだけ継続する。 
 イ 強化地域内に所在する金融機関店舗に対する為替の取組及び手形の取立の停止等適切な

措置を取り得る。 
 ウ 上記ア及びイの措置については、ポスターの店頭掲示等の手段を用いて告知することと

する。 
  金融機関の防災体制 

  ア 金融機関の店頭の顧客及び従業員の安全の確保に十分配慮する。 
  イ 災害発生による被害の軽減及び発生後の円滑な遂行を確保するため、金融機関は危険箇

所の点検、重要書類及び物品等の安全確保並びに要員の配置等について適切な応急措置を

とる。 
  顧客への周知徹底 

   店頭の顧客に対しては、警戒宣言の発令を直ちに伝達するとともに、その後の来店客に備

え、店頭にその旨を掲示する。 
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７ 警戒宣言前からの準備的行動 

  市は、配水池等での飲料水確保態勢を確認する。 
  市は、応急給水の準備を行う。 
  各ライフライン関係機関は、応急復旧用の資機材等の確保や工事業者の出動態勢の確保等、

応急復旧体制の準備を行う。
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第13項 帰宅困難者・滞留旅客に対する措置 

 
関係機関 企画部   市民部   健康福祉部 

概要 

■警戒宣言時対策 

  強化地域に対する交通規制や鉄道の運行停止等により、県内に帰宅困難者や

滞留旅客が発生することが予想されるため、具体的な交通規制の実施や鉄道の

運行停止を踏まえて対策をとる必要がある。 

市は、帰宅困難者、滞留旅客の保護等のため、避難所の設置や帰宅支援等必

要な対策をとるものとする。 

■警戒宣言前からの準備的行動 

●市及び各公共交通機関は、警戒宣言発令時の運行中止等の措置に関する広報

を行う。 

●市及び各公共交通機関は、鉄道折返し駅、観光地等の滞留者対策を確認す

る。 

 

 

１ 警戒宣言時対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(地)88 

２ 警戒宣言前からの準備的行動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(地)88 

  

 
１ 警戒宣言時対策 

  警戒宣言が発せられた場合、強化地域に対する交通規制や鉄道の運行停止等により、県内に

帰宅困難者や滞留旅客が発生することが予想されるため、具体的な交通規制の実施や鉄道の運

行停止を踏まえて対策をとる必要がある。 
   市は、帰宅困難者、滞留旅客の保護等のため、避難所の設置や帰宅支援等必要な対策をと
るものとする。 

   県は、交通規制等により生じる帰宅困難者、滞留旅客に対して具体的な避難誘導及び保護
並びに食料等の斡旋を行い、市が実施する活動と連携するとともに必要に応じた市町村間の

調整を行うものとする。 
 
２ 警戒宣言前からの準備的行動 

   市及び各公共交通機関は、警戒宣言発令時の運行中止等の措置に関する広報を行う。 
   市及び各公共交通機関は、鉄道折返し駅、観光地等の滞留者対策を確認する。 
   県は公共交通機関の運行状況に関する広報を行う。 
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第14項 公共施設対策 

 
関係機関 企画部  総務部  都市整備部  環境水道部 

概要 

■警戒宣言時対策 

●道路 

市は、道路管理上必要な措置を取るとともに応急復旧用の資機材の在庫把握及び

建設業者等に応急復旧の出動準備を要請する。 

●河川 

河川管理者は、応急復旧に必要な資機材及び水防資機材の備蓄数量の確認及び点

検並びに水防上注意を要する箇所の点検を行うとともに、水防管理者に対し水防団

の待機を要請し、建設業者等に応急復旧の出動準備を要請する。 

●下水道 

市は、災害対策組織を編成し、管渠、処理場、ポンプ場等の施設の被災状況を迅

速かつ的確に把握し対策を実施する。 

●庁舎等重要公共施設 

庁舎等重要公共施設の管理者は、応急復旧に必要な資機材等の調達体制を整える

とともに、工事業者に対し、出動準備体制を取るよう要請するものとする。 

・自家発電装置及び可搬式発動発電機等の整備点検及び燃料の確保  

・無線通信機器等通信手段の整備点検 

・緊急輸送車両その他車両の整備点検 

・電算機、複写機及び空調設備等の被災防止措置 

・その他重要資機材の整備点検又は被災防止措置 

・飲料水の緊急貯水 

・エレベーターの運行中止措置 

・出火防止措置及び初期消火準備措置 

・消防設備の点検 

●その他の公共施設 

その他の公共施設について、その管理者は、必要に応じてそれぞれ緊急点検又は

巡視等を実施するほか被災防止措置を講ずるものとする。 

■警戒宣言前の準備的行動 

市をはじめ各公共施設管理者は、資機材等の備蓄数量の点検及び補充を行い、調

達態勢を整えるとともに、工事業者の出動態勢を確認するものとする。 

１ 警戒宣言時対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(地)90 

２ 警戒宣言前の準備的行動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(地)90 

 
 一般対策編 第３章第８節「公共施設の応急対策」・・・・・・・・・・・・・・・(一)286 
 地震対策編 第３章第４節第８項「ライフライン施設の応急対策」・・・・・・・・(地)45 

 地震対策編 第３章第５節「公共施設の応急対策」・・・・・・・・・・・・・・・(地)46 

関連項目 
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警戒宣言が発せられた場合、被災防止措置を実施し、災害発生後に備え迅速な応急復旧を実施

するため必要な体制の整備を図るものとする。 
  
１ 警戒宣言時対策 

   道路 
警戒宣言が発せられた場合、市は、人命の安全と交通の混乱を防止するため、他の道路管

理者及び警察機関と連携の下に、道路管理上必要な措置を取るとともに応急復旧用の資機材

の在庫把握及び建設業者等に応急復旧の出動準備を要請するものとする。 
   河川 

警戒宣言が発せられた場合、河川管理者は、他の河川管理者と連携の下に、必要に応じて

応急復旧に必要な資機材及び水防資機材の備蓄数量の確認及び点検並びに水防上注意を要す

る箇所の点検を行うとともに、水防管理者に対し水防団の待機を要請し、建設業者等に応急

復旧の出動準備を要請するものとする。 
   下水道 

   市は、災害対策組織を編成し、管渠、処理場、ポンプ場等の施設の被災状況を迅速かつ的

確に把握し、次により対策を実施する。 
  ア 災害対応組織の編成 
  (ア)  職員の招集（自主参集） 
  (イ)  役割分担の再確認 
  (ウ)  関係機関との情報交換（警察、消防、道路管理者、電気、ガス、水道等及び県下市町

村下水道管理者等） 
  イ 管渠 
  (ア)  地震発生後の調査や緊急措置のための資材の確保 
  (イ)  調査用機材、応急用機材の点検 

  ウ 処理場、ポンプ場 
  (ア)  機械設備の点検 

    ・火災及び爆発の恐れのある設備（ガスホルダー、燃料貯蔵タンク及び焼却炉等） 
    ・劇薬を扱っている設備（塩素消毒設備及び水質試験設備等） 
  (イ)  電気設備の点検 

    ・中央監視設備（電気設備の稼動状況） 
    ・火災の恐れのある設備（受変電設備） 
    ・漏えい等による火傷の恐れのある設備（制御電源設備） 
    ・防災設備（非常用通信設備） 
   庁舎等重要公共施設 

庁舎等重要公共施設の管理者は、庁舎等重要公共施設が災害応急対策の実施上、大きな役

割を果たすことになるので、その機能を果たすため、おおむね次の措置を取るものとする。 
また、応急復旧に必要な資機材等の調達体制を整えるとともに、必要に応じて工事業者に

対し、出動準備体制を取るよう要請するものとする。 
ア 自家発電装置及び可搬式発動発電機等の整備点検及び燃料の確保 
イ 無線通信機器等通信手段の整備点検 



【地震対策編】第５章 東海地震に関する事前対策   

第２節 東海地震注意情報発表時及び警戒宣言発表時の対策 

(地)91 

ウ 緊急輸送車両その他車両の整備点検 
エ 電算機、複写機及び空調設備等の被災防止措置 
オ その他重要資機材の整備点検又は被災防止措置 
カ 飲料水の緊急貯水 
キ エレベーターの運行中止措置 
ク 出火防止措置及び初期消火準備措置 
ケ 消防設備の点検 

   その他の公共施設 

その他の公共施設について、その管理者は、必要に応じてそれぞれ緊急点検又は巡視等を

実施するほか被災防止措置を講ずるものとする。 
また、応急復旧に必要な資機材等の調達体制を整えるとともに、必要に応じて工事業者に

対し、出動準備体制を取るよう要請するものとする。 
   工事中の建築物その他工作物又は施設 

ア 工事中の建築物その他工作物又は施設の建築物等管理者は、必要に応じて工事の中断等

の措置を講ずるものとする。 
イ 特別の必要により、補強、落下防止等の措置を実施するものについては、作業員の安全

に配慮するものとする。 
ウ 倒壊等により、近隣の住家等に影響が出る恐れがある場合は、その住民等に対し注意を

促すとともに、市に通報するものとする。 
２ 警戒宣言前の準備的行動 

  市を始め各公共施設管理者は、応急復旧のための資機材等の備蓄数量の点検及び補充を行い、

必要に応じ調達態勢を整えるとともに、工事業者の出動態勢を確認するものとする。 
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(地)90 
 

第３節 大規模な地震にかかる防災訓練計画    
 

関係機関 各部共通 

 

一般対策編第２章第８節「防災訓練計画」を準用する。 
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(地)93 

第４節 地震防災上必要な教育及び広報に関する計画  

 

関係機関 企画部   総務部 

概要 

■職員に対する教育 

地震防災応急対策業務に従事する職員を中心に、警戒宣言が発せられた場

合における地震防災応急対策の円滑な実施を図るため、必要な防災教育を行

うものとする。 

■住民等に対する教育 

市は、県等と協力して、住民等に対する教育を実施するとともに市が行う

防災教育に関し、必要な助言を県から受けるものとする。 

防災教育は、地域の実態に応じて行うものとする。 

■相談窓口の設置 

市及び県は、地震対策の実施上の相談を受けるための必要な窓口を設置す

るとともに、その旨周知徹底を図るものとする。 

 

１ 職員に対する教育・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(地)94 

２ 住民等に対する教育・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(地)94 

３ 相談窓口の設置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(地)94 

 

  

 

地震対策編第６章第６節「地震防災上必要な教育及び広報に関する計画」・・・・(地)107 

 

 

関連項目 



【地震対策編】第５章 東海地震に関する事前対策  第４節 地震防災上必要な教育及び広報に関する計画 

(地)94 

 
市は、県、防災関係機関、地域の自主防災組織及び事業所等の自衛消防組織等と協力して防災

上必要な教育及び広報を推進するものとする。 
 

１ 職員に対する教育 

地震防災応急対策業務に従事する職員を中心に、警戒宣言が発せられた場合における地震防

災応急対策の円滑な実施を図るため、必要な防災教育を行うものとする。その教育の内容につ

いては少なくとも次の事項を含むものとする。 
    東海地震の予知に関する知識、東海地震に関連する情報等の内容、警戒宣言の性格及び

これに基づきとられる措置の内容 
    予想される地震に関する知識 
    東海地震に関連する情報等が出された場合及び地震が発生した場合の組織の防災体制及

び職員の具体的にとるべき行動に関する知識 
    職員等が果たすべき役割 
    防災活動に関する基礎的知識（防災資機材の使用方法及び応急手当等） 
    地震防災対策として現在講じられている対策に関する知識 
    今後地震対策として取組む必要のある課題 
    家庭内での地震防災対策の内容 
 
２ 住民等に対する教育 

市は、県等と協力して、住民等に対する教育を実施するとともに市が行う防災教育に関し、

必要な助言を県から受けるものとする。 
防災教育は、地域の実態に応じて行うものとし、その内容については、少なくとも次の事項

を含むものとする。 
    東海地震の予知に関する知識、東海地震に関連する情報等の内容、警戒宣言の性格及び

これに基づきとられる措置の内容 
    予想される地震に関する知識 
    出火防止、近隣の人々と協力して行う救助活動、初期消火、自動車運行の自粛その他防

災上とるべき行動に関する知識 
    正確な情報の入手方法 
    防災関係機関が講じる地震防災応急対策等の内容 
    各地域における避難場所及び避難路に関する知識 
    避難生活に関する知識 
    平素住民が実施しうる応急手当、生活必需品の備蓄、家具の固定、出火防止及びブロッ

ク塀の倒壊防止等の対策の内容 
    住居の耐震診断と必要な耐震改修の内容 
 

３ 相談窓口の設置 

   市及び県は、地震対策の実施上の相談を受けるための必要な窓口を設置するとともに、その

旨の周知徹底を図るものとする。 
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第６章 南海トラフ地震に関する対策 

第１節 総則                  

第１項 計画の目的 

 
この計画は、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法（平成１４年法律

第９２号。以下「南海トラフ法」という。）第６条第１項の規定に基づき、南海トラフ地震にか

かる地震防災対策推進地域について、南海トラフ地震に対して必要な事項を定め、当該地域にお

ける地震防災体制の推進を図ることを目的とする。 
 
 

第２項 防災関係機関が地震発生時の災害応急対策として行う事務又は業務の大綱 

  

本市の地域にかかる地震防災に関し、本市の区域内の公共的団体その他防災上重要な施設の管

理者（以下「防災関係機関」という。）の処理すべき事務又は業務の大綱は、本編第１章第３節

「防災機関の業務の大綱」を準用する。 
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第２節 災害対策本部等の設置等         

第１項 災害対策本部の設置 

 
市は、南海トラフ地震又は当該地震と判定されうる規模の地震（以下「地震」という。）が発

生したと判断したときは、災対法に基づき、直ちに災害対策本部及び必要に応じて現地災害対策

本部（以下「災害対策本部等」という。）を設置し、的確かつ円滑にこれを運営するものとする。 
 本部の設置の基準等については、本編第３章第１節「本部活動体制」を準用する。 
 
 

第２項 災害対策本部等の組織及び運営 

 
災害対策本部等の組織及び運営は、災対法、瑞穂市災害対策本部条例（平成１５年瑞穂市条例

第１２９号）及び瑞穂市災害対策本部設置・運営マニュアルに定めるところによる。 
 
 

第３項 災害応急対策要員の参集 

 
（１）市長は、通常の交通機関の利用ができない事情等の発生の可能性を勘案し、配備体制及び

参集場所等の職員の参集計画を別に定めるものとする。 
（２）職員は、地震発生後の情報等の収集に積極的に努め、参集に備えるとともに、発災の程度

を勘案し、動員命令を待つことなく、自己の判断により定められた場所に参集するよう努め

るものとする。 
（３）参集の方法等については、本編第３章第１節「本部活動体制」を準用する。 
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第３節 地震発生時の応急対策等           

第１項 地震発生時の応急対策 

 

関係機関 各部共通 

概要 

■施設の緊急点検・巡視 

市は、必要に応じて、公共施設等、特に防災活動の拠点となる公共施設等及

び避難場所に指定されている施設の緊急点検及び巡視等を実施し、当該建物の

被災状況等の把握に努めるものとする。 

■二次災害の防止 

市は、地震による危険物施設等における二次災害防止のため、必要に応じた

施設の点検、応急措置及び関係機関との相互協力等を実施する。 

■物資調達 

市は、発災後適切な時期において、市が所有する公的備蓄量、企業との協定

等により調達可能な流通備蓄量及び他市との協定等による調達量について、主

な品目別に確認し、その不足分を県に供給要請する。 

 

１ 情報の収集、伝達・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(地)98 

２ 施設の緊急点検・巡視・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(地)98 

３ 二次災害の防止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(地)98 

４ 救助・救急・医療活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(地)98 

５ 物資調達・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(地)98 

６ 輸送活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(地)98 

７ 保健衛生・防疫活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(地)98 

 

 

 

一般対策編 第３章第３節第１項「道路交通対策」・・・・・・・・・・・・・・・(一)127 

一般対策編 第３章第３節第２項「輸送計画」・・・・・・・・・・・・・・・・・(一)134 

一般対策編 第３章第４節「災害情報計画」・・・・・・・・・・・・・・・・・・(一)139 

一般対策編 第３章第５節第３項「消防計画」・・・・・・・・・・・・・・・・・(一)181 

一般対策編 第３章第６節第7項「災害等医療救護計画」・・・・・・・・・・・・(一)234 

一般対策編 第３章第６節第１１項「遺体の捜索・取り扱い及び埋葬計画」 ・・・ (一)256 

一般対策編 第３章第６節第１２項「防疫計画」 ・・・・・・・・・・・・・・ (一)262 

一般対策編 第３章第６節第１３項「清掃計画」 ・・・・・・・・・・・・・・ (一)267 

地震対策編 第３章第３節「災害情報計画」・・・・・・・・・・・・・・・・・・(地)32 

地震対策編 第３章第４節第６項「地震災害等医療救護計画」・・・・・・・・・・(地)45 
地震対策編 第３章第５節「公共施設の応急対策」・・・・・・・・・・・・・・・(地)46 

地震対策編 第３章第６節第２項「給水計画」・・・・・・・・・・・・・・・・・(地)47 

地震対策編 第３章第６節第３項「食料供給計画」・・・・・・・・・・・・・・・(地)47 

地震対策編 第３章第６節第４項「生活必需物資供給計画」・・・・・・・・・・・(地)47 

地震対策編 第３章第６節第９項「保健活動、精神保健対策」・・・・・・・・・・(地)51 

 

関連項目 



【地震対策編】第６章 南海トラフ地震に関する対策  第３節 地震発生時の応急対策等 

(地)98 

１ 情報の収集、伝達 

一般対策編第３章第４節「災害情報計画」及び本編第３章第３節「災害情報計画」を準用す

る。 

 
２ 施設の緊急点検・巡視 

市は、必要に応じて、公共施設等、特に防災活動の拠点となる公共施設及び指定避難所等に

指定されている施設の緊急点検及び巡視等を実施し、当該建物の被災状況等の把握に努めるも

のとする。 
詳細については、一般対策編第３章第８節「公共施設の応急対策」を準用する。 

 
３ 二次災害の防止 

市は、地震による危険物施設等における二次災害防止のため、必要に応じた施設の点検、応

急措置及び関係機関との相互協力等を実施する。 
詳細については、一般対策編第３章第５節第３項「１1 出火、延焼の防止」及び「１２ 

危険物関係施設における災害拡大防止措置」を準用する。 
 

４ 救助・救急・医療活動 

救出及び救急については、一般対策編第３章第６節第９項「被災者救出計画」を準用する。

医療救護については、一般対策編第３章第６節第７項「災害等医療救護計画」を準用する。 
 

５ 物資調達 

市は、発災後適切な時期において、市が所有する公的備蓄量、企業との協定等により調達可

能な流通備蓄量及び他市との協定等による調達量について、主な品目別に確認し、その不足分

を県に供給要請する。 
詳細については、一般対策編第３章第６節第３項「食料供給計画」、同節第４項「給水計

画」及び同節第５項「生活必需物資供給計画」を準用する。 
 
６ 輸送活動 

  一般対策編第３章第３節第１項「道路交通対策」及び同節第２項「輸送計画」を準用する。 
 
７ 保健衛生・防疫活動 

一般対策編第３章第６節第３項「食料供給計画」、同節第８項「保健活動、精神保健対策」、

同節第１１項「遺体の捜索・取り扱い及び埋葬計画」、同節第１２項「防疫計画」及び同節第

１３項「清掃計画」を準用する。
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(地)99 

 

第２項 資機材・人員等の配備手配 

 

関係機関 企画部   総務部   健康福祉部   都市整備部 

概要 

■物資等の調達手配 

●地震発生後に行う災害応急対策に必要な次の物資及び資機材の確保を行う。 

●市は、県に対して居住者、滞在者その他の者及び公私の団体に対する応急救

護及び地震発生後の被災者救護のため必要な物資等の供給の要請をすること

ができる。 

■人員の配置 

市は、人員の配備状況を県に報告する。 

■災害応急対策等に必要な資機材及び人員の配置 

●防災関係機関は、地震が発生した場合において、瑞穂市地域防災計画に定め

る災害応急対策及び施設等の応急復旧対策を実施するため、必要な資機材の

点検、整備及び配備等の準備を行うものとする。 

●機関ごとの具体的な措置内容は、機関ごとに別に定める。 

 

１ 物資等の調達手配・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(地)100 

２ 人員の配置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(地)101 

３ 災害応急対策等に必要な資機材及び人員の配置・・・・・・・・・・・・・・・(地)101 

 

 

 

 地震対策編 地震災害応急対策など・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(地)23～ 

 

 

 

関連項目 
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１ 物資等の調達手配 

  地震発生後に行う災害応急対策に必要な次の物資及び資機材（以下「物資等」という。）

の確保を行う（○は、特に発生直後緊急に必要なもの、（救）は災害救助法関連）。 

○ 情報収集・伝達関連資材 無線機、自動車、自転車、燃料等 

○ 消防活動関連資材 消防車両、可搬ポンプ、ホース、消火器、汲上げポンプ、

バケツ、投光器、発電機、燃料等 

○ 水防活動関連資材 土のう袋（小～大）、杭、縄、かけや、番線、シート、鉄

筋、建設重機、輸送車両、ポンプ、投光器、発電機、燃料

等 

○ 救出関連資材（救） バール、ジャッキ、鋸、脚立、担架、毛布、建設重機、輸

送車両、投光器、発電機、燃料等 

○ 遺体安置関連資材（救） 縫合用材料、洗浄液、消毒薬、腐敗防止剤、シート、輸送

車両、投光器、発電機、燃料、棺、ドライアイス、骨壷、

ろうそく、線香等 

○ 医療関連資材（救） 医薬品、輸送車両、衛生材料（包帯、三角巾、脱脂綿、ガ

ーゼ、水）等 

○ 避難（誘導）関連資材 ロープ、拡声器、広報車両等 

○ 飲料水供給関連資材（救） 給水車又は輸送車両、発電機、燃料、薬品、ポンプ、浄水

器、ポリタンク、バケツ等 

○ 道路、施設等応急用資材 立入禁止用柵、ロープ、表示板、輸送車両、燃料等 

 障害物除去関連資材（救） 重機、輸送車両、燃料、除去器具（ロープ、スコップ）等 

 避難所関連資材（救） 簡易トイレ、投光器、発電機、燃料、（懐中）電灯、毛布、

生活用水、テント、炊出し備品、掃除用具、食器類、箸、

臨時電話、間仕切り、輸送車両等 

 食料品（救） 飲料水ボトル、食糧（ご飯・パン等）、副食類、調味料、輸

送車両、燃料等 

 被服寝具、生活必需品（救） 寝具（毛布、タオルケット、布団等）、外衣（作業着、子供

服等）、肌着（下着類）、身の回り品（タオル、靴下、サン

ダル、傘等）、炊事道具（鍋、炊飯器、包丁、バケツ等）、

食器（茶碗、汁碗、皿、箸等）、日用品（石鹸、ちり紙、歯

ブラシ、歯磨き粉等）、光熱材料（マッチ、ろうそく、プロ

パンガス等）、輸送車両、燃料等 

 学用品（救） 教科書、教材、文房具、通学用品（運動靴、鞄等）、輸送車

両、燃料等 

 復旧用資材 上下水道復旧資材、輸送車両、燃料等 

 
  市は、県に対して居住者、滞在者その他の者及び公私の団体に対する応急救護及び地震発

生後の被災者救護のため必要な物資等の供給の要請をすることができる。 
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２ 人員の配置 

市は、人員の配備状況を県に報告する。 
 
３ 災害応急対策等に必要な資機材及び人員の配置 

  防災関係機関は、地震が発生した場合において、瑞穂市地域防災計画に定める災害応急対

策及び施設等の応急復旧対策を実施するため、必要な資機材の点検、整備及び配備等の準備

を行うものとする。 
  機関ごとの具体的な措置内容は、機関ごとに別に定める。 
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第３項 他機関に関する応援要請 

 

関係機関 企画部 

 

 

 一般対策編 第３章第２節第１項「県・市町村職員等災害応援要請計画」・・・・・（一）101 

地震対策編 第３章第２節「災害動員計画」・・・・・・・・・・・・・・・・・・（地）31 

 

 

１ 他機関に対する応援要請等については、一般対策編 第３章第２節第１項「県・市町村職員

等災害応援要請計画」を準用する。 なお、締結している応援協定は資料編（資料編：資料Ｎ

ｏ.７～１０、１９）のとおりとする。 

 

２ 市は必要があるときは、応援協定に従い応援を要請するものとする。 

 

３ 上記１、２のほか、必要が生じた場合については、県を通じて応援要請を行うものとする。 

関連項目 
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第４項 要配慮者・帰宅困難者等に関する対策 

 

関係機関 企画部   総務部   健康福祉部   教育部   消防部 

 

 

一般対策編 第２章第１５節「要配慮者・避難行動要支援者対策計画」・・・・・・・・(一)73 

地震対策編 第２章第３節第３項「要配慮者・避難行動要支援者対策計画」・・・・・・(地)13 

 

 

市は、要配慮者（高齢者、障がい者、乳幼児、外国人等）、帰宅困難者及び滞留旅客等の保護

等のために、指定避難所等の設置、誘導や帰宅支援等必要な支援対策をとるものとする。 

なお、要配慮者の多様なニーズに関する対策の詳細については、一般対策編第２章第１１節

「要配慮者・避難行動要支援者対策計画」を準用する。 

関連項目 
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第５項 文化財等保護対策 
 

関係機関 教育部 

 

文化財等の所有者又は管理者は、地震の被害から防護するため、建造物においては消防用設備

その他資機材の充実及び効率的な配置等に努め、また建造物の適切な日常管理、展示品等の転倒

防止策、施設内の巡視及び消火・防災訓練の実施等の対策を実施するものとする。 
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第４節 地震防災上緊急に整備すべき施設等の整備計画  

関係機関 企画部  市民部  都市整備部  消防部 

 
施設等の整備をできる限り早急に行うものとし、具体的な事業施行等にあたっては、施設全体

が未完成であっても、一部の完成により相応の効果が発揮されるよう、整備の順序及び方法につ

いて考慮するものとする。 
 

１ 建築物及び構造物等の耐震化 

  市内の公共施設及び重要路線にかかる橋りょうの耐震調査及び補強について、別に定める整

備計画に従って行っていくものとする。 

 

２ 避難所の整備 

避難所の整備について、避難所に必要な設備や機能を考慮した上で、備蓄、資機材等の保管

及び管理方法について自治体等の関係機関とも協議しながら、整備計画を策定し順次整備して

いくものとする。 

 

３ 避難路の整備 

避難路の整備について、自主防災組織と協議しながら、周辺道路及び河川等の状況を踏まえ、

避難路として機能するのに必要な整備の内容等の検討も行った上で、整備計画を策定し順次整

備していくものとする。 

 

４ 消防団施設の整備等 

消防団施設及び消防用資機材の整備について、別に定める消防団５ヶ年計画に従って順次整

備していくものとする。 

 

５ 緊急輸送を確保するために必要な道路の整備 

市は、県又は国で整備予定の道路へのアクセスを行う市の道路について、重要度の優先度や

必要度等を考慮に入れて検討を加え、順次整備を行うものとする。 
 

６ 通信施設の整備 

市は、地震防災応急対策を実施するため必要な通信施設を整備するものとする。 
なお、現在の市の防災行政無線については、今後の市のあるべき通信の方法について検討を

行う中で位置付けを行うものとし、これに基づき整備の計画を策定していく。 
 



【地震対策編】第６章 南海トラフ地震に関する対策  第５節 防災訓練計画 

(地)106 
1 

第５節 防災訓練計画              

関係機関 各部共通 

 

 

一般対策編第２章第９節「防災訓練計画」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(一)50 

 

 
１ 市及び防災関係機関は、地震防災対策推進計画の熟知、関係機関及び住民の自主防災体制と

の協調体制の強化を目的として、推進地域にかかる大規模な地震を想定した防災訓練を実施す

るものとする。 

 

２ １の防災訓練は、少なくとも年１回以上実施するものとする。 

 

３ 市は、自主防災組織等の参加を得て訓練を行う場合は、県に対し、必要に応じて助言と指導

を求めるものとする。 

 

４ 市は、県、防災関係機関、自主防災組織等と連携して、具体的かつ実践的な訓練を行う。 

 

５ その他詳細については、一般対策編第２章第８節「防災訓練計画」を準用する。 
 
 

関連項目 
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第６節 地震防災上必要な教育及び広報に関する計画  

関係機関 企画部   総務部 

概要 

■市職員に対する教育 

地震災害応急対策業務に従事する職員を中心に、地震が発生した場合におけ

る地震災害応急対策の円滑な実施を図るため、必要な防災教育を行うものとす

る。 

■住民等に対する教育 

市は、県等関係機関と協力して、住民等に対する教育を実施するものとす

る。 

防災教育は、地域の実態に応じて地域単位、職場単位等で行うものとする。 

なお、その教育方法として、印刷物、ビデオ等の映像、各種集会の実施など

地域の実情にあわせた、より具体的な手法により、自助努力を促し地域防災力

の向上を図ることにも留意しながら、実践的な教育を行うものとする。 

■相談窓口の設置 

市及び県は、地震対策の実施上の相談を受けるため必要な窓口を設置すると

ともに、その旨周知徹底を図るものとする。 

 

１ 市職員に対する教育・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(地)108 

２ 住民等に対する教育・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(地)108 

３ 相談窓口の設置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(地)109 

 

 

 

地震対策編第５章第４節「地震防災上必要な教育及び広報に関する計画」・・・・・(地)93 

 

 

 

関連項目 
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市は、防災関係機関、地域の自主防災組織、事業所等の自衛消防組織等と協力して、地震防災

上必要な教育及び広報を推進するものとする。 
 

１ 市職員に対する教育 

地震災害応急対策業務に従事する職員を中心に、地震が発生した場合における地震災害応急

対策の円滑な実施を図るため、必要な防災教育を行うものとする。 
防災教育は、各部課、各機関に行うものとし、その内容は少なくとも次の事項を含むものと

する。 
  南海トラフ地震に伴い発生すると予想される地震動、津波及びがけ地崩壊の被害が想定さ

れる区域等に関する知識 
  地震等に関する一般的な知識                   
  地震が発生した場合の組織の防災体制及び職員の具体的にとるべき行動に関する知識 
  職員等が果たすべき役割 
  防災活動に関する基礎的知識（防災資機材の使用方法、応急手当等） 
  地震防災対策として現在とられている対策に関する知識      
  今後地震対策として取組む必要のある課題            
  家庭内での地震防災対策の内容                  

 

２ 住民等に対する教育 

市は、県等関係機関と協力して、住民等に対する教育を実施するものとする。 
防災教育は、地域の実態に応じて地域単位、職場単位等で行うものとし、その内容は、少なく

とも次の事項を含むものとする。 
なお、その教育方法として、印刷物、ビデオ等の映像、各種集会の実施など地域の実情にあ

わせた、より具体的な手法により、自助努力を促し地域防災力の向上を図ることにも留意しな

がら、実践的な教育を行うものとする。 
  南海トラフ地震に伴い発生すると予想される地震動、津波及びがけ地崩壊の被害が想定さ

れる区域等に関する知識 
  地震等に関する一般的な知識                 
  地震が発生した場合における出火防止、近隣の人々と協力して行う救助活動、初期消火及

び自動車運行の自粛等防災上とるべき行動に関する知識 
  正確な情報入手の方法 
  防災関係機関が講ずる災害応急対策等の内容 
  各地域における避難場所及び避難路に関する知識 
  避難生活の運営に関する知識 
  地域住民自ら実施し得る、最低でも３日間、可能な限り１週間分程度の生活必需品の備蓄、

家具の固定、出火防止等の平素からの対策及び災害発生時における応急措置の内容や実施方

法 
  住居の耐震診断と必要な耐震改修の内容 
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３  相談窓口の設置 

市及び県は、地震対策の実施上の相談を受けるため必要な窓口を設置するとともに、その

旨周知徹底を図るものとする。 

 


