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第１編 総  則 

第１章 計画の目的 

第１節 計画の目的                              

この計画は、町民生活に重大な影響を及ぼす恐れのある大規模な地震災害に対処するため、総 

合的かつ計画的な防災対策の推進を図り、町民のかけがえのない生命、身体及び財産を地震災害 

から守ることを最大の目的とするものである。 

また、この計画の目的を遂行するため、次の事項に関する基本的な内容について定めるものと 

する。 

(1) 町、県、指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関、公共的団体及び防災上重要

な施設の管理者の処理すべき事務又は業務の大綱 

(2) 地震災害の予防、応急対策及び復旧に関する計画 

 

第２節 計画の性格及び基本方針                             

１ この計画は、災害対策基本法（昭和 36年法律第 223号）第 40条の規定に基づき作成されて 

いる「扶桑町地域防災計画」の「地震災害対策計画」編として、大規模な地震災害に対処すべ 

き措置事項を中心に定めるものである。 

２ この計画は、町民の生命、身体及び財産を守るため、町、県、指定地方行政機関、指定公共 

機関、指定地方公共機関、公共的団体及び防災上重要な施設の管理者がとるべき基本的事項等 

を定めるものであり、各機関はこれに基づき細部計画等を定め、その具体的推進に努めるもの 

とする。 

３ この計画は、本町をとりまく諸条件の変化及び愛知県地震・津波災害対策計画の修正等によ

り、必要に応じて修正を加えるなど、その弾力的な運用を図っていくものとする。 

 

第３節 計画の構成                               

災害対策は、「災害を予防し」「事に臨んで対処し」「事後の復旧に努める」ことで、この３本の 

柱で本計画を構成する。 

構  成 主な内容 

第１編 総則 
大規模地震の被害想定、基本理念及び重点を置くべき

事項、防災関係機関の事務又は業務の大綱等 

第２編 災害予防 大規模地震の発生に備えた予防対策等 

第３編 災害応急対策 大規模地震が発生した場合の応急対策等 

第４編 災害復旧・復興 被災地域の迅速な復旧・復興に向けた対策等 

第５編 東海地震に関する事前対策 
東海地震注意情報が発表された場合、又は東海地震に

関する警戒宣言が発せられた場合の対策等 

 

第４節 扶桑町地域防災計画の作成又は修正                   

扶桑町防災会議は、扶桑町地域防災計画を作成し、毎年同計画に検討を加え、必要があると認 

めるときは、これを修正しなければならない。 

同計画を作成又は修正する場合は、愛知県地域防災計画を参考として行うものとし、特にこの 

計画において、計画事項に示すものについては、町で地域の実情に応じた細部を計画するものと 
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する。 

第５節 東日本大震災を踏まえた今後の対応                   

平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災は、マグニチュード 9.0という国内観測史上最 

大の規模となる地震により、東日本各地に未曾有の被害をもたらしたところである。 

今回の地震は、近い将来東海地震、東南海地震、南海地震の三連動地震の発生により、大規模 

な被害が予想される扶桑町においても、従来の防災対策を見直す大きな転機としなければならな 

い。 

今後、国や県の意見も踏まえながらこの地震の検討を行い、扶桑町における地震対策に反映さ 

せていくとともに、この計画についても必要な修正を速やかに行い、その後新たな被害予測が出 

された際には、これを踏まえた抜本的な修正を行っていくものとする。 

 

◆ 附属資料 5-1「扶桑町防災会議条例」 



地震災害対策計画 

第１編 総則／第２章 本町の特質と災害要因 

 - 3 - 

第２章 本町の特質と災害要因 

 

第１節 本町の地形・地質                           

本町の地形と地質概要は、地形は、過去１万年にわたり木曽川及びその支川により形成された 

犬山扇状地から成り、標高が２５メートルから４０メートルと､大部分が平坦地であり､北東部か 

ら南西部へ緩やかな勾配となっている。犬山扇状地は､町を覆い、犬山市を中心とする半径約１２ 

キロメートルの大扇状地で、粗粒な砂れき層により構成されている。地質は、約１万年前から現 

在に至るまでの間に形成された新生第４紀の沖積層である。本町に比較的近く規模の大きな活断 

層としては、根尾谷断層や養老断層があげられる。 

 

第２節 愛知県における既往の地震とその被害                  

愛知県は、地震国日本の中でも有数の地震県であり、過去にしばしば大地震に襲われている。 

過去に愛知県に大きな被害を与えた地震は、海溝型地震と内陸型地震のタイプに分けることがで 

きる。 

１ 海溝型地震 

発生年 Ｍ 地震名 死者・行方不明者 その他の被害・特徴 

１７０７年 ８.６ 宝永地震 － 県では渥美郡、吉田（現豊橋）で大被害

のほか、全県で被害。尾張領内の堤防被

害延長 9,000m。震度 7～6。津波も来襲

し、渥美表浜で 6～7m にもなった。 

１８５４年 ８.４ 安政地震 － 県では宝永地震に似た被害。三河、知多、

尾張の沿岸部の被害が目立った。震度 6

～5。津波も来襲し、渥美表浜通りで 8

～10m、知多半島西岸で 2～4m となり被

害が出た。 

１９４４年 ７.９ 東南海地震 死者・行方不明者 

１，２２３人 

県の被害は他県に比べ最大で、死者・行

方不明者 438人、負傷者 1,148人、家屋

全壊 16,532 棟、同半壊 35,298棟。震度

6～5、一部 7。小津波あり（波高 1m内外）、

名古屋臨港部などでは著しい液状化現

象による被害があった。 

 

２ 内陸型地震 

発生年 Ｍ 地震名 死者・行方不明者 その他の被害・特徴 

１５８６年 ７.８ 天正地震 死者 

５，５００人 

以上 

三重県から富山県の広い範囲で震度 6。

伊勢湾で津波が発生したとの記録もあ

る。 

１８９１年 ８.０ 濃尾地震 死者 

７，８８５人 

県の被害は、死者 2,638 人、負傷者 7,705

人、全壊 85,511棟、半壊 55,655 棟で県

の地震災害史上最大の被害を受けた。震

度 7～6。 
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１９４５年 ６.８ 三河地震 死者 

２，３０６人 

三河南部の深溝断層の活動によるもの

で、幡豆郡、碧海郡に大被害が生じた。

被害はすべて県のもので、死者 2,306人、

負傷者 3,866 人、全壊 16,408 棟、半壊

31,679棟。震度は、西三河南部を中心に

7～6、県域の大部分が 5 以上。津波も発

生し、蒲郡で 1m ほどに達したが津波に

よる被害はほとんどなかった。 

 

第３節 社会的条件                              

地震災害は、地形、地質、地盤等の自然的条件に起因するもののほか、人や建築物等の社会的 

条件によってもたらされるものが同時複合的に発生することが特徴である。 

社会的災害要因として、主に次のような点が大きな影響を与えると思われる。 

(1) 高度経済成長に伴う人口増加や都市化の進展等による土地利用の変化により、市街地等での 

建築物の高層化や地下街の拡大が進み、居住地域自体も拡大している。このため、主に都市部 

では人口の密集化を招き、災害時における被災人口が増大する危険性が懸念されるほか、密集 

市街地では火災の延焼地域の拡大の危険性を高める要因となっている。 

また、高齢化や国際化に伴う高齢者、外国人の増大など、要配慮者の増大も懸念されている。 

(2) 電力、ガス、水道、下水道、電話等は、現代社会を支える基礎的なインフラとなっており、 

ライフライン施設が災害により被害を受けると、その復旧に時間を要するばかりか、二次災害 

の危険性も含んでいる。 

また、災害対応を行うべき行政機関においてもそれらに対する依存度は高く、十分な事前の 

対応がなされていない場合には、初動体制のみならず、災害応急対策そのものへの影響も懸念 

される。 

(3) 自動車、鉄道等の高速交通機関は著しく発達してきたが、それらの円滑な走行・運行が阻害 

された場合には、交通の混乱が被害を著しく拡大することが予想されると同時に、自動車は市 

街地火災の延焼拡大の媒体となることも考えられる。 

また、大量輸送機関である鉄道は、大規模化、高速化の反面、災害時には大規模な被害をも 

たらすおそれがある。 

(4) 地域社会の変容に伴い、コミュニティ意識が低下しており、地域防災力の低下が懸念されて 

いる。災害を最小限に食い止めるためには、行政による公助に加え、県民一人ひとりの自覚に 

根ざした自助や身近な地域コミュニティ等による共助が機能することが大切であり、社会の

様々な主体が協働して災害被害の軽減に向けた防災活動を行う防災協働社会を形成していくこ

とが重要である。 

 

以上の諸条件は、日本全体に共通する事項ではあるが、現状ではこうした様々な災害要因への

対応は、決して満足すべき状態にあるとはいえない。今後とも、社会的条件の改善に最大限の努

力を払うと同時に、地道な基礎的、科学的調査や防災意識の普及啓発活動を不断に続けていくこ

とが必要である。 
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第３章 被害想定及び減災効果 

 

第１節 基本的な考え方                            

本町に被害を及ぼすと考えられる地震は、海溝型地震と内陸型地震があるが、それらの発生の 

危険性、予測される被害量や被害の様相、さらには地震対策の方向性について調査、研究を行い、 

この地域防災計画等における具体的な計画の策定・修正に際しての参考とする。 

 

第２節 地震被害の予測及び減災効果                           

１ 想定地震については次の地震とした。（愛知県被害予測調査結果による） 

(1) 東海地震 

(2) 東南海地震 

(3) 東海・東南海地震連動 

(4) 養老－桑名－四日市断層帯 

(5) 南海トラフ巨大地震 

２ 南海トラフで発生する恐れのある地震被害予測 

(1) 被害予測 

ア 調査の目的 

      戦後最大の甚大な被害をもたらした東日本大震災を教訓として、これまでの地震被害予測 

調査を最新の知見に基づいて見直し、今後の防災・減災対策の効果的な推進に資することを 

目的として、被害予測調査を実施した。 

イ 調査の機関と内容 

     今回の調査は、平成２３年度から平成２５年度の３年間で実施し、各年度の調査の内容は 

下表のとおりとなっている。このうち、本書においては、主に海溝型地震について、ハザー 

ドの予測（地震動、液状化、津波等）、被害予測（建物被害、人的被害、ライフライン被害 

等、経済被害額）の部分について、概要を取りまとめている。 

    （各年度の調査内容） 

調査年度 調査の内容 

平成２３年度 災害対応力の確認、東日本大震災の対応状況の確認、 

過去の津波浸水範囲に関する歴史学的資料収集、 

被害予測のための基礎データ収集、 

地盤モデルの高度化のための地盤調査 

平成２４年度・平成２５年度 過去の津波浸水範囲に関する地質学的資料収集、 

被害予測のための基礎データ整理、地盤モデルの作成、震

源モデルの検討、予測手法の検討、 

ハザードの予測（地震動、液状化、津波等）、 

被害予測（建物被害、人的被害、ライフライン被害等、経

済被害額）、シナリオの作成、減災効果の検討、 

防災対策の課題の検討、地震防災対策のまとめ 

ウ 調査結果の概要 

(ｱ) 調査対象とした地震 

南海トラフで発生する地震には多様性があり、予測困難なものがあるが、効果的な防災・ 

減災対策の実施に繋げていくため、南海トラフで繰り返し発生している地震のうちで過去 

に実際に発生したものを参考に想定することとした。（「過去地震最大モデル」による想定） 

①「過去地震最大モデル」 
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南海トラフで繰り返し発生している地震のうち、発生したことが明らかで規模の大きい 

もの（宝永、安政東海、安政南海、昭和東南海、昭和南海の５地震）を重ね合わせたモデ 

ルである。 

②【補足】「理論上最大想定モデル」 

主として「命を守る」という観点で、あらゆる可能性を考慮した最大クラスの地震につ 

いても、補足的に想定することとした。（「理論上最大想定モデル」による想定） 

南海トラフで発生する恐れのある地震のうち、あらゆる可能性を考慮した最大クラスの 

地震を想定。千年に一度あるいはそれよりもっと発生頻度が低いものである。 

（※国が平成２４年８月２９日に公表した「あらゆる可能性を考慮した最大クラスの地震モ 

デル」。） 

エ 想定した項目等 

今回の調査において想定した地震・津波に基づき、建物被害、人的被害等の被害量を想定し 

た。また、想定時間帯については、県民の生活行動が反映できるよう、冬深夜 5時、夏昼 12時、 

冬夕方 18時を設定して、被害量を想定するとともに、対策を講じることによる減災効果を併せ 

て想定した。 

季節時間帯 想定される被害の特徴 

①冬深夜 5時 
町民の多くが自宅で就寝中に被災するため、家屋倒壊による死者が発生する危

険性が高く、また津波からの避難が遅れる。 

②夏昼 12時 
オフィス、繁華街等に多数の滞留者が集中しており、自宅外で被災する場合が

多い。 

③冬夕方 18時 
住宅、飲食店などで火気使用が最も多い時間帯で、出火件数が最も多くなる。 

駅にも滞留者が多数存在する。 

 

(2) 想定の試算結果 

南海トラフで発生する恐れのある地震被害予測（平成２６年５月３０日愛知県公表） 

 

１ 建物被害                              ※ 被害わずか 

      想定地震 

被害 

過去地震最大モデル 

（※１） 
理論上最大想定モデル（※２） 

内閣府モデル 

（※３） 

最大震度 ５強 ６弱（陸側ケース） ５強（東側ケース） ６弱 

揺れによる全壊・焼失 ※ 約１０棟 ※ 約１０棟 

液状化による全壊・焼失 約１０棟 約１０棟 約１０棟 約１０棟 

浸水・津波 ※ ※ ※ ※ 

急傾斜地崩壊等 ※ ※ ※ ※ 

火災 ※ ※ ※ ※ 

合 計 約２０棟 約３０棟 約１０棟 約１０棟 

                  

２ 人的被害                               ※ 被害わずか 

      想定地震 

被害 
過去地震最大モデル 

（※１） 
理論上最大想定モデル（※２） 

内閣府モデル 

（※３） 

最大震度 ５強 ６弱（陸側ケース） ５強（東側ケース） ６弱 

建物倒壊等 ※ ※ ※ ※ 

浸水・津波 ※ ※ ※ ※ 

急傾斜地崩壊等 ※ ※ ※ ※ 

火災 ※ ※ ※ ※ 

合 計 ※ ※ ※ ※ 
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３ ライフライン機能支障                ※ 被害わずか 

愛知県全体で被害が最大となるケース（冬 夕方１８時発災・発災１日後）     

上水道（断水） 約３０，０００人 

下水道（機能支障） 約１００人 

停電軒数 約１４，０００軒 

固定電話不通回線数 約４，３００回線 

携帯電話停波基地局率（※４） ８０％ 

都市ガス復旧対象戸数 ※ 

ＬＰガス機能支障世帯数 約９０世帯 

 

避難者数 

１日後 約８０人 

１週間後 約２，５００人 

１ヶ月後 約７００人 

帰宅困難者数（昼１２時発災） 約１，１００人 

災害廃棄物等 約２千㌧ 

（※１）過去に南海トラフで繰り返し発生している地震・津波のうち、発生した事が明らかな宝 

永・安政東海・安政南海・昭和東南海・昭和南海の５地震を重ね合わせたモデル。 

（※２）南海トラフで発生する恐れのある地震・津波のうちあらゆる可能性を考慮した最大クラ 

スの地震・津波を想定し、千年に一度あるいはそれよりもっと発生頻度が低いモデル。 

（※３）国が平成２４年８月２９日に公表したあらゆる可能性を考慮した最大クラスの地震・津 

波モデル。 

（※４）停電による基地局被害と固定電話の不通回線による基地局被害から停波基地局率を算出 

し、停電率・不通回線率の少なくとも一方は５０％を超える場合は、ランクＡとなり非 

常につながりにくくなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



地震災害対策計画 

第１編 総則／第３章 被害想定及び減災効果 

 - 8 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

震度分布 「過去地震最大モデル」による想定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

液状化危険度分布 「過去地震最大モデル」による想定 

 

※危険度判定には地盤改良等の液状

化対策効果は見込んでいない。 

液状化危険度分布：尾張西部、西三河南部、東三河を中心に、液状化危険度が高い地域が 

広がっている。 

震度分布：平野部や半島部において、広い範囲に渡り震度 6強以上の強い揺れが想定される 

一部の地域で、震度 7の非常に強い揺れが想定されるところもある。 
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震度分布 「理論上最大想定モデル」による想定（陸側ケース） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

液状化危険度分布 「理論上最大想定モデル」による想定（陸側ケース） 

※危険度判定には地盤改良等の液状

化対策効果は見込んでいない。 

震度分布：平野部や半島部において、非常に広い範囲にわたり震度 6強の強い揺れが想定される。 

また、広い範囲で震度７の非常に強い揺れが予想される。 

液状化危険度分布：尾張西部、西三河南部、東三河の平野部を中心に、液状化危険度が高い地域

が広がっている。 
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震度分布 「理論上最大想定モデル」による想定（東側ケース） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

液状化危険度分布 「理論上最大想定モデル」による想定（東側ケース） 

※危険度判定には地盤改良等の液状

化対策効果は見込んでいない。 
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３ 東海地震・東南海地震等の被害予測 

(1) 調査の目的 

平成 4年度から 3年間かけて実施した調査から、県が実施した活断層調査や地下構造調査を 

通じて新しいデータが蓄積されるとともに、平成 13年度においては国の中央防災会議による 

東海地震、東南海・南海地震に係る想定震源域の見直しや震度分布など、地震に関する最新の 

知見が示されている。 

以上のような状況を踏まえ、県は、海溝型地震では、①想定東海地震、②想定東南海地震、 

③想定東海地震と想定東南海地震の連動、及び内陸型地震では、④養老－桑名－四日市断層帯 

等を想定して、最新の情報や予測技術を基本にした被害予測調査を平成 14年度及び平成 15年 

度の 2年間で実施した。 

(2) 調査結果の概要 

ア 前提条件 

  地震 

項目 
東海地震 東南海地震 

東海・東南海 

地震の連動 

養老・桑名・ 

四日市断層帯 

規模 Ｍｗ７．９６ Ｍｗ８．１５ Ｍｗ８．２７ Ｍ７．４ 

震源の位置 駿河湾 串本沖～浜松沖 串本沖～駿河湾 岐阜県～三重県 

震源の深さ 約 10～30ｋｍ 約 5～18ｋｍ 

想定ケース ①冬早朝 5時 ②春秋昼 12時 ③冬夕刻 18時 

調査単位 市町村又は 500ｍメッシュ 

調査項目 地震動、液状化、津波、建物崩壊、火災、交通施設・人的被害ほか 

  ＊Ｍｗ：モーメントマグニチュード  Ｍ：気象庁マグニチュード 
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(2) 想定の試算結果 

愛知県は、地盤のモデル化、海底地形・陸域の地形のモデル化等自然現象の調査、地震動の 

予測、液状化の予測等自然現象の予測、建物データの作成、ライフライン施設データの作成、 

交通データの作成、危険物データの作成等社会条件の調査を、市町村ならびに５００ｍメッシ 

ュ単位で行い、被害予測を行った。 

 

ア 時刻別人口   

     時  刻  ５時       １２時      １８時 

     人  口  約３２，２００人 約２５，０００人 約２８，０００人 

イ 建物棟数      約１３，０００棟 

ウ  液状化の状況    きわめて低い地域 

 

  地震名 

 

被害 

東海地震 東南海地

震 

東海・東南

海連動型 

断層（養老－

桑名－四日

市） 

東海・東南海 

連動 

県全体被害予

測 

全壊（棟） ０ ０ ０ ０ 98,000 

半壊（棟） ０ 約１０ 約３０ ０ 230,000 

火災（件） ０ ０ ０ ０ 1,200 

焼失棟数（棟） ０ ０ ０ ０ 49,000 

上水道（戸） ０ ０ 約１０ ０ 1,500,000 

都市ガス（戸） ０ ０ ０ ０ 930,000 

ＬＰガス（戸） ０ 若干 約２０ ０ 130,000 

電力（口） ０ ０ ０ ０ 640,000 

電話（件） ０ ０ ０ ０ 220,000 

下水道（人） ０ ０ ０ ０ 80,000 

死者（人） ０ ０ ０ ０ 2,400 

負傷者（人） ０ 若干 若干 ０ 66,000 

帰 宅 困 難 者

（人） 

約 1,400 

 

約 1,400 

 

約 1,400 

 

約 1,400 

 

980,000 

避難所生活者

（１日後）人 

０ ０ 若干 ０ 780,000 

※人的被害については、調査時刻のうち、最大値（早朝５時）を掲載 
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扶桑町予想震度（扶桑町地内の震度分布） 

   震度 

地震名 

５弱以下

(％) 

５強(％) ６弱(％) ６強(％) 

東海地震 １００ ０ ０ ０ 

東南海地震 ８５ １５ ０ ０ 

東海・東南海連

動型 

４７ ５３ ０ ０ 

断層（養老） ９８ ２ ０ ０ 

東海・東南海 

連動 

県内震度予測 

 

１９ 

 

３０ 

 

３９ 

 

１２ 

 

４ 濃尾地震の再来に係る被害予測結果 

（1）再来地震の内容 

明治24年10月28日、岐阜県本巣郡根尾村(現本巣市)を震源として発生した濃尾地震が、今 

日再び発生したと仮定したもの 

 

※ 内陸型大地震の発生の危険性や予知等は困難であるとされているので、内陸型大地震の一 

つの目安として今日再び濃尾地震が再来した場合の被害予測を行った。 

(2) 自然災害の予測結果 

ア 地震動の予測結果 

地震基盤（第四紀洪積層上面）上での最大加速度は、断層線上で約450 ガルを示すが、 

      断層から遠ざかるに従って急速に減衰している。本県内における地表面最大加速度は、断

層から約10km以内では、400ガルを超える地震動と予測される。 

イ 液状化危険度の予測結果 

（ｱ）濃尾平野北西部から南部に達する地区及びその周辺部では、かなり激しい液状化が発 

生すると予測される。 

（ｲ）豊田市内、知多半島北部の一部地域で液状化発生の可能性が高いと予測される。 

（ｳ）三河地区においても一部の地域で液状化の発生が予測される。 

(3) 物的被害の予測結果 

ア 振動による木造家屋の被害予測結果 

全県の全壊・半壊棟数は、約43万8千棟で、県全体の木造家屋約231 万棟の19％が被害 

を受けると予測される。 

全壊被害は、尾張地方の、特に最大加速度400ガル以上になる地域に集中すると予測さ 

れ、半壊被害の大半は、尾張地方の天白川以西に集中すると予測される。 

イ 地震災害による木造家屋の被害予測結果 

全県の被害は約1,400棟が焼失すると予測されているが、被害の多くは、名古屋市西部 

に集中している。 
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＜木造家屋の被害予測結果＞ 

 

※１ 木造建物棟総数：2,305,593 棟（平成2年１月1日を基準として各市町村から入手 

したもの） 

※２ （ ）内は、被害率（％）を示す。 

(4) 人的被害の予測結果 

地震動や建築物の被害予測結果を基に算定すると、本県全体で、死者数は約9千6百人、負

傷者数は約4万9千人と予測される。 

     ＜人的被害者数＞ 

         
 

５ 活断層に関する調査研 

(1) 尾張西部地域の活断層調査の結果 

   ア 岐阜 ― 一宮線 

大深度反射法探査結果から深さ 2,000m程度までの地下地質には、上下変位を示す累積 

的な構造は認められなかったため、岐阜 － 一宮線が大きな地震を繰り返し起こしてきた 

主要起震断層と想定することは困難である。しかし、地層の小規模な不連続は認められる 

ことなどから、比較的最近に活動を始めた断層であるために活動の痕跡を検出できなかっ 

た可能性もあるため、地震に対する注意は、引き続き怠るべきではないと判断される。 

（参考）地震調査研究推進本部による活断層の長期評価 

［主要活断層帯の長期評価の概要（算定基準日 令和 2年（2020年））1月 1日）］ 
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注）・「ほぼ０%」とあるのは、0.001%未満の確率値を表す。 

  ・活断層における今後 30 年以内の地震発生確率が 3%以上を「Ｓランク」、0.1～3％を「Ａラ

ンク」、0.1%未満を「Ｚランク」、不明（すぐに地震が起きることが否定できない）を「Ｘラ

ンク」と表記している。 

・地震後経過率が 0.7以上である活断層については、ランクに「＊」を付記している。 

・複数の都道府県に位置している主要活断層帯については、位置している全ての都道府県の欄

に掲載している。 

・再掲した主要活断層帯名を薄緑色で示している。 
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第４章 基本理念及び重点を置くべき事項 

 

第１節 防災の基本理念                           

「みんなの笑顔が かがやくまち 扶桑町」をまちづくりの視点とし、子どもから高齢者まで「み

んな」が笑顔で過ごせるまちづくりを進めている本町おいて、防災とは、町民の生命、身体及び

財産を災害から保護する最も基本的で重要な施策である。  

南海トラフ全域で、30 年以内にマグニチュード８以上の地震が起きる確率は 70％～80％程度

と予測されており、この地域は、巨大地震がいつ起きてもおかしくない状況にある。  

災害の発生を完全に防ぐことは不可能であることから、災害時の被害を最小化し、被害の迅速 

な回復を図る「減災」の考え方を防災の基本理念とし、たとえ被災したとしても人命が失われな 

いことを最重視し、また経済的被害ができるだけ少なくなるよう、災害に備えていかなければな 

らない。  

町を始めとする各防災関係機関は、「第３章 被害想定」及び過去の災害から得られた教訓を 

踏まえ、適切な役割分担及び相互の連携協力の下、それぞれの機関の果たすべき役割を的確に実 

施していくとともに、多様な主体が自発的に行う防災活動を促進し、町民や事業者、自主防災組 

織、ボランティア等と一体となって取組みを進めていかなければならない。 

また、女性や高齢者、障がい者などの参画を拡大し、男女共同参画その他多様な視点を取り入 

れるとともに、科学的知見及び災害から得られた教訓を踏まえ絶えず改善を図っていくこととす 

る。  

 

防災には、時間の経過とともに災害予防、災害応急対策、災害復旧・復興の３段階があるが、 

それぞれの段階における基本理念は次のとおりである。 

１ 災害予防段階 

災害の規模によっては、ハード対策だけでは被害を防ぎきれない場合もあることから、ソフ 

ト施策を可能な限りすすめ、ハード・ソフトを組み合わせて一体的に災害対策を推進する。 

２ 災害応急対策段階 

(1) 発災直後は、可能な限り被害規模を早期に把握する。また、時間の経過に応じて的確な情報 

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。 

(2) 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、障がい者その他の特に配慮を 

要する者（以下「要配慮者」という。）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。 

３ 災害復旧・復興段階 

発災後は、速やかに施設を復旧するとともに、被災者に対して適切な援護を行うことにより、 

被災地の復興を図る。なお、大規模災害時には、復興計画を作成し、関係機関の諸事業を調整 

しつつ、計画的に復興を進める。 

 

第２節 重点を置くべき事項                          

防災基本計画及び「第３章 被害想定」を踏まえ、本町の地域の防災対策において、特に重点 

を置くべき事項は次のとおりとする。 

１ 揺れ対策の充実に関する事項 

  地震による建築物の倒壊等から町民の生命や財産を保護するため、住宅や学校施設及び不特 
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定多数の者が利用する大規模建築物等や地震の際の避難などに必要な道路沿いの建築物、防災 

拠点となる建築物の耐震化を促進すること。 

  また、上下水道、道路、鉄道、農業水利施設等の社会インフラの耐震性強化を図ること。ま 

た、道路については、広域交通ネットワークのリダンダンシーを確保する観点から整備を促進 

すること。 

２ 大規模広域災害への即応力の強化に関する事項 

大規模広域災害にも対応し得る即応体制を充実・強化するため、発災時における積極的な情 

報の収集・伝達・共有体制の強化や、都道府県間・市町村間の相互支援体制を構築すること。 

また、町と企業等との間で協定を締結するなど、各主体が連携した応急体制の整備に努める 

こと。 

３ 被災地への物資の円滑な供給に関する事項 

被災地への物資の円滑な供給のため、被災地のニーズを可能な限り把握するとともに、ニー 

ズの把握や被災地側からの要請が困難な場合には、要請を待たずに必要な物資を送り込むなど、 

被災地に救援物資を確実に供給する仕組みを構築すること。 

４ 住民等の円滑かつ安全な避難に関する事項 

住民等の円滑かつ安全な避難を確保するため、ハザードマップの作成、避難勧告等の判断基 

準等の明確化、緊急時の避難場所の指定及び周知徹底、立退き指示等に加えての必要に応じた 

「屋内安全確保」の指示、避難行動要支援者名簿の作成及び活用を図ること。 

５ 被災者の避難生活や生活再建に対するきめ細やかな支援に関する事項 

被災者に対して避難生活から生活再建に至るまで必要な支援を適切に提供するため、被災者 

が一定期間滞在する避難所の指定、周知徹底及び生活環境の確保、被災者に対する円滑な支援 

に必要な罹災証明書の発行体制の整備、積極的な被災者台帳の作成及び活用を図ること。 

６ 事業者や住民等との連携に関する事項 

関係機関が一体となった防災対策を推進するため、扶桑町地域防災計画への地区防災計画の 

位置付けなどによる町と地区居住者等との連携強化、災害応急対策に係る事業者等との連携強 

化を図ること。 

７ 大規模災害からの円滑かつ迅速な復興に関する事項 

大規模災害が発生した場合に、円滑かつ迅速な復興に資するため、町は、住宅復興計画・体 

制の検討を進めるなど、住民の意向を尊重しつつ、計画的な復興が図られる体制を整備するこ 

と。 
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第５章 各機関の処理すべき事務又は業務の大綱 

 

第１節 実施責任                               

１ 町 

町は、災害対策基本法の基本理念にのっとり町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ため、防災の第一次的責務者として、指定地方行政機関、指定公共機 

関、指定地方公共機関及び他の地方公共団体の協力を得て防災活動を実施する。 

また、住民の防災事業への関心を喚起し、知識の普及・啓発に努めるとともに、防災に対応 

できる地域づくり、人づくりへの取り組みを住民とともに進める。 

２ 県 

県は、災害対策基本法の基本理念にのっとり県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ため、災害が町の区域を越えて広域にわたるとき、災害の規模が大き 

く町で処理することが不適当と認められるとき、あるいは防災活動内容において統一的処理を 

必要としたり、市町村間の連絡調整を必要とするときなどに、指定地方行政機関、指定公共機 

関、指定地方公共機関及び他の地方公共団体の協力を得て防災活動を実施する。 

また、町及び指定地方公共機関の防災活動を援助し、かつ、その調整を行う。 

３ 指定地方行政機関 

指定地方行政機関は、災害対策基本法の基本理念にのっとり町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ため、指定行政機関及び他の指定地方行政機関と相互に 

協力し、防災活動を実施するとともに、町及び県の活動が円滑に行われるよう勧告、指導、助 

言等の措置をとる。 

４ 指定公共機関及び指定地方公共機関 

指定公共機関及び指定地方公共機関は、災害対策基本法の基本理念にのっとりその業務の公 

共性又は公益性にかんがみ、自ら防災活動を実施するとともに、町及び県の活動が円滑に行わ 

れるようその業務に協力する。 

また、指定公共機関及び指定地方公共機関は、指定行政機関、指定地方行政機関、町長に対 

し、応急措置の実施に必要な労務、施設、設備又は物資の確保について応援を求めることがで 

きる。 

５ 公共的団体及び防災上重要な施設の管理者 

公共的団体及び防災上重要な施設の管理者は、災害対策基本法の基本理念にのっとり平素か

ら災害予防体制の整備を図るとともに、警戒宣言発令時及び災害時には、応急措置を実施する。 

また、町その他防災関係機関の防災活動に協力する。 
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第２節 処理すべき事務又は業務の大綱                     

１ 町関係機関 

機関名 内 容 

扶桑町 (1) 災害予警報を始めとする地震に関する情報（東海地震に関する警戒宣

言、東海地震に関連する情報、南海トラフ地震に関連する情報等を含む。）

の収集伝達を行う。 

(2) 災害による被害状況の調査及び報告を行う。 

(3) 災害広報（東海地震に関する警戒宣言、東海地震に関連する情報、南

海トラフ地震に関連する情報（巨大地震警戒・巨大地震注意）等を含む。）

を行う。 

(4) 避難場所、避難路、消防用施設その他地震防災上緊急に整備すべき施

設等の整備を行う。 

(5) 地震防災応急対策を実施すべき事業所等に対し、必要に応じそのとる

べき措置について指示、要請又は勧告を行う。 

(6) 避難の勧告、指示を行う。 

(7) 被災者の救助を行う。 

(8) 災害時の医療、防疫その他保健衛生に関する応急措置を行う。 

(9) 消防活動及び浸水対策活動を行う。 

(10) 被災児童・生徒等に対する応急の教育を行う。 

(11) 公共土木施設、農林水産業施設等の新設、改良及び防災対策並びに災

害復旧を行う。 

(12) 農作物、家畜、林産物及び水産物に対する応急措置を行う。 

(13) 消防、浸水対策、救助その他防災に関する施設・設備の整備を行う。 

(14) 交通整理、警戒区域の設定、その他社会秩序の維持を行う。 

(15) 自主防災組織の育成及びボランティアによる防災活動の環境整備を

行う。 

(16) 防災上必要な教育及び訓練並びに防災思想の普及を行う。 

(17) 被災建築物･宅地の危険度判定等を行う。 

(18) 東海地震注意情報又は南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒・巨大

地震注意）が発表された段階から、応急復旧に必要な人員･資機材の確

認を行う。 

丹羽広域事務組合消

防本部・丹羽消防署 

 

 

 

(1) 消防活動を行う。 

(2) 被災者の救助を行う。 

(3) 危険物施設の保安確保に必要な指導、助言、及び立入検査を行う。 

(4) 東海地震注意情報が発表された段階から、消防活動等に必要な人員、

資機材の確認を行う。 

扶桑町消防団 出火防止、初期消火及び人命救助等の防災活動に協力する。 

丹羽広域事務組合水

道部 

 

(1) 水道施設の応急措置及び災害復旧を行う。 

(2) 飲料水の供給を行う。 

(3) 東海地震注意情報が発表された段階から、応急復旧に必要な人員、資

機材の確認を行う。 
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２ 県関係機関 

機関名 内 容 

愛知県及び愛知県尾

張県民事務所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 災害予警報を始めとする災害に関する情報（東海地震に関する警戒宣

言、東海地震に関連する情報等を含む。）の収集伝達を行う。 

(2) 災害広報（東海地震に関する警戒宣言、東海地震に関連する情報等を

含む。）を行う。 

(3) 避難場所、避難路、その他地震防災上緊急に整備すべき施設等の整備

を行う。 

(4) 地震防災応急対策について、町長に指示し、又は、他の市町村長に応

援の指示を行う。 

(5) 避難の勧告、指示を代行することができる。 

(6) 町の実施する被災者の救助の応援及び調整を行う。 

(7) 災害救助法に基づく被災者の救助を行う。 

(8) 災害時の医療・防疫その他保健衛生に関する応急措置を行う。 

(9) 町の実施する消防活動及び浸水対策活動に対する指示及び調整を行

う。 

(10) 被災児童・生徒等に対する応急の教育を行う。 

(11) 緊急車両の通行を確保するための道路啓開を行う。 

(12) 公共土木施設、農林水産業施設等の新設、改良及び防災対策並びに災

害復旧を行う。 

(13) 農作物、家畜、林産物及び水産物に対する応急措置を行う。 

(14) 緊急通行車両等の確認及び確認証明書の交付を行う。 

(15) 消防、浸水対策、救助その他防災に関する施設・設備の整備を行う。 

(16) 救助物資、化学消火薬剤等必要資機材の供給又は調達若しくはあっせ

んを行う。 

(17) 危険物等施設の保安確保に必要な指導、助言及び立入検査を行う。 

(18) 自衛隊の災害派遣要請を行う。 

(19) 有毒性ガス、危険物等の発生及び漏えい(流出)による人体、環境に及

ぼす影響の調査並びにその対策等安全確保を行う。 

(20) 自主防災組織の育成及びボランティアによる防災活動の環境整備を

行う。 

(21) 防災上必要な教育及び訓練並びに防災思想の普及を行う。 

(22) 防災ヘリコプター、災害対策用指揮車、可搬型衛星通信局を活用する

とともに、調査班を編成し、被害状況の把握を行う。 

(23) 町の実施する被災建築物･宅地の危険度判定等に対する支援・ 調整を

行う。また、応急仮設住宅の建設を行う。 

(24) 被災者生活再建支援法に基づき、被災世帯に対する支給金の支給を行

う。 

(25) 東海地震注意情報が発表された段階から、公共土木施設を巡視･点検

し、応急復旧に必要な人員･資機材の確認を行う。 



地震災害対策計画 

第１編 総則／第５章 各機関の処理すべき事務又は業務の大綱 

 - 19 - 

愛知県犬山警察署 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 災害時又は警戒宣言発令時等における警備対策、交通対策等の企画調

整及び推進に関することを行う。 

(2) 災害警備に関する災害非常用物資及び装備資機材の整備を行う。 

(3) 被害実態の早期把握と情報(東海地震に関する警戒宣言、東海地震に関

連する情報等を含む。)の伝達を行う。 

(4) 災害を拡大させるおそれのある設備又は物件の除去を行う。 

(5) 避難の指示又は警告及び誘導を行う。 

(6) 人命救助を行う。 

(7) 行方不明者の捜索及び遺体の検視を行う。 

(8) 災害時又は警戒宣言発令時等における交通秩序の保持を行う。 

(9) 警察広報を行う。 

(10) 災害時における各種犯罪の取締りを行う。 

(11) 他の機関の行う災害応急対策又は地震防災応急対策に対する協力を

行う。 

(12) 緊急輸送の確保のため、車両の通行を禁止･制限する。 

(13) 緊急通行車両等の事前審査及び確認を行う。 

(14) 一般社団法人愛知県警備業協会との協定に基づき、警備員の出動要請

を行う。 

愛知県江南保健所 災害時の防疫その他保健衛生に関する応急措置を行う。 

愛知県一宮建設事務

所 

(1) 公共土木施設に対する応急措置を行う 

(2) 公共土木施設の新設、改良及び防災並びに災害復旧を図る。 

 

３ 指定地方行政機関 

機関名 内 容 

名古屋地方気象台 

 

 

 

 

 

 

 

（1）気象、地象、地動及び水象の観測並びにその成果の収集及び発表を行

う。 

（2）気象、地象（地震にあっては、発生した断層運動による地震動に限る。）

及び水象の予報並びに警報等の防災気象情報の発表、伝達及び解説を行

う。 

（3）気象業務に必要な観測、予報及び通信施設の整備に努める。 

（4）地方公共団体が行う防災対策に関する技術的な支援・助言を行う。 

（5）防災気象情報の理解促進、防災知識の普及啓発に努める。 

中部地方整備局 

 

(1) 災害予防 

ア 所管施設の地震に対する安全性を確保するため、緊急性の高い箇所

から計画的・重点的に耐震性の確保に努める。 

イ 地震発生後の応急復旧を円滑に進めるために災害応急復旧用資機材

について備蓄等を推進する。 

ウ 防災訓練は、実践的な方法をもって実施する。 
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エ 大規模災害による被災施設の復旧等をより迅速、確実、効果的に行

うため、公共土木施設等の被災状況モニター制度及びボランティ 

アによる活動で被災状況把握及び応急対策等に対する防災協力活動を

行う防災エキスパート制度を活用する。 

オ 震災時の緊急物資並びに人員輸送用岸壁等の整備に関する計画・指

導及び事業を実施する。 

カ 関係機関との連携による災害に強い地域づくり計画の策定 

(2) 地震防災応急対策 

ア 警戒宣言が発令された場合、緊急輸送路を確保する等の目的で実施

される交通規制に協力する。 

イ 道路利用者に対して、東海地震に関連する情報等及び交通規制等の

情報提供を道路情報板や道の駅等の道路情報提供装置を用いて行い、情

報の周知を図るとともに、低速走行の呼びかけを行う。 

(3) 初動対応 

ア 情報連絡員（リエゾン）等及び緊急災害対策派遣隊（TEC-FORCE）を派

遣し、被災地方公共団体等が行う、被災状況の迅速な把握、被災地へのア

クセス確保、被害の発生及び拡大の防止、被災地の早期復旧その他災害応

急対策に対する支援を行う。 

イ 緊急車両の通行を確保するため、関係機関と調整を図りつつ、道路

啓開を行う。 

(4) 応急復旧 

ア 気象庁が地方整備局管内で震度 4以上を発表した場合、自動的に職

員が参集する等の災害対策体制を整え所掌業務を実施する。 

イ 災害発生後の応急対策を実施する際、防災関係機関と密接な連絡を

保ち、協力を行う。 

ウ 災害発生時における緊急輸送道路の確保として、関係機関と調整を

図りつつ、路上障害物の除去等を実施する。 

エ 地震発生後、体制を速やかに整え、所管施設の緊急点検を実施する。 

オ 要請に基づき、中部地方整備局が保有している防災ヘリコプター、

災害対策用機械、油回収船、浮体式防災基地等を被災地域支援のため

出動させる。 

 

４ 自衛隊 

機関名 内 容 

自衛隊 (1) 災害派遣の準備 

ア 防災関係資料（災害派遣に必要な情報）の収集を行う。 

イ 災害派遣計画を作成する。 

ウ 災害派遣計画に基づく訓練を実施し、本部訓練を含めた防災訓練等

に積極的に参加する。 

(2) 東海地震注意情報の発表に伴う措置 

ア 師団司令部に指揮所を開設する。 

イ 各部隊は災害派遣準備に着手する。 
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ウ 連絡班及び偵察班の派遣を準備する。 

エ 航空機の一部を守山駐屯地等に移動し、指揮・連絡活動を実施する。 

(3) 警戒宣言が発せられたときの措置 

ア 非常勤務態勢に移行し、全力をもって災害派遣準備を促進する。 

イ 北陸及び滋賀県所在部隊を東海地区へ集中する。 

ウ 所要の航空機を小牧基地に移動し、必要に応じ航空偵察を実施する。 

エ 愛知県地震災害警戒本部（状況により他の機関）へ連絡班（連絡幹

部）を派遣する。 

(4) 発災後の対処 

ア 即時救援活動 

人命救助を最優先して救援活動を実施する。 

イ 応急救援活動 

方面隊の命令に基づき、救援活動を実施する。 

ウ 方面隊による本格対処 

方面隊の対処構想に基づき、被害の状況を把握しつつ、関係機関と

密接に調整し、総力を結集して、効率的な救助活動を実施する。 

 

５ 指定公共機関 

機関名 内 容 

日本赤十字社 

 

(1) 南海トラフ地震に関連する情報の発表に伴い、救護班要員の確保、医

療救護班の派遣準備を行うとともに、医療器材、医薬品、血液製剤の現

有数の確認、救護資材の整備点検等を行う。 

(2) 避難所の設置に係る支援を行う。 

(3) 医療、助産、死体の処理（一時保存を除く。）の業務を行う。 

(4) 血液製剤の確保と供給を行う。 

(5) 日頃から備蓄してある赤十字救援物資（毛布、緊急セット等）を被災

者のニーズに応じて配分する。 

なお、配分にあたっては地方公共団体や防災ボランティア等の協力を

得ながら行う。 

(6) 義援金等の受付及び配分を行う。 

なお、配分については地方公共団体その他関係団体と配分委員会を組

織して義援金の迅速公正な配分に努める。 
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日本郵便株式会社 災害の発生時又はそのおそれがある場合においては、可能な限り窓口業

務を確保する。 

また、災害の態様、被災者・被災地の実情に応じ、次のとおり、郵便業

務に係る災害特別事務取扱い及び援護対策を迅速かつ的確に実施するもの

とする。 

(1) 被災者の安否通信等の便宜を図るため、被災地の郵便局において、被

災世帯に対し、通常葉書及び郵便書簡を無償交付するものとする。 

(2) 被災者が差し出す郵便物の料金免除を実施するものとする。 

(3) 被災者の救助を行う地方公共団体、日本赤十字社、その他総務省令で

定める法人又は団体にあてた救助用の現金書留郵便物等の料金免除を実

施するものとする。 

(4) 被災地の被災者の救助を行う地方公共団体等にあてた救助用の物を内

容とするゆうパックの料金免除を実施するものとする。 

(5) 被災者の救助を行う団体が被災者に配付する救助物資を購入するため

に必要な費用に充てるため、あらかじめ当該団体からの申請に基づき、

総務大臣の認可を得て、お年玉付郵便葉書等寄附金を配分する。 

中部電力株式会社

（※1）、株式会社Ｊ

ＥＲＡ 

(1) 電力設備の災害予防措置を講ずるとともに、東海地震注意情報が発表

された場合、並びに南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）が発せら

れた場合又は警戒宣言が発せられた場合には電力施設の応急安全措置等

災害予防に必要な応急対策を実施する。 

(2) 発災後、被災状況を調査し、その早期復旧を図る。 

(3) 他電力会社との電力緊急融通のための対策を実施する。 

（※1）中部電力パワーグリッド株式会社及び中部電力ミライズ株式会社を 

含む。（以降同じ。） 

東邦瓦斯株式会社 

 

(1) ガス施設の災害予防措置を講じるとともに、地震防災応急対策に係る

措置を実施する。東海地震注意情報が発表された場合、災害対策本部を

設置し、必要な応急対策の準備を行う。 

(2) 発災後は、被災施設の復旧を実施し、早期供給再開を図る。 

日本通運株式会社、

福山通運株式会社、

佐川急便株式会社、

ヤマト運輸株式会

社、西濃運輸株式会

社  

国、地方公共団体等からの要請に応じて、災害応急対策の実施に必要な

物資又は資材の輸送を行う。 

 

西日本電信電話株

式会社 

(1) 警戒宣言並びに東海地震予知情報、東海地震注意情報、東海地震に関

連する調査情報（臨時）等の正確かつ迅速な収集、伝達を行う。 

(2) 警戒宣言並びに東海地震予知情報、東海地震注意情報、東海地震に 

関連する調査情報（臨時）等が発せられた場合及び災害応急措置の実 

施に通信が必要な場合に通信設備を優先的に利用させる。 

(3) 地震防災応急対策を実施するために必要な公衆通信施設の整備を行

う。 

(4) 発災後に備えた災害応急対策用資機材及び人員の配備を行う。 
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(5) 災害時における公衆通信の確保並びに被災施設及び設備の早期復旧を

図る。 

(6) 気象等警報を町へ連絡する。 

(7) 電話サービス契約約款等に基づき、災害関係電報電話料金等の免除を

行う。 

エヌ・ティ・ティ・

コミュニケーショ

ンズ株式会社 

 

 

(1)  災害時における情報等の正確かつ迅速な収集、伝達を行う。 

(2)  災害応急措置の実施に必要な通信に対し、通信設備を優先的に利用さ 

せる。 

(3)  発災後に備えた災害応急対策用資機材及び人員の配備を行う。 

(4)  災害時における通信の確保並びに被災施設及び設備の早期復旧を図 

る。 

(5)  電話サービス契約約款等に基づき、災害関係電話料金等の免除を行う。 

ＫＤＤＩ株式会社 (1)  災害対策本部を設置し、直ちに地震防災応急対策を行う。 

(2)  災害時における電気通信の確保、被災施設及び設備の早期復旧を図る。 

(3)  災害応急措置の実施に必要な通信に対して、防災関係機関からの要請 

により優先的に対応する。 

株式会社ＮＴＴド

コモ 

(1)  警戒宣言並びに東海地震予知情報、東海地震注意情報、東海地震に関 

連する調査情報（臨時）等の正確かつ迅速な収集、伝達を行う。 

(2)  警戒宣言並びに東海地震予知情報、東海地震注意情報、東海地震に関 

連する調査情報（臨時）等が発せられた場合及び災害応急措置の実施に

通信が必要な場合に通信設備を優先的に利用させる。 

(3)  発災後に備えた災害応急対策用資機材及び人員の配備を行う。 

(4)  災害時における携帯電話の通信確保並びに被災施設及び設備の早期復 

旧を図る。 

(5)  携帯電話等サービス契約約款等に基づき、災害関係携帯電話料金等の 

免除を行う。 

ソフトバンク株式

会社 

(1)  害時における重要通信の確保、及び被災した電気通信設備等の早期復 

旧を図る。 

(2)  災害応急措置の実施に必要な通信に対して、防災関係機関からの要請 

により優先的に対応する。 

(3)  災害時における情報等の的確かつ迅速な収集、伝達を行う。 

イオン株式会社 町からの要請に応じて、災害応急対策の実施に必要な物資の調達又は供給等

を行う。 

 

６ 指定地方公共機関 

機関名 内 容 

愛知県尾張水害予防

組合 

(1) 水防施設、資機材の整備と管理を図る。 

(2) 水防計画の策定及びその推進を図る。 

名古屋鉄道株式会社 (1) 線路、橋りょう、盛土等の管理を行う。 

(2) 停車場その他輸送に直接関係のある施設、電力施設、電気工作物、信

号保安施設、通信施設の保守及び管理を行う。 

(3) 災害により線路が不通となった場合、旅客の輸送手配や不通区間のバ
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スによる代行輸送を行う。 

(4) 旅客の避難、救護を実施する。 

(5) 死傷者の救護及び処置を行う。 

(6) 運転再開にあたり必要により抑止列車の車両の検査、乗務員の手配等

を円滑に行う。 

一般社団法人尾北医

師会扶桑大口支部 

(1) 医療及び助産の業務を行う。 

(2) 会員が開設する医療施設を臨時救護所、委託医療機関又は委託助産施

設として協力する。 

(3) 防疫その他保健衛生活動に協力する。 

一般社団法人愛知県

ＬＰガス協会 

(1) LPガス設備の災害予防措置を講ずる。 

(2) 発災後は、LPガス設備の災害復旧をする。 

 

７ 公共的団体及び防災上重要な施設の管理者 

機関名 内 容 

各土地改良区 

 

各土地改良区の管理するかんがい排水施設その他農地の保全又は利用上

必要な施設の補強、廃止、変更及び災害復旧を行う。 

愛知北農業協同組合 

扶桑支店 

扶桑町商工会 

被害調査を行い、対策指導並びに必要資機材及び融資のあっせんについ

て協力する。 

 

文化、厚生、社会団

体 

日赤奉仕団、女性の会等は、被災者の救助活動、義援金品の募集等につ

いて協力する。 

危険物施設の管理者 危険物施設の管理者は、防災管理上必要な措置を行い、防災活動につい

て協力する。 

その他重要な施設の

管理者 

その他重要な施設の管理者は、防災管理上必要な措置を行い、防災活動

について協力する。 

社会福祉法人扶桑町

社会福祉協議会 
(1) ボランティア活動の体制づくりに協力する。 

(2) 災害時要援護者の救援活動に協力する。 

各地区及び自治会 関係区域内の被害調査及び救援物資の配布等に協力する。 

自主防災組織・女性

消防クラブ 

関係地域内の被害調査及び避難所の運営等の応急対策を実施する。 
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第２編 災害予防 

第１章 防災協働社会の形成推進 

 

■ 基本方針 

○ 自然災害からの安全・安心を得るためには、行政による公助はもとより、町民一人ひとりの

自覚に根ざした自助、身近な地域コミュニティ等による共助が大切であり、国の「災害被害を

軽減する国民運動の推進に関する基本方針」を踏まえ、社会の様々な主体が協働して災害被害

の軽減に向けた防災活動を行う仕組みを構築していかなければならない。 

○ 大規模かつ広域的な災害においては、公助による対応には限界があることから、被災地内で

もできる限り助けを待つ「受援者」ではなく、自らの安全を確保した上で周囲を助ける「支援

者」として協力する体制の構築に努める。 

○ 被害を最小限にとどめ災害の拡大を防止するには、平素から住民等による自主防災組織を設

けて、出火防止、初期消火、被災者の救出救護、避難等を組織的に行うことが重要である。 

○ 企業は、顧客・従業員の生命、財産を守るとともに、企業にとって中核となる事業を継続あ

るいは早期に復旧させるための事業継続計画（Business Continuity Plan）（以下「ＢＣＰ」

という。）の策定に取り組むなど、予防対策を進める必要がある。 

 

■ 主な機関の措置 

区 分 機関名 主な措置 

第１節 

防災協働社会の形

成推進 

町 1(1) 地域における防災活動の継続的な推進の枠組

み作り 

1(2) 災害被害の軽減に向けた取組み 

第２節 

自主防災組織・ボ

ランティアとの連

携 

町 1(1) 自主防災組織等の育成 

1(2) 自主防災組織等における措置 

1(3) 連携体制の確保 

2(1) 防災リーダーの養成 

2(2) 防災リーダーのネットワーク化の推進 

3(1) ボランティアの受入体制 

4 自主防災組織等やボランティア団体との連携強化 

5 ネットワーク活動の推進 

第３節 

企業防災の促進 

企業 1(1) 事業継続計画の策定・運用 

1(2) 生命の安全確保 

1(3) 二次災害の防止 

1(4) 緊急地震速報受信装置等の活用 

1(5) 地域との共生と貢献 

県、町、商工団体

等 

2(1) 事業継続計画（ＢＣＰ）の策定促進 

2(2) 相談体制の整備 

 

第 1節 防災協働社会の形成推進                        

１ 町における措置 

（1）地域における防災活動の継続的な推進の枠組み作り 

町は、「新しい公」という考え方を踏まえ、町民、事業者、自主防災組織等と一体となって、 
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より幅広い連携による防災活動の推進や町民の防災意識の高揚を図るため、防災活動の継続的 

な取り組みを推進する枠組み作りに努めるとともに、あいち防災協働社会推進協議会が策定し 

た「災害に強い地域づくりに向けた活動方針」に基づいた活動を実施するものとする。 

（2）災害被害の軽減に向けた取組み 

町は、様々な主体を通じた防災知識の普及啓発に努めるものとする。また、各主体が連携し 

て防災活動に参加できるよう配慮するとともに、家庭や事業所等における安全に対する備えの 

促進を図るものとする。 

２ 町民の基本的責務 

(1) ｢自らの身の安全は自ら守る｣が防災の基本であり、町民はその自覚を持ち、平常時より災害 

に対する備えを心がけるとともに、災害の発生時には自らの身の安全を守るよう行動しなけれ 

ばならない。 

(2) いつどこでも起こりうる災害による人的被害、経済被害を軽減するための備えをより一層充 

実する必要があり、その実践を促進するよう、地域での働きかけ等に努めるものとする。 

(3) 災害時には、初期消火を行う、近隣の負傷者、避難行動要支援者を助ける、緊急避難場所や

避難所で自ら活動する、あるいは、国、公共機関、県、町等が行っている防災活動に協力する

など、防災への寄与に努めなければならない。 

３ 愛知県地震防災推進条例に基づく防災協働社会の形成 

   地震災害は突発的に発生するものであり、初期消火や救助等、地震発生直後の対策における 

自助、共助が果たす役割は極めて大きく、その後の生活環境維持も含め、行政だけでは時間的 

にも量的にも限界がある。 

また、住宅等の個人資産の地震対策においては、個人個人の対応が大きなウェイトを占める。 

  そこで、災害に強い社会とするため、行政のみならず、住民、事業者、NPO等の様々な主体が 

防災対策に参加し、自分たちの地域の問題として取り組む防災協働社会の形成を目指すものと 

する。 

４ 住民及び事業者による地区内の防災活動の推進 

(1) 町内の一定の地区内の住民及び当該地区に事業所を有する事業者は、当該地区における防災 

力の向上を図るため、共同して、防災訓練の実施、物資等の備蓄、高齢者等の避難支援体制の 

構築等自発的な防災活動の推進に努めるものとする。 

この場合、必要に応じて、当該地区における自発的な防災活動に関する計画を作成し、これ 

を地区防災計画の素案として町防災会議に提案するなど、町と連携して防災活動を行うことと 

する。 

(2) 町は、町地域防災計画に地区防災計画を位置付けるよう町内の一定の地区内の住民及び当該 

地区に事業所を有する事業者から提案を受け、必要があると認めるときは、町地域防災計画に 

地区防災計画を定めるものとする。 

 

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

 

 

１ 町における措置 

  町は、自主防災組織がＮＰＯ・ボランティア関係団体等、消防団、女性消防クラブ、企業、

学校、防災ボランティア団体など防災関係団体同士と顔の見える密接な関係（ネットワーク）

を構築することを推進するため、ネットワーク化を図る防災訓練に取り組むなど必要な事業の

実施、支援及び指導に努めるものとする。 

(1) 自主防災組織の推進 

ア 自主防災組織の設置・育成 

実施担当 福祉児童課、災害対策室 
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町は、「扶桑町自主防災組織設置推進要綱」に基づき、地域住民、施設及び事業所などに

よる自主防災組織の設置・育成に努めるものとする。その際、女性の参画の促進に努めるも

のとする。 

イ 自主防災組織等の環境整備 

町は、自主防災組織の育成・強化を図り、消防団とこれらの組織との連携等を通じて、地

域コミュニティの防災体制の充実を図るものとする。また、研修の実施等による防災リーダ

ーの育成、多様な世代が参加できるような環境の整備等により、これらの組織の日常化、訓

練の実施を促すものとする。 

（2）防災ボランティア活動の支援 

ア ボランティアコーディネーターの確保 

大地震により、行政、町民、自主防災組織などに対応困難な大規模災害が発生した場合

に、ボランティアがその力を十分に発揮するため、ボランティアと被災地からの支援要請

との調整役となるボランティアコーディネーター（以下「コーディネーター」という。）の

確保に努めるものとする。 

イ 防災ボランティア活動の環境整備 

町は、社会福祉協議会、日本赤十字社及びＮＰＯ・ボランティア等（以下「ＮＰＯ・ボラン

ティア関係団体等」という。）との連携を図り、災害時においてボランティアの活動が円滑に

行われるよう活動環境の整備を図る。 

（3）連携体制の確保 

日頃から地域の防災関係者間の連携を取ることが重要である。そのため、町は、平常時か

ら自主防災組織、ＮＰＯ・ボランティア関係団体等との連携を進めるとともに、災害時には

多様な分野のＮＰＯ等とも協力体制を確保できるよう連携体制の整備に努めるものとする。  

２ 自主防災組織における措置 

自主防災組織は、地域の実情に応じた防災計画に基づき、平常時、警戒宣言発令時及び災害

発生時において効果的に防災活動を行うよう努めるものとする。 

(1) 平常時の活動 

ア 情報の収集伝達体制の確立 

イ 防災知識の普及及び防災訓練の実施 

ウ 火気使用設備器具等の点検 

エ 防災用資機材の備蓄及び管理 

(2) 警戒宣言発令時の活動 

ア 町、消防機関等からの情報の伝達 

イ 住民のとるべき措置の呼びかけ 

ウ 高齢者や病人の安全確保 

エ 発災に備えた防災資機材等の点検、確保 

(3) 災害発生時の活動 

ア 初期消火の実施 

イ 地域内の被害状況等の情報収集 

ウ 救出・救護の実施及び協力 

エ 住民に対する避難命令の伝達 

オ 集団避難の実施 

カ 炊き出しや救助物資の配分に対する協力 

３ 防災リーダーの養成とネットワーク化の推進 

(1) 防災リーダーの養成 

町は、地域防災の中心として情報の収集や伝達・発信を行える災害に対する知識や防災活動
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の技術を習得した地域の実践的リーダーの養成に努めるものとする。 

（2）防災リーダーのネットワーク化の推進  

防災リーダーが、各々の地域において自主防災活動を展開するのを支援するため、町は、防 

災リーダーの継続的な資質向上に努めるとともに、防災リーダーのネットワーク化を推進する。 

また、防災リーダーが地域や企業等の自主防災活動等において円滑な活動ができるよう、町

は防災リーダーを積極的に活用するものとする。 

４ ボランティアの受入体制の整備及び協力・連絡体制の推進 

(1) ボランティアの受入体制の整備 

ア 町は、あらかじめ平常時において定期的に災害発生時の対応や連絡体制について、ＮＰＯ・

ボランティア関係団体等との意見交換に努める。 

イ 町は、ボランティアの受入れに必要な机、イス及び電話等の資機材を確保して、災害ボラ

ンティアセンターを設置する。 

ウ 町は、災害時にコーディネーターを派遣することを協力するＮＰＯ・ボランティア関係団 

体（以下「協力団体」という。）にコーディネーターの派遣を要請する。 

エ 町の災害ボランティアセンターに派遣されたコーディネーターは、ボランティアの受入れ

を行う。 

オ 町は、防災訓練等においてボランティア協力団体の協力を得て、災害ボランティアセンタ

ーの立ち上げ訓練を行う。 

(2) ボランティアコーディネーター養成講座の開催 

町は、ＮＰＯ・ボランティア関係団体等と相互に連絡し、ボランティアとして被災地の支援

をしたい者と支援を求める者との調整役となるコーディネーターの確保に努めるものとする。 

このため、町等は、ボランティアコーディネーターの養成に努めるとともに、養成したボラン

ティアコーディネーターに対し、コーディネートの知識・技術の向上を図るためのフォローア

ップ研修等を実施する。 

なお、町等は、養成したボランティアコーディネーターに県が実施するフォローアップ講座 

等を受講させるものとする。 

(3) ＮＰＯ・ボランティア関係団体等との連携 

  町は、災害時におけるボランティアの円滑な受入れ及びボランティアの効果的な活動を担保

するため、平常時からＮＰＯ・ボランティア関係団体等と連携して、受援体制の構築・強化

を図る。 

また、地域での連絡会の設置・協定の締結などにより、ＮＰＯ・ボランティア関係団体等 

との連携に努める。 

(4) 防災ボランティア活動の普及・啓発 

  町は、ボランティア活動に対する意識を高めるとともに、災害時にボランティア活動を行い 

やすい環境づくりを進めるために、普及・啓発活動を行う。特に、「防災とボランティアの日」 

及び「防災とボランティア週間」においては、防災ボランティアフェアの開催などの広報・啓 

発活動を行うように努めるものとする。また、若年層の活動がとりわけ期待されていることか 

ら、教育委員会や学校等と連携し、学生等が日常生活で災害について学ぶ機会を充実させるも 

のとする。 

５ 自主防災組織と防災関係機関等とのネットワーク活動の推進 

  町は、自主防災組織が消防団、女性消防クラブ、企業、学校、防災ボランティア団体など防

災関係団体同士と顔の見える密接な関係（ネットワーク）を構築することを推進するため、ネ

ットワーク化を図る防災訓練に取り組むなど必要な事業の実施、支援及び指導に努めるものと

する。 
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第３節 企業防災の促進                            

１ 企業における措置 

(1) 事業継続計画の策定・運用 

企業は、災害時の企業の果たす役割を十分に認識し、自らの自然災害リスクを把握するとと 

もに、リスクに応じたリスクコントロールとリスクファイナンスの組み合わせによるリスクマ 

ネジメントの実施に努めるものとする具体的には、各企業において、災害時に重要業務を継続 

するための事業継続計画（ＢＣＰ）を策定・運用するよう努める。 

また、防災体制の整備、防災訓練の実施、事業所の耐震化・耐浪化、損害保険等への加入や 

融資枠の確保等による資金の確保、予想被害からの復旧計画策定、各計画の点検・見直し、燃 

料・電力等重要なライフラインの供給不足への対応、取引先とのサプライチェーンの確保等の 

事業継続上の取組みを継続的に実施するなど事業継続マネジメント（ＢＣＭ）の取組を通じて、 

防災活動の推進に努めるものとする。 

特に、食料、飲料水、生活必需品を提供する事業者や医療機関など災害応急対策等に係る業 

務に従事する企業等は、町が実施する企業等との協定の締結や防災訓練の実施等の防災施策の 

実施に協力するよう努める。 

（2）生命の安全確保 

顧客及び自社、関連会社、派遣会社、協力会社などの役員・従業員の身体・生命の安全を確

保するものとする。 

（3）二次災害の防止 

落下防止、火災の防止、薬液漏洩防止、危険区域の立入禁止など、自社拠点における二次災

害防止のための安全対策の実施が必要である。 

（4）緊急地震速報受信装置等の活用 

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

止を図るため、緊急地震速報受信装置等の積極的活用を図るよう努めるものとする。 

（5）地域との共生と貢献 

緊急時における企業・組織の対応として、自社の事業継続の観点からも、地域との連携が必

要であることから、地元地域社会を大切にする意識を持ち、地域との共生に配慮するよう努め

る。 

企業の社会貢献の例としては、義援金・物資の提供、帰宅困難者等への敷地や建物の一部開

放、被災地域の災害救援業務を支援するために必要とされる技術者の派遣等がある。また、被

災時に救護場所や避難場所となる可能性が高い施設を企業が有する場合、当該施設の自家発

電・自家水源・代替燃料などを平常時から確保することが望ましい。 

２ 町及び商工団体等における措置 

町及び商工団体等は、企業のトップから一般職員に至る職員の防災意識の高揚を図るととも

に、事業継続計画（ＢＣＰ）等の策定を促進するための情報提供や相談体制の整備などの支援

等により企業の防災力向上の推進を図るものする。 

また、企業を地域コミュニティの一員としてとらえ、地域の防災訓練への積極的参加の呼び 

かけ、防災に関するアドバイスを行うものとする。 

（1）事業継続計画（ＢＣＰ）等の策定促進 

ア 普及啓発活動 

町及び商工団体等は、企業防災の重要性や事業継続計画（ＢＣＰ）等の必要性について積 

極的に啓発していくものとする。また、中小企業等による事業継続力強化計画に基づく取組 

等の防災・減災対策の普及を促進するため、連携して、事業継続力強化支援計画の策定に努 

めるものとする。 
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イ 情報の提供 

企業が事業継続計画（ＢＣＰ）等を策定するためには想定リスクを考える必要があり、そ

のため、町は策定している被害想定やハザードマップ等を積極的に公表するものとする。 

（2）相談体制の整備 

町及び商工団体等は、企業が被災した場合に速やかに相談等に対応できるよう、相談窓口・ 

相談体制等について検討するとともに、被災企業等の事業再開に関する各種支援について予め 

整理しておくものとする。また、町は、あらかじめ商工団体等と連携体制を構築するなど、災

害発生時に中小企業等の被害状況を迅速かつ適切に把握できる体制の整備に努めるものとす

る。 

 

◆ 附属資料 5-10「扶桑町自主防災組織設置推進要綱」 

◆ 附属資料 5-11「扶桑町女性消防クラブ連合会規約」 

◆ 附属資料 5-12「自主防災組織・女性消防クラブ組織一覧表」 
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第２章 建築物等の安全化 

 

■ 基本方針 

○ 現在、建築物の構造上の安全性は、建築基準法を基盤に日本建築学会等の技術基準によっ

てかなり高い水準が確保されているが、防災上重要な建物となる公共施設は、より強い地震

を想定して、一層耐震性を強化して崩壊防止に努める必要がある。 

○ 地震発生時の避難、救護、応急対策活動の本拠となる建築物の耐震性の強化を図るととも

に、その他の公共建築物についても耐震性の確保を図らなければならない。 

○ 大規模かつ広域的な災害時に発生する膨大な業務量（救出・救助活動等の初動対応、道路

啓開、がれき処理等の復旧活動、被災者の生活再建支援業務等）を軽減するためにも、住宅

等を含めた建築物の耐震化・不燃化を一層推進するとともに、非構造部材の転倒・落下防止

対策を推進する。 

○ 交通・ライフライン関係施設等は、住民の日常生活及び社会・経済活動上、欠くことので

きないものであり、地震発生後の災害復旧の根幹となるべき使命を担っているため、事前の

予防措置を日頃から講じておくことが重要かつ有効である。 

 

■ 主な機関の措置 

区 分 機関名 主な措置 

第１節 

建築物の耐震推進 

町 1(1) 総合的な建築物の耐震性向上の推進 

1(2) 「建築物の耐震改修の促進に関する法律」の適 

正な施行 

第２節 

交通関係施設等の

整備 

施設管理者等 1 施設の耐震性強化及び被害を最小限にとどめる予

防措置 

第３節 

ライフライン関係

施設等の整備 

施設管理者等 1 施設の耐震性強化及び被害を最小限にとどめる予

防措置 

第４節 

文化財の保護 

町 1 所有者と連携した適切な措置 

第５節 

地震防災上緊急に

整備すべき施設等

の整備 

町 1 ｢地震対策緊急整備事業計画｣及び｢地震防災緊急

事業五箇年計画｣に基づく施設等の整備 

 

第 1節 建築物の耐震推進                           

 

 

 

１ 町における措置 

(1) 総合的な建築物の耐震性向上の推進 

地震発生時の避難・救護拠点となる施設を始めとする既存建築物の耐震性の向上を図るため、 

「耐震改修促進計画」に基づき、総合的な建築物の耐震性向上の推進を図っていくこととする。 

特に、地震で建築物が倒壊することによる避難路の閉塞を防ぐために、優先的に耐震化に取 

実施担当 災害対策室、都市整備課 

     各公共施設における耐震化の推進については、関係各課 
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組むべき避難路を指定し、その避難路沿道建築物の耐震診断の結果報告を義務付けることや、 

ブロック塀等の付属物の耐震対策を推進することで、対象建築物の耐震性向上を図る。 

(2) 「建築物の耐震改修の促進に関する法律」の適正な施行 

建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づき、大規模な地震が発生した場合においてその

利用を確保することが公益上必要な建築物として、指定避難所等の防災上重要な建築物（昭和

56 年 5 月 31 日以前に着工した既存耐震不適格建築物に限る。）を指定し、耐震診断結果の報

告を義務付けることとする。 

２ 耐震改修促進計画 

(1) 既存耐震不適格建築物の耐震改修を促進するため「耐震改修計画」の認定制度、建築物の地 

震に対する安全性に係る認定制度等の適正な施行に努めることとする。 

(2) 「建築物の耐震改修の促進に関する法律」により策定した「耐震改修促進計画」に基づき、 

総合的な既設建築物の耐震性の向上を推進していくこととする。 

また、耐震改修促進計画において、耐震診断義務付け対象建築物として、指定避難所等の防

災上重要な建築物（昭和 56 年 5 月 31 日以前に着工した既存耐震不適格建築物に限る。）を指

定し、耐震診断結果の報告期限を定めることとする。 

(3) 学校、病院、百貨店、事務所等多数の人が利用する一定規模以上等の特定既存耐震不適格建 

築物の所有者・管理者等に対し、耐震診断及び耐震改修の実施について、パンフレットなどに 

より普及・啓発するものとする。 

３ 公共建築物の耐震性の確保・向上 

(1) 防災上重要な建築物 

災害対策は迅速かつ正確な情報伝達、適切な行動への指示及び安全な避難場所の確保が要求 

される。町は、これらの活動を円滑に進めるために次の町有施設のうちから応急対策の有効性、 

地域特性等を考慮し、特に防災上重要と思われる建築物を指定する。指定された各施設は耐震 

性の確保を図り、崩壊防止に努めるものとする。 

ア 震災時に避難誘導及び情報伝達、救助等の防災業務の中心となる役場、消防本部等 

イ 震災時に緊急の救護所、避難所となる病院、学校等 

(2) 防災上重要な建築物に対する対応 

ア 新設建築物の耐震設計、施工の確保 

イ 既設建築物の耐震診断及び町有施設地震対策総合計画の策定 

ウ 既設建築物のうち耐震性の不足する建築物の耐震改修の促進 

（3）その他の町有建築物の耐震性の確保 

既設の町有建築物については、前項の重要建築物に準じて、重要度に応じ順次耐震性の調査、 

補強計画を推進し、耐震性の確保、強化を図るものとする。 

（4）民間の防災上重要な建築物の耐震性の確保 

町は、学校、病院、劇場、スーパーマーケット等の多数の人が集合する建築物を中心に、民 

間の防災上重要建築物について耐震性の向上を図り、前項に準じて民間建築関係団体等の指導 

に努めるものとする。 

４ 一般建築物の耐震性の向上促進及び減災の推進 

(1) 個人住宅の耐震性能診断 

町は木造個人住宅を対象とした耐震診断を平成９年６月１日より実施している。 

なお、平成１４年度から旧基準木造住宅を対象に居住者負担ゼロの耐震診断を国、県、建築 

関係団体との連携のもと実施している。また、平成 15年度からは、県との連携のもと、無料 

耐震診断を受け０．７未満と診断された住宅を対象に、耐震改修工事に対する補助金制度を設 

け実施している。無料耐震診断、耐震改修費補助金の普及、啓発に努め、木造個人住宅の耐震 

化推進を図る。 
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(2) 特定建築物の耐震性の向上 

「建築物の耐震改修の促進に関する法律」では、「学校、病院、百貨店、事務所等多数の人

が利用する一定規模以上の特定建築物の所有者は、耐震診断を行い、必要に応じ、耐震改修

を行うように努めなければならない」としている。これら特定建築物のうち、一定規模以上

のものについては、建築物の所有者、管理者に対して普及・啓発を行う。 

(3) 指導用資料の作成、配布 

住宅の地震に対する知識を広めるため、建物等のわかりやすい補強方法等のパンフレットを 

配布するなど、その周知普及を図るものとする。 

(4) その他の安全対策 

住宅・建築物の構造強化だけでは十分とはいえず、ブロック塀の倒壊、家具の転倒、窓ガラ 

ス・天井の破壊・落下やエレベーターの閉じ込め、敷地の崩壊などに対する対策を推進する。 

５ 都市建築物の防災対策 

(1) 高層建築物の防災対策 

11階建以上又は高さ 31mを超える高層建築物については、消防機関の立入検査強化を始め、 

現行消防法に規定された消防用設備等の完全設置及びその維持管理についての適正な運用、防 

火管理者制度の円滑な推進を図るとともに、消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の励 

行について指導の強化に努めるものとする。 

また、長周期地震動の危険性や家具等の転倒防止の重要性について広く住民や事業者に周知 

し、高層階における室内安全対策を促進する。 

６ 被災建築物の応急危険度判定の体制整備 

(1) 応急危険度判定士の養成等 

町は、県や愛知県建築物地震対策推進協議会と協力して、建築士等を対象に判定士養成講習

会を実施し、判定士の養成に努めるものとする。 

（2）愛知県建築物地震対策推進協議会による相互支援体制の推進 

町及び建築関係団体は、震災時における応急危険度判定の実施をより迅速かつ的確に行うた 

め、愛知県建築物地震対策推進協議会において、県内市町村相互の支援・判定体制の確立に努

めるものとする。 

 

第２節 交通関係施設等の整備                         

 

 

１ 施設管理者等における措置 

施設ごとに耐震性を必要とされる構造物については、耐震性の強化を図るとともに、その他

の施設についても被害軽減のための諸施策を実施し、被害を最小限にとどめるよう予防措置を

講ずるものとする。 

２ 道路施設 

地震により道路及び道路の重要な構造物である橋梁、地下道、横断歩道橋等が損壊すること

は、震災時における住民の避難、消防、医療活動及び緊急物資の輸送等に大きな支障を生じる

ものであり、復旧時においても重大な障害となる。このため、道路施設が地震時においても、

その機能を発揮できるようにするため、まず点検を行い、これに基づき緊急度の高い箇所から

順次耐震性の向上を図る。 

なお、県では緊急輸送道路の指定を行っているが、本町においても主要幹線については本町 

独自の緊急輸送道路に指定し、安全性の確保を図る。 

また、新たに道路、橋梁等を建設する場合は、耐震性を配慮した道路施設の建設を積極的に

推進し、道路機能の確保を図る。さらに、道路・橋梁以外の道路構造物（横断歩道橋、盛土区

実施担当 関係機関、関係各課 
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間等）についても、耐震対策を必要とするものは、緊急度の高いものから順次整備する。 

(1) 道路・橋梁等の整備 

ア 道路の整備 

地震により発生が予想される道路の損壊としては、高架橋の倒壊、高盛土箇所の崩壊、沖 

積層地帯、埋立地内等軟弱地盤にある道路の亀裂沈下、ガス管、上下水道管等地下埋設物の 

破損に伴う道路の損壊等が想定される。このため、これら被害の想定される箇所を把握し、 

対策工法を決定するため点検を実施し、補強等対策工事の必要な箇所の指定を行い、緊急度 

が高く、かつ、実施可能な箇所から順次、対策工事を実施するとともに、国・県等の管理す 

る施設 

イ 橋梁等の耐震性の向上 

（ｱ）新設橋梁等 

新たに橋梁等を建設する場合は、耐震性に配慮した建設を積極的に推進し、道路機能の

確保を図る。 

（ｲ）既設橋梁等 

緊急輸送道路等における重要な橋梁について橋梁本体の耐震補強を推進する。また、橋

梁取付部の沈下の恐れがある地域においては、耐震補強に加えて段差対策を推進する。 

ウ ライフライン共同収容施設の整備 

       震災時において、電気、電話、ガス、上下水道等のライフラインの安全性・信頼性の向上 

を図り、また、道路上の工作物等をできる限り少なくして、災害応急対策の円滑な実施を図 

るため、ライフライン共同収容施設である共同溝・電線共同溝整備の取り組みを検討すると 

ともに、関係各方面に要望する。 

(2) 緊急輸送道路の指定 

扶桑町地内における愛知県緊急輸送道路の指定 

ア 国道４１号線（第１次緊急輸送道路） 

イ 県道一宮犬山線（第２次緊急輸送道路） 

(3) 重要物流道路の指定 

平常時、災害時を問わず安定的な輸送を確保するため、物流上重要な道路輸送網を重要物流

道路（代替・補完路を含む。）として国が指定を行う。指定された重要物流道路は、道路管理 

者が機能強化を実施する。 

(4) 沿道建築物に耐震診断を義務づける道路の指定 

南海トラフ地震等の大規模地震への備えとして、「建築物の耐震改修の促進に関する法律」 

に基づき、広域的な避難、救助の観点から必要な道路を、沿道建築物に耐震診断の結果の報告 

を義務づける道路として指定する。 

(5) 応急復旧作業のための事前措置 

発災後、緊急輸送のための道路交通を確保するため、以下の事前措置に取り組む。 

ア 応急復旧のための被害状況把握体制の確立と復旧用資機材の調達体制づくり 

発災後、道路等の被害状況の把握と復旧用資機材の事前調達のための体制づくりを行う。 

イ 応急復旧作業担当業者との協定 

発災後の復旧作業担当業者は、協定締結時に合わせて検討する。 

ウ 復旧資機材の把握 

地元協定業者が所有する復旧資材、機械及び作業員について、保有場所や保有量の実態把 

握に努める。 

３ 交通安全施設等 

災害時における緊急交通路の確保を図るため、交通安全施設等の増強、整備を関係機関に要 

請する。 
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また、阪神・淡路大震災においては、渋滞が著しく復旧作業が滞ったが、そのようなことの 

ないよう、適正な情報を収集・提供するとともに、迅速な規制処理に配慮する。 

また、地下道、横断歩道橋の安全性確保についても、調査を進めていく。 

(1) 増強すべき交通安全施設には、次のものがある。 

ア 信号機 

イ 信号機電源付加装置 

ウ 交通情報収集・提供機器 

エ 交通規制用資器材 

４ 鉄道 

阪神・淡路大震災においては、鉄道施設が各所で寸断され、復旧に 1年以上の歳月を要した。 

震災時には、道路が緊急輸送路として交通規制されることを考慮すると、住民の鉄道への依 

存性は、都市部におけるほど高くなる。本町においては、阪神地区ほど鉄道依存度は高くない 

が、鉄道施設については、十分に耐震性のあるものとし、必要な箇所については、補修、改良 

を図って耐震性の強化、並びにその整備に努める。 

また、運転規制、巡回、点検等によって予防対策を講じる。 

(1) 名古屋鉄道株式会社においては、以下の対策を講じる。 

ア  構造物の耐震性 

最近の構造物は、関係基準等に定められた耐震設計を行っている。 

しかし、古い構造物の中には転倒破壊等をしなかったものもかなりあるが、機会あるごと 

に最新の耐震設計に合うよう改良に努めており、引き続き耐震性の強化を図る。 

イ 鉄道施設等の点検巡回 

地震も含めた全体的な事故災害を防ぐ目的で技術係員による定期的な点検、巡回を行う。 

また、災害発生後速やかに緊急点検を実施する。 

ウ  運転規制 

地震等による異常事態が発生したときは、適切な判断に基づいて旅客の救護誘導を行う他、 

運転規制によって災害の防止に努める。 

(ｱ) 列車運転中に地震等による異常を感知したときは、速やかに列車を停止させる。 

(ｲ) 異常を認めた場合は、駅又は運転指令へ連絡して指示を受ける。 

(ｳ) 運転を再開する場合は、注意運転によって、最寄りの駅まで運転し、駅の指示を受ける。 

(ｴ) 状況により諸施設担当責任者は、施設の点検巡回の手配を行う。 

エ 利用客の安全確保 

地震等による異常事態が発生した場合に、適切な旅客の救護誘導が行えるよう、教育訓練 

を実施する。 

５ 河川 

河川、堤防については整備されつつあるが、地域開発の増進により排水量が急増し、施設の 

機能低下をきたしている箇所については、堤防のかさ上げ等の応急対策のほか、恒久対策とし 

て堤防の損傷に起因する浸水を未然に防止するため、河川の維持水位を極力低下させる河川改 

修計画を樹立するとともに、農業用取水施設として設けられている水門、ひ門等で耐震性の劣 

る施設については、地震に対してその機能が保持できるよう改築、整備を図る。 

(1) 町を流れる河川及び水路 

一級河川木曽川、庄内川水系合瀬川及び青木川、宮田用水路、木津用水路、般若用水路、丹 

羽用水路、入鹿用水路、昭和用排水路、小渕排水路、天神排水路 

(2) 総合治水対策 

   本町は、新川流域整備計画の中で保水地域に位置づけられ、農地の保全や宅地開発に対する 

総合的な治水対策が求められていることから、流域のもつ保水・遊水機能の確保及び災害の発 
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生の恐れのある地域での安全な土地利用の誘導等の措置と併せて、治水施設の整備を積極的に 

推進する。 

ア 個人を対象とした水田埋め立て防止協力金制度・雨水浸透桝設置費補助金制度の活用を促 

進し、流出抑止対策や、浸水地域における開発規制・盛土規制を行う。 

イ 公共施設敷地内への貯留施設設置をはじめ、貯留・地下浸透設備の設置を促進する。 

ウ 市街地内における河川・用排水周辺低地部分での調整池等治水施設整備を行う。 

エ 新規宅地開発時における各個貯留浸透施設の整備を図る。 

 

第３節 ライフライン関係施設等の整備                             
 

 

１ 施設管理者等における措置 

（1）施設の代替性及び安全性の確保 

電力施設、ガス施設、上水道、工業用水道、下水道、通信施設等の管理者は、ライフライン 

関係施設等について、地震災害においては耐震性の確保を図るとともに、系統多重化、拠点の 

分散、代替施設の整備等による代替性の確保を進めるものとする。 

（2）早期復旧や予防保全の迅速化に向けた相互の連携 

町は、停電や通信障害が広域的に発生する事態に備え、倒木の伐採・除去や道路啓開作業等 

の支援など、電力事業者、通信事業者、建設業団体、自衛隊等関係機関と早期復旧のための協 

力体制の整備を推進する。 

２ 電力施設 

中部電力株式会社は、災害時における電力供給を確保し、民心の安定を図るため、電力設備 

の防災対策に努めるものとする。 

(1) 設備面の対策 

ア 変電設備 

主要設備及び主要機器は、ほとんど被害が生じないものと思われるが、過去に発生した災 

害やこれに伴う被害の実態等を考慮し、各設備の被害防止対策を講ずる。 

イ 送・配電設備 

地震による不等沈下、地すべり等を生ずる軟弱地盤にある設備については、基礎の補強等 

による耐震対策を考慮するとともに、これらの地帯への設備の設置は極力避ける。 

(2) 体制面の対策  

ア 保安の確保 

設備の巡視・点検を行い、保安の確保を図る。 

イ 資機材等の確保 

災害時のために日ごろから資機材等確保の体制を確立する。 

(ｱ) 応急復旧用資機材及び車両 

(ｲ) 食糧その他の物資 

ウ 電力融通 

災害発生時に一時的に供給力が不足することも考えられるので、他電力との電力融通体制 

を確立する。 

３ ガス施設 

  都市ガスは、都市生活に欠かせないエネルギーであり、これを供給する施設に被害を受け、 

ガス供給が円滑に行われない場合には、日常生活に大きな影響を与えるので、地震による被害 

発生を軽減するとともに、万一の被害発生時には、二次災害の防止と早期復旧を図るため、次 

の対策を講じる。 

実施担当 関係機関、関係各課 
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東邦瓦斯株式会社は、各社の実情に応じて、以下の対策を実施する。 

(1) ガス工作物の耐震性の向上 

ア 製造設備 

設備の重要度に応じた耐震設計を行っているが、さらに、耐震性の維持強化に努める。 

イ 導管 

新設導管については、その重要度に応じた耐震設計を行い、既設導管については、設備の 

重要度に応じて、計画的に耐震性の高い導管への更新・更生修理等を進める。 

(2) 緊急操作設備の強化 

ア 設備の緊急停止装置等 

緊急時の保安確保を図るため、高中圧ガス製造設備への緊急停止装置の設置、液化ガス貯 

槽、大型の油貯槽、球型ガスホルダー、高圧導管への緊急遮断装置の設置を行う。 

イ 緊急放散設備等 

製造設備及び導管の減圧を安全に行うため、必要に応じ、緊急放散設備等を設置する。 

ウ 中圧 B導管・低圧導管 

迅速な地域ブロック化が可能となるよう、遮断する設備を整備する。 

エ 地震計の設置 

地震情報を速やかに入手し、地震の規模、被害程度を推定し、早急な応急対策を講じるた 

め、供給区域内主要点に地震計を設置し、地震データを収集できるよう整備する。 

オ 通信設備 

主要拠点間の情報連絡、データ転送、遠隔操作等に必要な無線設備の整備拡充を図る。ま 

た、緊急処理、復旧作業時の情報連絡のための移動無線等の整備拡充を図る。 

(3) 復旧体制の整備 

ア 関係官庁、一般社団法人日本ガス協会等との非常時の連絡体制の整備、強化を図る。 

イ 復旧動員体制（工事会社を含む）の整備、強化を図る。 

ウ 復旧を迅速に行うための、低圧導管の地区別ブロックの維持を図る。 

エ 復旧用資機材、飲料水、食糧等以下に示す物品について備蓄又は調達体制の整備を図る。 

（非常用資機材は、機工具、車両、燃料、救急医薬品、飲料水、食糧、代替熱源、その他） 

オ 導管管理図面の整備を図る。 

カ 教育・訓練の充実を図る。 

キ 需要家における地震時の処置に関する広報活動を推進する。 

ク 警察、消防、報道機関等との連携の強化を図る。 

ケ 社団法人日本ガス協会を通じた全国規模の救援隊受入れのため、応急復旧用資機材置場、 

駐車場、仮設現場事務用地、救援隊員用の宿泊施設、食糧・飲料水、その他必要物資、備品 

等の確保についての調査及び調達体制の整備を図る。 

コ 二次災害の防止や需要家の不安の解消を迅速に行い、また復旧作業の円滑な推進を図るた 

めの活動マニュアルの整備を進める。 

４ 上水道 

阪神・淡路大震災においては、断水によって消火活動が滞るなど、悲惨な事態が続発した。 

また、避難した住民の飲み水や生活用水にも不足した。震災による上水道への被害は、極力 

回避しなければならない。そのため、被害箇所をできる限り少なくし、断水時間をできる限り 

短縮するよう、施設の耐震性の強化に努めることが重要である。震災により水道が被害を受け 

た場合は、被害箇所の早期把握に努め、応急給水及び応急復旧作業を円滑に実施するために、 

活用可能の水源、配水池を最大限に利用するとともに、防災用資機材の整備拡充、防災非常体 

制の確立が必要である。他方、水道水によらずに井戸水等から生活用水を確保する方策につい 

ても、検討を進める。 
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(1) 施設の防災性の強化 

水道施設の耐震性については、施設の新設拡張、改良等の際に十分に耐震設計及び耐震施工

を考慮する必要がある。特に、避難路においては、津波からの円滑な避難を確保するため、水

道管等による二次災害を軽減するための措置を施すことに努めるとともに、軟弱地盤地帯等に

おける特殊工法などの調査研究に努めることも大きな課題である。また、水道施設による二次

災害の防止と応急給水を確保する観点から、配水池等において緊急遮断弁を設置していく必要

がある。 

(2) 応急給水用資機材の点検補修 

給水車、給水タンク、ドラム缶、ポリ容器、水袋、バケツ、ろ水機、消毒用塩素剤（次亜塩 

素酸ソーダ、塩素等）、水質検査用器具（残塩計、ｐH計）等の資器材を平素から整備し、点 

検補修しておかなくてはならない。また、借上げ可能な資器材については、その調達先、在庫 

数を平素から調査しておかなくてはならない。 

(3) 応急給水体制と防災用資機材の整備拡充 

水道施設の被災により、水道の給水機能を継続できなくなった場合は、住民が必要とする最 

低限の飲料水を確保するため、応急給水活動を実施する必要がある。この場合の給水場所は指 

定避難所、主要な医療施設、浄水場、水道各水源での拠点給水を原則とする。 

なお、上水道が使用できないケースも考え、井戸水の活用についての検討を進める。応急給 

水は、水道各水源（ポンプ場）で定着式発電機を運転し時間給水が行えるよう配水幹線等を最 

大限に利用する。なお、配水管は指定避難場所へ路上配管等応急布設を行うこともある。 

各水源の利用が困難な断水地域に対しては、給水タンク等による指定避難場所等の主要地点へ 

給水する。資器材については、必要なものは常備しているが今後諸情勢を勘案しながら、さら 

に整備拡充していくものとする。応急給水活動、水道施設の災害復旧等に要する職員の配置は、 

別に各分担を明確にした班編成表を作成し、臨機応変の措置も講じられるよう配置していくも 

のとする。 

なお、丹羽管工事業協同組合と連絡を密にし、その全面的協力を得て活動できるよう措置を 

とるものとする。 

(4) 防災非常時の協力体制の確立 

町自ら行う飲料水の供給あるいは水道施設の復旧が困難な場合は、愛知県及び県下全市町村 

による「水道災害相互応援に関する覚書」が交わされ、協力体制が確立されているので、この 

覚書により相互応援を要請するものとする。また、関係職員、関係業者及び関係行政機関等の 

非常招集、連絡体制を平素から確立しておくことが必要であり、毎年、非常通信連絡方法の調 

査を行う。 

５ 下水道 

下水道管理者は、下水道施設の計画、設計、施工及び維持管理に当たっては、「下水道施設の

耐震対策指針と解説（公益社団法人日本下水道協会）」及び「下水道の地震対策マニュアル（公

益社団法人日本下水道協会）」に適合させ、かつ、地域や地質の実状に応じて必要な対策を講じ

る。 

(1) 管渠施設の対策 

下水道管理者は、流下機能を確保することができないと予測される管渠から順次補強する。 

また、新たに下水管渠を敷設する場合には、基礎、地盤条件等、総合的な見地から検討し、

計画するが、地盤の悪い箇所に敷設する場合は、人孔と管渠の接合部に可撓性伸縮継手を使用

する等の工法で実施する。なお、液状化のおそれのある地盤に敷設する場合には、地盤改良等

の対策を実施する。 

(2) ポンプ場、終末処理場施設の対策 

下水道管理者は、最低限の下水処理機能を確保できないと予測される施設から順次補強する。 
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なお、液状化のおそれのある地盤に築造する場合には、構造物だけでなく、埋設配管の基礎

についても地盤改良等の対策を実施する。 

また、商用電力の停電時の対策として、必要に応じて自家発電設備等を整備する。 

(3) 復旧用資機材の確保 

下水道管理者は、可搬式排水ポンプその他復旧に必要な資機材の確保及び整備に努める。 

(4) 復旧体制の確立 

下水道管理者は、被災時には、町の職員、関係業者、手持ち機械器具、復旧用資機材だけで

は対応が不十分となることが予想されるため、「下水道事業災害時中部ブロック支援に関するル

ール」に基づき、中部 10県 4市の相互支援等の体制を確立する。 

(5) 民間団体等の協力 

下水道管理者は、発災後においても下水道施設の維持又は修繕が迅速かつ円滑に行われるよ

う民間事業者等との協定締結などに努める。 

６ 通信施設 

災害時における通信機能の確保は、社会的な混乱の防止、災害対策の適切かつ迅速な実施の

上からもきわめて重要な問題である。 

そのため、災害時において通信手段を確保する方策について、電気通信、専用通信、放送等

について検討する。また、これら施設の安全確保にも全力をあげて取り組む。 

(1) 電気通信 

ア 西日本電信電話株式会社、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 

西日本電信電話株式会社及びエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社は、国

内電気通信事業の公共性を鑑み、災害時においても通信の確保ができるよう、設備の耐震・

防火・防水、伝送路の多ルート化等の防災対策を推進し、被害の未然防止を図る。 

(ｱ) 設備の耐震対策 

a 建物、鉄塔の耐震対策 

b 通信機械設備の固定・補強等 

(ｲ) 防火・防水に対する対策 

a 防火シャッター、防火扉、防火壁の整備 

b 防水扉・防潮板の設置 

c下水管・ビル内のマンホール・洞道からの浸水防止 

d爆発性危険物の保管方法、整備及び取扱い方法の徹底 

(ｳ) 通信網の整備 

a 伝送器の多ルート化 

b 洞道網の建設促進及び整備 

(ｴ) 災害対策機器の整備 

a 孤立防止用衛星電話機の配備 

b 可搬型無線機の配備 

c 非常用移動電話局装置及び電源装置の配備 

d舟艇の配備 

e 防災用資機材の配備  

(ｵ) 防災に関する訓練 

a 災害予報及び警報伝達の訓練 

b 災害時における通信の疎通訓練 

c 設備の災害応急復旧訓練 

d 社員の非常呼集の訓練  

イ 株式会社ＮＴＴドコモ 
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株式会社ＮＴＴドコモは、移動通信事業の公共性を鑑み、災害時においても通信の確保

ができるよう、設備の耐震・防火・防水、伝送路の多ルート化等の防災対策を推進し、被

害の未然防止を図っている。 

なお、激甚な大規模災害が発生した場合には、速やかに通信機器の機能回復を図るとと

もに、他の利用可能な通信施設との連携を取り、通信手段を確保するための緊急対策及び

抜本対策を策定し、各種通信対策を図ることが必要である。 

(ｱ) 設備の耐震対策 

a 建物、鉄塔の耐震対策 

b 通信機械設備の固定・補強等 

(ｲ) 防火・防水対策 

a 防火シャッター、防火扉、防火壁の整備 

b 防水扉・防潮板の設置 

(ｳ) 通信網の整備 

a 伝送路の多ルート化 

b 重要通信センタの分散化 

(ｴ) 各種災害対策機器の配備 

a 移動無線基地局車の配備 

b 移動電源車の配備 

c非常用マイクロ設備の配備 

d衛星携帯電話及び携帯電話の配備 

（ｵ）防災に関する訓練 

a 災害予報及び警報伝達の訓練 

b 災害時における通信の疎通訓練 

c 設備の災害応急復旧訓練 

d 社員の非常呼集の訓練 

（ｶ）長時間商用電力供給停止による通信リソース停止対策 

蓄電池、発電装置の長時間化 

（ｷ）被災地域への通信の疎通確保対策 

a災害対策機器による通信の疎通確保 

b非常用基地局による通信の疎通確保 

ウ ＫＤＤＩ株式会社 

ＫＤＤＩ株式会社は、国際電気通信事業の公共性に鑑み、災害に際しても国際通信を確

保できるよう平素からその関連設備及び付帯設備の防災構造化を実施している。 

国際伝送路の多ルート化、代替伝送路の設定、国内伝送路の確保等については、国内外

の関係機関と密接な連絡調整を行う。 

激甚な大規模災害に備えて、阪神・淡路大地震を教訓に、長時間商用電力供給停止に対

する自家発電機用燃料補給対策の確立及び被災地域への国際通信の疎通確保対策の検討を

行う。 

(ｱ) 設備の耐震対策 

a 建物、鉄塔の耐震対策 

b 信機械設備の固定・補強等 

(ｲ) 防火対策 

a 防火シャッター、防火扉、スプリンクラー等消火設備の整備 

b 構内通信ケーブルの延焼防火措置の実施 

(ｳ) 通信網の整備 
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a 国際伝送路の多ルート化 

b 国内外代替伝送路の確保 

(ｴ) 防災に関する訓練 

a 災害予報及び警報伝達の訓練 

b 災害時における通信の疎通訓練 

c 国際通信設備等の応急復旧訓練 

d 社員の非常参集訓練 

(ｵ) 被災地域への通信の疎通確保対策の検討 

a 国際電話のオペレータによる取扱いと運用体制の検討  

b 車載地球局、可搬型地球局の利用による国際通信疎通手段確保の検討 

c 可搬型国際電話ブース配備の検討 

(ｶ) 緊急連絡手段確保対策 

a 緊急社員呼出しシステム導入の検討 

b アマチュア無線、防災無線、携帯電話、パソコン通信等を活用した連絡網導入の検 

討 

(ｷ) 緊急輸送対策 

委託ヘリコプターによる自家発電機用燃料補給及び復旧要員輸送ルートの整備 

エ ソフトバンク株式会社 

ソフトバンク株式会社は、電気通信事業の公共性に鑑み、災害時においても可能な限り

電気通信サービスを確保し提供できるよう、平素より通信設備等の信頼性向上に努める。 

(ｱ) 設備の耐震対策 

a 建物、鉄塔の耐震対策 

b 通信機械設備の固定・補強等 

(ｲ) 防火・防潮対策 

a 防火シャッター、防火扉、スプリンクラー等消火設備の整備 

b 防水扉・防潮板の設置 

(ｳ) 通信網の整備 

a 伝送路の多ルート化 

b 主要な中継交換機の分散設置 

c 主要な電気通信設備について、必要な予備電源を設置 

(ｴ) 防災に関する訓練 

a 災害予報及び警報伝達 

b 非常招集 

c 災害時における通信疎通確保 

d 各種災害対策用機器の操作 

e 電気通信設備等の災害応急復旧 

f 消防 

g 避難と救護 

(ｵ) 被災地域への通信の疎通確保対策の検討  

衛星回線により基地局伝送路の検討 

(ｶ) 緊急輸送対策  

委託ヘリコプターによる復旧要員輸送ルートの整備 

 (2) 専用通信 

無線を利用した専用通信は、防災関係機関の情報連絡手段として、きわめて有効な方法で 

ある。特に災害時における通信手段としては、最も重要な役割を果たすことが期待されてい 
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る。現在、県、町、警察、国土交通省、道路公団、さらに電力、ガス会社、私鉄等において、 

設置されているが、これら専用通信の確保については、各機関において具体的な計画を作成 

し、対応して行くべきものであるが、基本的には次のような点に特に留意していくことが重 

要である。 

ア 耐震性の強化 

建物及び装置等について、耐震性の強化に努める。 

イ 伝送路の強化 

通信機能を確保するために、バックアップ回線の設定、ルートの二重化等を促進する。 

また、避難場所等の地域拠点施設への災害情報の伝達手段として、地域系無線局の設置 

を促進する。 

ウ 装置、機材の充実 

予備電源、移動無線、可搬型無線機、携帯無線等の資機材の充実整備を図り、災害に備 

える。 

エ 定期的な点検の実施 

施設・装置の定期的な点検を実施する。 

オ 防災訓練等の実施 

通信機能の重要性を考慮し、平素から関係者による防災訓練を実施し、技術力の向上と 

機能の確保に努める。 

カ 移動系無線局の配備 

被災地において円滑な情報の収集伝達の手段を確保するため、地震に強い移動系無線局 

の効果的活用に努めるものとする。 

(3) 非常通信 

地震が発生し、又は発生する恐れがある場合において、無線局は、その目的、通信の相手 

方及び通信事項を越えて非常通信を実施することができるが、この事態に備えて、非常通信 

訓練等を実施し、災害の未然防止を図る。 

(4) 携帯電話の配備 

迅速かつ的確な応急対策活動を行うため、携帯電話の有効活用を図る。 

(5) 防災行政無線施設等の整備 

災害対策本部、町民、災害現場等を結ぶ防災行政無線施設（同報系、移動系）の整備拡充 

を行うとともに、国が推進するデジタル化に向けた必要な措置を講ずるものとする。 

     また、戸別受信機の整備拡充にも努めるものとする。 

(6) その他の通信手段の確保 

阪神・淡路大震災において活用された各種の通信手段を考慮して、震災時の通信手段を確 

保するため、以下のような方策の検討を行う。 

ア アマチュア無線の活用 

イ 放送事業者の活用 

ウ 臨時営業所の確保 

エ 国際公衆電話の臨時設置など 

オ インターネットの活用 

７ 農地及び農業用施設 

農地及び排水ポンプ、ひ門、水路等の農業用施設の災害は、農地、農業用施設のみに留ま 

らず、一般公共施設等にも広くその被害が及ぶことが予想されるため、老朽化施設等の整備 

を推進するとともに、適切な管理をすることが必要である。 

(1) 農地、農業用施設の災害発生を未然に防止し、農業生産性の維持及び農業経営の安定を図 

り、合わせて町土の保全に資するため、農地防災事業を実施していく。 
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第４節 文化財の保護                             
 

 

１  町における措置 

(1) 防災思想の普及 

文化財に対する町民の愛護精神を高め、防災思想の普及を図る。 

(2) 管理者に対する指導・助言 

管理者に対する防災知識の普及を図るとともに管理、保護について指導、助言を行う。 

(3) 連絡・協力体制の確立 

災害が発生した場合に備え管理者等は、町及び消防関係機関等との連絡・協力体制を確立す

る。 

(4) 適切な修理の実施 

適時、適切な修理を実施し、予想される被害を未然に防止する。 

(5) 防火・消防施設等の設置 

自動火災報知設備、貯水槽、防火壁、消防道路等の施設の設置を促進する。 

(6) 文化財及び周辺の環境整備 

文化財及び周辺の環境整備を常に実施する。 

２ 応急的な対策 

被害発生時の現場保存や緊急的保存措置の指導を行い、火災・散逸などの二次災害防止に努

める。 

３ 災害時の対応 

災害時には、次の対策を実施する。 

(1) 被害状況の把握と報告 

(2) 事後措置の指示・伝達 

 

第５節 地震防災上緊急に整備すべき施設等の整備                

 

 

町は、県による「地震防災緊急事業５箇年計画」に基づき、警戒宣言発令時の時の地震防災応 

急対策又は地震発生後の災害応急対策を実施する上で必要な施設等を整備する。 

１ 消防施設、資機材の整備 

(1) 地震発生時の予想される火災等に対処するため、飲料水兼用耐震性貯水槽等の整備を図る。 

(2) 町は、地震災害による救助活動等の消防活動を有効に実施するため、資機材等の整備を図る。 

２ 避難地等の整備 

  町は、住民の避難の円滑化と避難者に対する延焼防止からの保護を図るため、避難地標識の 

整備を図る。 

３ 緊急輸道路等の整備 

  緊急輸送を確保するために必要な道路の整備事業を実施する。 

４ 防災上重要な建築物の整備 

  町は、大規模な地震が発生又は発生するおそれのある場合、防災活動の迅速な実施と施設収 

容者の安全確保を図るため、収容施設の整備を図る。 

５ 公立小学校、中学校の整備 

  地震時における児童、生徒等の安全を確保すると共に、避難救護活動の拠点を確保するため、 

非木造建築物の改修事業、補強事業を実施する。 

実施担当 生涯学習課 

実施担当 各施設については、関係各課 
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６ 農業施設の整備 

  用水路等、堤体の老朽化による漏水や浸食等により安全性が低下して、改善を要するものな 

ど緊急度に応じて順次整備を図る。 

７ 単独事業等 

（1）防災対策事業 

町は、災害に強く安全なまちづくりを推進させるため、防災対策事業債を活用した防災対策

事業を実施する。 

（2）補助事業 

町は、県費補助金を活用した地震防災対象事業を実施する。 

 

◆ 附属資料 1-4「防災上の注意箇所」 

◆ 附属資料 1-5「水防注意箇所」 

◆ 附属資料 3-3「通信施設・設備等」 

◆ 附属資料 3-4「災害用伝言ダイアルのシステム図」 

◆ 附属資料 6-8「水道災害相互応援協定に関する覚書」 
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第３章 都市の防災性の向上 

 

■ 基本方針 

○ 都市計画のマスタープラン等に基づき、適切に土地利用計画を定め、道路・公園等の防災

上重要な都市施設の整備や建築物の不燃化を促進し、さらに都市基盤施設が不足する密集市

街地では、土地区画整理事業や市街地再開発事業等の面的整備事業を促進する。 

○ 広域かつ大規模な災害においては、応援部隊の活動拠点や仮設住宅建設、がれきの仮置場

となる空地が不足することが想定されるため、予めオープンスペースの活用方法について調

整しておく。 

 

■ 主な機関の措置 

区 分 機関名 主な措置 

第１節 

都市計画のマスタ

ープラン等の策定 

町 (1) 都市計画のマスタープランの策定 

(2) 防災街区整備方針の策定 

第２節 

防災上重要な都市

施設の整備 

町 (1) 都市における道路の整備 

(2) 都市における公園等の整備 

第３節 

建築物の不燃化の

促進 

町 (1) 防火・準防火地域の指定 

(2) 建築物の不燃対策 

第４節 

市街地の面的な整

備・改善 

町 (1) 市街地開発事業等の推進 

(2) 土地区画整理事業 

 

第 1節 都市計画のマスタープラン等の策定                            
 

 

町における措置 

(1) 都市計画のマスタープランの策定 

町都市計画マスタープランにおいて、都市の防災性の向上に関する方針等を示すとともに、

マスタープラン等に基づき、道路・公園等の防災上重要な都市施設等の整備を促進する。 

(2) 防災街区整備方針の策定 

地域の実情に基づき、必要に応じて防災街区整備方針を策定し、防災再開発促進地区等を定

める。 

 

第２節 防災上重要な都市施設の整備                         
 

 

町における措置 

(1) 都市における道路の整備 

都市内の道路は延焼遮断帯などの都市防災空間を形成するとともに、避難や消防活動、救援

活動のための空間を提供する機能を有している。 

実施担当 都市整備課、土木課 

実施担当 都市整備課 
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このため、特に密集市街地内の道路の計画に当たっては、地震等の災害時における避難や延

焼遮断帯としての機能、消防や救援のための活動空間を確保することを考慮した配置及び道路

構造を検討する。 

(2) 都市における公園等の整備 

都市における大震火災に対する安全性確保のためには、建築物の耐震不燃化とともに、緑地・

公園・道路等の防災空間（オープンスペース）を整備することが必要である。 

県及び町は、県広域緑地計画及び緑の基本計画に基づき、特別緑地保全地区や緑地保全地域

の指定、都市公園の整備を積極的に進めていく。 

都市公園は、過去の例が示すように震災時の避難場所、避難路あるいは救援活動の拠点とし

て、防災上重要な役割を持っており、都市公園の量的拡大そのものが、防火帯や避難場所等の

防災機能の増大を果たすことになることから、その整備を積極的に推進していく。 

また、都市内に残された緑地は、災害時における遮断地帯、緩衝地帯、避難地等として、有

効に機能するものである。また、住民の健康で安全な生活環境を確保するためにも、良好な自

然環境を有する緑地は、特別緑地保全地区等に指定し、積極的に保全していく。 

 

第３節 建築物の不燃化の促進                         

 

 

町における措置 

(1) 防火・準防火地域の指定 

町は、市街地における建築物の不燃化を促進し、火災の危険を防除するため、土地利用の実

情を踏まえ、防火地域、準防火地域の指定を行い、市街地全体としての防災性能の向上を図る。 

(2) 建築物の不燃対策 

町は、建築物自体の耐火・防火について、建築基準法を中心とする各種法令により、地震発

生に際しても火災ができるだけ拡大しないような措置をとるものとする。 

特に、大規模建築物や不特定多数の人が使用し、災害時に被害が大きくなるおそれのある建

築物は、防火上・避難上の各種の措置の徹底を図っていくものとする。 

（建築基準法の防火規制） 

ア 不特定多数の使用に供する特殊建築物等は、階数が 3 以上であるものあるいは規模に応じ

て、また、一定の数量を超える危険物の貯蔵及び処理の用に供する建築物は、耐火建築物又

は準耐火建築物とする。 

イ 不特定多数の使用に供する特殊建築物、階数が 3 以上である建築物、無窓建築物、延べ面

積が 1,000 ㎡を超える建築物は、避難階段を設けるなど、避難上・消火上支障がないように

する。 

ウ イに掲げる建築物、火気使用室等は、その壁、天井の室内に面する部分の仕上げを防火上

支障がないものとする。 

 

第４節 市街地の面的な整備・改善                       

 

 

市街地開発事業等による都市整備 

阪神・淡路大震災においては、街路等の都市基盤が未整備な地域において火災等による大き 

な被害が発生した。このようなことから、災害を予防するための都市基盤整備に取り組む重要 

な事業として土地区画整理事業、市街地再開発事業等を位置づけ、その推進を図る。 

(1) 市街地再開発事業等の各種事業 

実施担当 都市整備課、土木課 

実施担当 都市整備課 
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既成市街地において、人家が密集し、防災機能が著しく阻害されている密集市街地について 

は、道路、公園、広場等防災空間の確保と建築物の耐震・不燃化を一体的に実施できる有効な 

方法として、市街地再開発事業や土地区画整理事業等の各種事業の推進を図る 

(2) 土地区画整理事業 

市街化区域内における市街地整備の主役としての土地区画整理事業を積極的に推進するこ 

とにより健全な市街地の形成と防災機能の一層の充実を図るものとする。 
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第４章 液状化対策・地盤に係る災害の予防 

 

■ 基本方針 

○ 液状化（クイック・サンド現象）危険地域における防災対策として、住宅等の高層化によ

りオープンスペースを確保するとともに、支持杭の使用を奨励し、建築物の耐震性を強化す

るものとする。 

○  地震により発生する地割れ・液状化等の地盤災害の予防に万全を期すものとし、特に、地

震災害の予防的見地から、造成地、埋立地、軟弱地盤、活断層等を十分考慮の上、土地利用

の適正な規制、指導を行う。 

 

■ 主な機関の措置 

区 分 機関名 主な措置 

第１節 

土地利用の適正誘

導 

町 適正かつ安全な土地利用への誘導規制 

第２節 

液状化対策の推進 

町 液状化危険度の周知 

 

第３節 

被災宅地危険度判

定の体制整備 

町 (1) 被災宅地危険度判定士の養成・登録 

(2) 愛知県建築物地震対策推進協議会への参画 

 

第１節 土地利用の適正誘導                          

 

 

町における措置 

液状化による被害や土砂災害等の予防対策としては、基本的には、土地基本法の基本理念を

踏まえ、国土利用計画法に基づく国土利用計画、土地利用基本計画、さらに都市計画法を始め

とする各種個別法令等により、適正かつ安全な土地利用への誘導規制を図る。同時に、地盤地

質を始め自然条件の実態把握に努め地震に伴う地盤に係る災害の予防を検討する必要がある。 

 

第２節 液状化対策の推進                           

 

 

町における措置 

液状化現象は、地盤条件により発生の危険性が大きく異なるため、個々の地盤に対応した適 

切な対策工法が実施されることが必要である。そこで、あらかじめ国又は県の調査による液状 

化の可能性を予測した液状化マップを活用して、町民や建築物の施主等への周知を図り、普及 

するよう努める。また、国から示される液状化対策や、県の実施した東海地震・東南海地震等 

被害予測調査の液状化判定結果等を活用し、液状化危険に対する対策を、地震防災マップによ 

り、住民等に周知徹底を図っていくことが極めて重要である。 

 

第３節 被災宅地危険度判定の体制整備                     

 

実施担当 政策調整課、土木課、都市整備課 

実施担当 土木課、都市整備課 

 

実施担当 災害対策室、土木課、都市整備課 
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町における措置 

町は、地震による二次災害防止のため、宅地地盤等が震災を受けた後においても継続しての居 

住が安全であるか等を、専門的見地から判定することを目的とした被災宅地危険度判定制度につ 

いての体制整備に努める。 

(1) 被災宅地危険度判定士の養成等 

町は、土木・建築技術職員等を対象に判定士の養成に努める。 

(2) 愛知県建築物地震対策推進協議会への参画 

応急危険度判定に関して、県との連携及び市町村相互の連絡、調整を図るため、愛知県建築 

物地震対策推進協議会に参画する。 
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第５章 応急対策活動等のための施設、資機材、体制等の整備 

 

■ 基本方針 

○ 地震災害発生時における応急対策活動等を円滑に実施するためには、防災施設及び災害対

策資機材の整備、物資等の備蓄、業務継続計画や各対策分野における計画やマニュアルの策

定、他の地方公共団体や民間団体との応援協定の締結等による体制の整備、防災に携わる者

に高度な知識・技能を修得させるための研修の実施等の人材育成を行う必要がある。 

 

■ 主な機関の措置 

区 分 機関名 主な措置 

防災施設・設備、

災害用資機材及び

体制の整備 

町、防災関係機関 1(1) 防災施設等の整備 

1(2) 防災用拠点施設の整備促進 

1(3) 公的機関の業務継続性の確保 

1(4) 応急活動のためのマニュアルの作成等 

1(5) 人材の育成等 

1(6) 防災中枢機能の充実 

1(7) 浸水対策用資機材の整備強化 

1(8) 地震計等観測機器の維持・管理 

1(9) 緊急地震速報の伝達体制整備 

1(10)防災用拠点施設の屋上番号標示 

3  情報の収集・連絡体制の整備 

4 救助・救急に係る施設・設備等 

7 物資の備蓄、調達供給体制の確保 

8 応急仮設住宅の設置に係る事前対策 

9 災害廃棄物処理に係る事前対策 

10 罹災証明書の発行体制の整備 

丹羽広域事務組合

消防本部、町 

2 消防施設・設備の整備改善及び性能調査 

4 救助・救急に係る施設・設備等 

 

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

 

 

 

１ 町及び防災関係機関における措置 

(1) 防災施設等の整備 

地震災害発生時における救援・消火活動等を円滑に実施するための防災施設及び災害対策資 

機材の整備を図るとともに、これらの防災施設等の円滑な運用を図るように努めるものとする。 

(2) 防災用拠点施設の整備促進 

町及び防災関係機関は、それぞれの所管する施設、設備の被害状況の把握及び応急復旧を行 

うため、あらかじめ体制・資機材を整備する。特に、防災上重要な施設に対しては早期に復旧 

できるよう体制等を強化する。 

(3) 公的機関の業務継続性の確保 

ア 町及び防災関係機関は、災害発生時の応急対策等の実施や優先度の高い通常業務の継続の

実施担当 災害対策室、防災関係機関 

     「町各施設の体制整備」については、関係各課 
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ため、業務継続計画の策定等により、業務継続性の確保を図る。 

また、実効性のある業務継続体制を確保するため、必要な資源の継続的な確保、定期的な

教育・訓練・点検等の実施、訓練等を通じた経験の蓄積や状況の変化等に応じた体制の見直

し、計画の評価・検証等を踏まえた改訂などを行う。 

イ 町は、災害時に災害応急対策活動や復旧・復興活動の主体として重要な役割を担うことと

なることから、業務継続計画の策定等に当たっては、地域や想定される災害の特性等を踏ま

えつつ、少なくとも次の事項について定めておくものとする。 

①首長不在時の明確な代行順位及び職員の参集体制 

②本庁舎が使用できなくなった場合の代替庁舎の特定 

③電気・水・食料等の確保 

④災害時にもつながりやすい多様な通信手段の確保 

⑤重要な行政データのバックアップ 

⑥非常時優先業務の整理 

(4) 応急活動のためのマニュアルの作成等 

町及び防災関係機関は、それぞれの機関の実情を踏まえ、災害発生時に講ずべき対策等を体

系的に整理した応急活動のためのマニュアルを作成し、職員に周知するとともに、定期的に訓

練を行い、活動手順、使用する資機材や装備の使用方法等の習熟、他の職員、機関等との連携

等について徹底を図る。 

また、町は、男女共同参画の視点から、男女共同参画担当部局が災害対応について庁内及び 

避難所等における連絡調整を行い、平常時及び災害時における役割について防災担当部局と男 

女共同参画担当部局が連携し明確化しておくよう努める。 

(5) 人材の育成等 

ア 町は、防災に携わる者に高度な知識・技能を修得させ、応急対策全般への対応力を高める 

ため、研修制度・内容の充実を図るとともに、大学の防災に関する講座等との連携等により、

人材の育成を図る。 

イ 町は、緊急時に外部の専門家等の意見・支援を活用できるような仕組みを平常時から構築

することに努めるとともに、町及びライフライン事業者等は、発災後の円滑な応急対応、復

旧・復興のため、災害対応経験者をリスト化するなど、災害時に活用できる人材を確保し、

即応できる体制の整備に努める。 

ウ 町は、災害応急対策への協力が期待される建設業団体等の担い手の確保・育成に取り組む

とともに、随意契約の活用による速やかな災害応急対策ができるよう、建設業団体等との災

害協定の締結を推進する。 

 (6) 防災中枢機能の充実 

 ア 町及び防災関係機関は、保有する施設、設備について、代替エネルギーシステムや電動車 

等の活用を含め自家発電設備、LPガス災害用バルク、燃料貯蔵設備等の整備を図り、十分 

な期間（最低３日間）の発電が可能となるような燃料の備蓄等に努めるものとする。その際、 

物資の供給が相当困難な場合を想定した食料、飲料水、燃料等の適切な備蓄・調達・輸送体 

制の整備、通信途絶時に備えた衛星携帯電話の整備等非常用通信手段の確保を図るものとす 

る。 

イ 町は、災害情報を一元的に把握し、共有することができる体制の整備を図り、災害対策本 

部の機能の充実・強化に努めるものとする。 

（7）防災関係機関相互の連携 

町は、災害時に自らのみでは迅速かつ十分な対応が困難な場合に、他の地方公共団体からの 

物資の提供、人員の派遣、廃棄物処理等、相互に連携・協力し速やかに災害対応を実施できる 

よう、相互応援協定の締結に努めるものとする。 
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 (8) 浸水対策用資機材の整備強化 

注意箇所等について具体的浸水対策工法を検討し、浸水対策活動に必要なくい木、土のう袋、

スコップ、カケヤ等の防災資機材の確保並びに水防等浸水対策用倉庫の整備改善及び点検を行

う。 

(9) 地震計等観測機器の維持・管理 

町は、震度観測点の減少等により、震度の分布状況の把握に支障をきたし、初動対応に遅れ

が生じること等がないよう、地震計等観測機器の維持・管理に努める。 

(10) 緊急地震速報の伝達体制整備 

町は、迅速な緊急地震速報の伝達のため、その伝達体制及び通信施設、設備の充実を図るよ

う努めるものとする。 

(11)防災用拠点施設の屋上番号標示 

町は、役場屋上に、番号を表示し、ヘリコプターからの災害応急活動の効率化を図る。 

２ 消防機関及び町における措置 

消防ポンプ自動車、救助・救急用資機材等の消防機械、消火栓、防火水槽、耐震性貯水槽等

の消防用水利、火災通報施設その他の消防施設、設備の整備、改善及び性能調査を実施するこ

とにより有事の際の即応体制の確立を期する。 

特に、特殊火災（危険物施設、高層ビル等）に対処するため、化学車、はしご車、化学消火

薬剤等の資機材の整備を図る。 

３ 情報の収集・連絡体制の整備 

(1) 情報の収集・連絡体制 

町は、迅速かつ的確な災害情報の収集・連絡の重要性にかんがみ、被災現場等において情報 

の収集・連絡にあたる要員をあらかじめ指定しておくとともに、必要に応じ航空機、無人航空

機、船、車両等の多様な情報収集手段を活用できる体制の整備を推進する。 

(2) 通信手段の確保 

ア 通信施設の防災構造化等 

町及び防災関係機関は、通信施設の災害に対する安全性の確保、停電対策及び危険分散、 

通信路の多ルート化、通信ケーブルの地中化の促進、有線・無線化、地上・衛星系によるバ 

ックアップ対策など、大規模停電時も含め災害時に通信手段が確保できるよう通信施設を防 

災構造化するほか、電気通信回線は、災害時の使用を考慮し、十分な回線容量を確保する。 

イ 通信施設の非常用発電機 

万一通信施設に被害が発生した場合に備え、非常用電源設備を、耐震性があり、かつ浸水 

する危険性が低いなど堅固な場所（風水害においては浸水する危険性が低い場所）に整備し、 

その保守点検等を実施する。 

（3）被災者等への情報伝達 

   電気事業者は、停電時にインターネット等を使用できない被災者に対する被害情報等の伝達

に係る体制の整備に努めるものとする。 

     また、電気通信事業者は、通信の仕組みや代替通信手段の提供等について利用者への周知に

努めるとともに、通信障害が発生した場合の被災者に対する情報提供体制の整備を図るものと

する。 

４ 救助・救急に係る施設・設備等 

人命救助に必要な救急車、救命ボート等の救助機械、担架、救命胴衣等の救助用資機材につ

いて有事の際にその機能等が有効適切に運用できるよう整備改善並びに点検する。 

また、町は、負傷者が多人数にのぼる場合や輸送が途絶し，又は困難な場合を想定し、応急

救護用医薬品、医療資機材等の備蓄に努める。 

５ 道路等の復旧等に係る施設・設備等 
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災害のため被災した道路等の損壊の復旧等に必要な土木機械等を整備、改善並びに点検する

とともに、地震災害により一般的な車輌では通行不能な場合に備え、走破性の高い災害対策用

の車輌の導入や舟艇を配備する。 

また、特に防災活動上必要な公共施設等及び避難所に指定されている施設の防災点検を定期

的に実施するものとするとともに、あらかじめ輸送ルートの確保計画を検討する。 

６ 非常用水源の確保 

震災時における応急給水用の水源について、平常時からあらかじめ選定しておく必要がある

が、非常用水源の確保につき留意しておかなければならない事項は、次のとおりである。 

(1) 給水対象及び給水量 

非常用水源の規模決定にあたっては、次表を参考にして給水の対象人口とその単位給水量を

つかんでおかなくてはならない。 

地震発生からの日数 目標水量(㍑/人・日) 住民の水の運搬距離 主な給水方法 

発生～3日 3 おおむね 1km以内 耐震性貯水槽、タンク車 

4日～10日 20 おおむね 250m以内 配水幹線等からの仮設給水栓 

11日～21日 100 おおむね 100m以内 同上 

22日～28日 被災前給水量(約 250) おおむね 10m以内 仮配管からの各給水共用栓 

 

(2) 非常用水源の確保 

非常用水源としてあらかじめ次のようなものについて選定しておいて、平素からの維持管理

をしておく必要がある。 

ア 最寄利用可能水源の利用 

最寄水道水源あるいは最寄水道施設から路上配管等により応急給水する。 

イ 水道用貯留施設の利用 

浄水池、ポンプ井、配水池、配水塔、圧力タンク、耐震性貯水槽 

ウ 受水槽の利用 

公共施設、ビル、病院、アパート等の受水槽を利用して応急給水する。 

エ プール、ため池、沈澱池、河川の利用 

（ｱ）比較的汚染の少ない水源をあらかじめ選定しておき、あらかじめ公的機関等による水質

検査を受けること。 

（ｲ）飲料水等の清浄な水が必要とされる場合は、ろ水機等で処理をしたのち、塩素剤により

滅菌して応急給水すること。 

オ 井戸の利用 

（ｱ）浅井戸あるいは深井戸などは、地震により崩壊、水脈変化による水質・水量の変化等の

心配があるので、使用にあたっては水質に十分注意してから使用すること。 

（ｲ）生活用水を確保するための災害用井戸の指定に努める。 

７ 物資の備蓄、調達供給体制の確保 

(1) 町は、大規模な災害が発生した場合の被害及び外部支援の時期を想定し、孤立が想定される

など地域の地理的条件や過去の災害等を踏まえ、必要とされる食料、飲料水（ペットボトル等）、

生活必需品、燃料、ブルーシート、土のう袋その他の物資についてあらかじめ備蓄・調達・輸

送体制を整備し、それら必要な物資の供給のための計画を定めておくとともに、物資調達・輸

送調整等支援システムを活用し、あらかじめ、備蓄物資や物資拠点の登録に努めるものとする。 

なお、備蓄を行うに当たっては、大規模な災害が発生した場合には、物資の調達や輸送が平

常時のようには実施できないという認識に立って、初期の対応に十分な量の物資を備蓄するほ

か、物資の性格に応じ、集中備蓄又は避難所の位置を勘案した分散備蓄を行うなどの観点に対
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しても配慮する。 

また、避難生活で特に重要となる仮設トイレについても、備蓄に努めるものとする。 

(2) 町は、広域応援による食料の供給が開始されるまでの期間に対処するため、家庭において可

能な限り 1週間分程度、最低でも３日間分の食料を備蓄しておくよう啓発する。 

(3) 町は、災害時に迅速に食料、飲料水、生活必需品、燃料その他の物資を調達、輸送できるよ 

う、平常時から、訓練等を通じて、物資の備蓄状況や運送手段の確認を行うとともに、災害協 

定を締結した民間事業者等の発災時の連絡先、要請手続等の確認を行うよう努めるものとする。

なお、燃料については、あらかじめ、石油販売業者と、燃料の優先供給について協定の締結 

を推進するとともに、平常時から受注機会の増大などに配慮するよう努めるものとする。 

８ 応急仮設住宅の設置に係る事前対策 

町は、応急仮設住宅を迅速に供与するため、あらかじめ住宅建設に適する建設用地を選定・

確保し、応急仮設住宅建設候補地台帳を作成しておく。 

なお、用地の選定に当たっては応急仮設住宅の用地に関し、災害に対する安全性や洪水の危

険性に配慮する。 

９ 災害廃棄物処理に係る事前対策 

(1) 町災害廃棄物処理計画の策定 

町は、災害廃棄物対策指針（平成 30年 3月：環境省）に基づき、町災害廃棄物処理計画を 

策定し、円滑かつ迅速に災害廃棄物を処理できるよう、災害廃棄物の仮置場の確保や運用方針、 

一般廃棄物（避難所ごみや仮設トイレのし尿等）の処理を含めた災害時の廃棄物の処理体制、 

周辺の地方公共団体との連携・協力等について、具体的に示すものとする。 

(2) 広域連携、民間連携の促進 

町は、災害廃棄物対策に関する広域的な連携体制や民間連携の促進等に努めるものとし、災

害廃棄物の撤去等を円滑に進めるため、町の廃棄物担当部局、災害ボランティアセンターを運

営する社会福祉協議会及びＮＰＯ・ボランティア関係団体等が平常時から連携を図り、災害時

に緊密に連携して災害廃棄物の撤去等に対応するものとする。 

また、十分な大きさの仮置場・最終処分場の確保に努めるとともに、広域処理を行う地域単 

位で、平時に整備する廃棄物処理施設の処理能力について災害廃棄物への対応として計画的に

一定程度の余裕を持たせることや処理施設の能力の維持を図るものとする。 

１０ 罹災証明書の発行体制の整備 

(1) 町は、災害時に罹災証明書の交付が遅滞なく行われるよう、住家被害の調査や罹災証明書 

の交付の担当部局を定め、住家被害の調査の担当者の育成、他の地方公共団体や民間団体と 

の応援協定の締結、応援の受入れ体制の構築等を計画的に進めるなど、罹災証明書の交付に 

必要な業務の実施体制の整備に努めるものとする。 

(2) 町は、効率的な罹災証明書の交付のため、当該業務を支援するシステムの活用について検 

討するものとする。 

 

  ◆ 附属資料 4-1「防災用資機材」 

◆ 附属資料 4-2「必要物資の備蓄等」 

◆ 附属資料 4-3「消防団保有の消防力」 

  ◆ 附属資料 4-4「消防水利設置状況」 

  ◆ 附属資料 4-6「耐震性飲料水兼用貯水槽」 

  ◆ 附属資料 6-7 ｢災害時の一般廃棄物処理及び下水処理に係る相互応援に関する協定書｣ 

 ◆ 附属資料 6-14 ｢災害時における応急生活物資供給等の協力に関する協定書(イオン(株)

ジャスコ扶桑店)｣ 

 ◆ 附属資料 6-15 ｢災害時における応急生活物資供給等の協力に関する協定書(マックスバ
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リュ中部)｣ 

 ◆ 附属資料 6-27 ｢名古屋市近隣市町村と生活協同組合コープあいちとの災害時応急生活物

資供給等の協力に関する協定｣ 

 ◆ 附属様式第 11-5号「罹災証明書」 
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第６章 避難行動の促進対策 

 

■ 基本方針 

○ 避難勧告等は、空振りをおそれず、住民等が適切な避難行動をとれるように、発令基準を 

基に避難勧告等を発令する。 

○ 災害情報共有システム（Ｌアラート）の活用による報道機関等を通じた情報提供に加え、

緊急速報メール機能等を活用して、気象警報や避難指示（緊急）等の伝達手段の多重化・多

様化を図る。 

○ 町長は、あらかじめ指定緊急避難場所の指定及び整備、避難計画の作成を行うとともに、

避難に関する知識の普及を図り、町民の安全の確保に努めるものとする。 

 

■ 主な機関の措置 

区 分 機関名 主な措置 

第１節 

気象警報や避難指

示(緊急)等の情報

伝達体制の整備 

県、町 1 防災行政無線等の維持管理 

2 情報伝達手段の多重化・多様化の確保 

第２節 

緊急避難場所及び

避難路の指定等 

町 1  緊急避難場所の指定 

2 避難路の選定 

第３節 

避難勧告等の判

断・伝達マニュア

ルの作成 

町 (1) マニュアルの作成 

(2) 判断基準の設定等に係る助言 

(3) 判断のための助言を求めるための事前準備 

第４節 

避難誘導等に係る

計画の策定 

町、防災上重要な

施設の管理者 

(1) 避難計画の作成 

(2) 防災上重要な施設の管理者の留意事項 

(3) 食糧等生活物資の確保 

第５節 

避難に関する意識

啓発 

町、名古屋気象台 (1) 緊急避難場所等の広報 

(2) 避難のための知識の普及 

 

 

第１節 気象警報や避難指示（緊急）の情報伝達体制の整備                            

 

 

１ 県における措置 

県は、町に対して気象警報等が確実に伝わるよう、防災行政無線（高度情報通信ネットワー

ク）等を適切に維持管理する。 

また、災害情報を放送事業者、新聞社、通信事業者等に効率的に伝達する共通基盤である災

害情報共有システム（L アラート）を活用するための体制を整備する。 

２ 町における措置 

町は、さまざまな環境下にある住民等に対して警報等が速やかに確実に伝わるよう、関係事

業者の協力を得つつ、防災行政無線、コミュニティＦＭ放送、携帯電話（緊急速報メール機能

を含む。）、IP 通信網、ケーブルテレビ網等を用いた伝達手段の多重化、多様化を図る。 

実施担当 災害対策室 
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また、迅速・的確な避難行動に結びつけるよう、その伝達内容等についてあらかじめ検討し

ておく。 

３ 町及びライフライン事業者における措置 

  町及びライフライン事業者は、災害情報共有システム(Ｌ アラート)で発信する災害関連情報

等の多様化に努めるとともに、情報の地図化等による伝達手段の高度化に努めるものとする。 

 

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

 

 

町における措置 

１ 緊急避難場所の指定  

町は、災害の種類に応じてその危険の及ばない場所・施設を指定緊急避難場所として災害対

策基本法施行令に定める基準に従って指定し、災害の危険が切迫した場合における住民の安全

な避難先を確保する。なお、災害の想定等により必要に応じて、近隣の市町の協力を得て、指

定緊急避難場所を近隣市町に設けるものとする。 

また、指定した緊急避難場所については、災害の危険が切迫した緊急時において、施設の開

放を行う担当者をあらかじめ定める等管理体制を整備しておくとともに、必要に応じて指定緊

急避難場所の中から広域避難場所や一時避難場所を選定する。 

(1) 避難場所 

避難場所には、広域避難場所、一時避難場所等いくつかの形態があり、その主旨を整理する。 

ア 広域避難場所 

広域避難場所とは、大地震時に周辺地区からの避難者を収容し、地震後発生する市街地火 

災から避難者の生命を保護するために必要な面積を有する学校のグラウンド、公園、緑地等

をいう。 

イ 一時避難場所 

一時避難場所とは、広域避難場所へ避難する前の中継地点で、避難者が一時的に集合して 

様子をみる場所又は、集団を形成する場所とし、集合した人々の安全がある程度確保される 

スペースをもち、また、ボランティア等の活動拠点となる公園、緑地、団地の広場等をいう。 

ウ 避難路 

避難路とは、広域避難場所へ通じる道路又は緑道であって、避難圏域内の住民を当該広 

域避難場所に迅速かつ安全に避難させるため、あらかじめ指定した又は整備する道路等をい 

う。 

エ 避難所 

避難所とは、地震等の災害における家屋の倒壊、消失など現に被害を受けた者又は、現に 

被害を受ける恐れのある者を一時的に学校、公民館等既存建築物等に収容し、保護するもの 

をいう。 

(2) 広域避難場所の選定 

町長は、住民の生命・身体の安全を確保するため、必要に応じて次の基準により広域避難場

所を選定し、確保する。なお、選定した場合には、広域避難場所及び周辺道路に案内標識、

誘導標識等を設置し、平素から関係地域住民に周知を図る。 

ア 広域避難場所は、大火からの避難を中心に考え、公園、緑地、グラウンド（校庭を含む）、 

公共空地等が適当と考えられる。 

イ 広域避難場所における避難者１人あたりの必要面積は、おおむね 2m2以上とする。 

ウ 避難場所は、要避難地区のすべての住民（昼間人口も考慮する）を収容できるよう配置す 

るものとする。 

実施担当 災害対策室 
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エ 避難場所の木造建築物の割合は、総面積の 2%未満であり、かつ散在していなければなら 

ない。 

オ 広域避難場所は、大規模ながけ崩れや浸水などの危険のない所及び付近に多量の危険物等 

が貯積されていないところとする。 

カ 広域避難場所は、大火輻射熱を考慮し、純木造密集市街地から 300m以上、建ぺい率 5%程 

度の疎開地では 200m以上、耐火建築物からは 50m以上離れているところとする。 

キ 地区分けをするときは、学校区単位を原則とするが主要道路、鉄道、河川等を境界とし、 

住民がこれを横断して避難することはできる限り避ける。 

 (3) 一時避難場所 

  町は、広域避難場所へ避難する前の中継地点として、避難者が一時的に集合して様子を見

る場所又は集団を形成する場所並びにボランティア等の救援活動拠点となる場所として、公園、

グラウンド（校庭を含む）、公共空地等を一時避難場所として選定し、確保する。 

２ 避難路の選定 

緊急避難場所を指定した町は、市街地の状況に応じて次の基準により避難路を選定し、日頃

から住民への周知徹底に努める。 

ア 避難路はおおむね 8m～10m の幅員を有し、なるべく道路付近に延焼危険のある建物、危険

物施設がないこと。 

イ 地盤が堅固で、地下に危険な埋設物がないこと。 

ウ 避難路は、相互に交差しないものとする。 

エ 浸水等の危険のない道路であること。 

オ 自動車の交通量がなるべく少ないこと。 

 

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

 

 

１ 町における措置 

(1) マニュアルの作成 

町は、避難指示（緊急）等について、次の事項に留意の上、避難すべき区域や判断基準、伝

達方法を明確にしたマニュアルを作成するものとする。 

ア 災害事象の特性に留意すること 

イ 収集できる情報として次の情報を踏まえること 

（ｱ）気象予警報及び気象情報 

ウ 「避難勧告等に関するガイドライン」（内閣府）を参考にすること 

エ 区域の設定に当たっては、次の区域を踏まえるとともに、いざというときに町長自らが躊

躇なく避難指示（緊急）を発令できるよう、具体的な区域を設定すること。 

 (2) 判断基準の設定等に係る助言 

判断基準や発令対象区域の設定については、必要に応じて、専門的知識を有する中部地方整

備局・県（水防、砂防所管）や名古屋地方気象台に助言を求めることとする。 

(3) 事前準備 

町は，避難勧告等を発令しようとする場合において、国又は県に必要な助言を求めることが

できるよう、連絡調整窓口、連絡の方法を取り決めておくとともに、連絡先の共有を徹底して

おくなど、必要な準備を整えておくものとする。 

また、躊躇なく避難勧告等を発令できるよう、平常時から災害時における優先すべき業務を

絞り込むとともに、当該業務を遂行するための役割を分担するなど、全庁をあげた体制の構築

に努めるものとする。 

実施担当 災害対策室 
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２ 県、名古屋地方気象台及び中部地方整備局における措置 

  県、名古屋地方気象台及び中部地方整備局は、町が、避難勧告等の判断基準や発令対象区域

の設定及び見直しを行う場合について、必要な助言等を行うものとする。 

 

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

 

 

１ 町及び防災上重要な施設の管理者における措置 

町及び防災上重要な施設の管理者は、災害時において安全かつ迅速な避難を行うことができ

るようあらかじめ避難誘導等に係る計画を作成しておくものとする。その際、複数河川の氾濫

等、複合的な災害が発生することを考慮するよう努める。 

(1) 町の避難計画 

町の避難計画には、原則として次の事項を記載するものとする。 

ア 避難の勧告又は指示を行う基準及び伝達方法 

イ 緊急避難場所、避難所の名称、所在地、対象地区及び対象人口 

なお、指定緊急避難場所に避難したホームレスについて、住民票の有無等に関わらず適切 

に受け入れられるよう、地域の実情や他の避難者の心情等について勘案しながら、あらかじ

め受け入れる方策について定めるよう努めるものとする。 

ウ 緊急避難場所、避難所への経路及び避難方法 

エ 緊急避難場所開放、避難所開設に伴う被災者救援措置に関する事項 

（ｱ）給水措置 

（ｲ）給食措置 

（ｳ）毛布、寝具等の支給 

（ｴ）衣料、日用必需品の支給 

（ｵ）負傷者に対する応急救護 

オ 緊急避難場所、避難所の管理に関する事項 

（ｱ）緊急避難場所や避難所の秩序保持 

（ｲ）避難者に対する災害情報の伝達 

（ｳ）避難者に対する応急対策実施状況の周知徹底 

（ｴ）避難者に対する各種相談業務 

カ 災害時における広報 

（ｱ）広報車による周知 

（ｲ）避難誘導員による現地広報 

（ｳ）住民組織を通じての広報 

（2）防災上重要な施設の管理者の留意事項 

学校、病院、工場、その他防災上重要な施設の管理者は、次の事項に留意してあらかじめ避 

難計画を作成し、関係職員等に周知徹底を図ると同時に、訓練等を実施することにより避難の 

万全を期するものとする。 

ア 学校においては、それぞれの地域の特性等を考慮した上で、想定される被害の状況に応じ 

た対応ができるよう、避難の場所、経路、時期及び誘導並びにその指示伝達の方法等を定め 

る。 

イ 義務教育の児童生徒を集団的に避難させる場合に備えて、学校及び教育行政機関において 

は、緊急避難場所及び避難所等の選定、収容施設の確保及び保健・衛生、給食等の実施方法

について定める。 

ウ 病院において、患者を他の医療機関又は安全な場所へ集団的に避難させる場合において、 

実施担当 関係各課 
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他の医療機関又は避難所の確保、移送の方法、保健・衛生、入院患者に対する実施方法等に

ついて定める。 

(3) 食糧等生活物資の確保 

大規模な震災に備え、食糧等備蓄を行う。備蓄すべき物資は、以下のとおりである。 

ア 食糧等 

イ 救助・救出用資機材等 

ウ 仮設トイレ 

エ 医薬品等 

なお、食糧については、3日目以降からは、広域的な支援が得られるものとして、町として 

の備蓄の確保に努める。また、各家庭でも３日分以上（可能な限り１週間分程度）の飲料水、

食糧等の備蓄の確保の増大を図るよう指導する。また、医薬品等に関しては、「愛知県災害時

医薬品等安定供給確保事業運営要領」に基づく備蓄の推進を愛知県に要請する。 

２ 避難行動要支援者の避難対策 

第７章 第２節 要配慮者支援対策 (3)避難行動要支援者対策 参照 

 

第５節 避難に関する意識啓発                         

 

 

町及び名古屋気象台における措置 

町は、住民が的確な避難行動をとることができるようにするため、緊急避難場所や避難所の周

辺道路に、案内標識、誘導標識等を設置し、平素から地域住民に周知を図るものとする。 

また、緊急避難場所・避難所・災害危険地域等を明示した防災マップ、堤防の被災等による浸

水想定区域及び浸水深を示したハザードマップ、広報誌・ＰＲ紙などを活用して広報活動を実施

するものとする。 

(1) 緊急避難場所等の広報 

指定した緊急避難場所や避難所について、次の事項につき、地域住民に対する周知徹底に努

めるものとする。 

ア 緊急避難場所、避難所の名称 

イ 緊急避難場所、避難所の所在位置 

ウ 避難地区分け 

エ 緊急避難場所、避難所への経路 

オ その他必要な事項 

・指定緊急避難場所と指定避難所の役割が違うこと 

・指定緊急避難場所は災害種別に応じて指定がなされていること 

(2) 避難のための知識の普及 

町及び名古屋地方気象台は、必要に応じて、次の事項につき住民に対して、普及のための措

置をとるものとする。 

ア 平常時における避難のための知識 

イ 避難時における知識 

 ・避難勧告等が発令された場合の安全確保措置としては，指定緊急避難場所への移動を原則

とすること 

 ・避難の際には発生するおそれのある災害に適した指定緊急避難場所を避難先として選択す

べきであること（特に、指定緊急避難場所と指定避難所が相互に兼ねる場合においては、

特定の災害においては当該施設に避難することが不適当である場合があること） 

ウ 緊急避難場所、避難所滞在中の心得 

実施担当 政策調整課、災害対策室 
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 (3) その他 

ア 防災マップの作成にあたっては住民も参加する等の工夫をすることにより、災害からの

避難に対する住民等の理解の促進をはかるよう努める。 

イ 町は、指定避難所及び指定緊急避難場所を指定して誘導標識を設置する際には、愛知県 

避難誘導標識等設置指針を参考とし、指定緊急避難場所の場合は、日本工業規格に基づく 

災害種別一般図記号を使用して、どの災害の種別に対応した避難場所であるかを明示する 

よう努める。 

ウ 町は、災害種別一般図記号を使った避難場所標識の見方に関する周知に努める。 

 

◆ 附属資料 4-10「扶桑町避難場所及び収容人員（地震災害・原子力災害）」 
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第７章 避難所・要配慮者支援・帰宅困難者対策 

 

■ 基本方針 

○ 町長は、あらかじめ指定避難所の指定、整備や避難所の運営体制の整備を行う。 

○ 町及び要配慮者が利用する社会福祉施設等の管理者は、「人にやさしい街づくりの推進に 

関する条例」（平成 6年愛知県条例第 33号）の目的に従い、真に人にやさしい施設整備に努

めるとともに、要配慮者に配慮した情報伝達体制の推進及び教育・広報活動などに努める。 

○ 町は、避難行動要支援者を適切に避難誘導し、安否確認を行うため、地域住民、自主防災 

組織、民生委員・児童委員、介護保険事業者、障がい福祉サービス事業者、ボランティア団 

体等の多様な主体の協力を得ながら、平常時より、避難行動要支援者に関する情報を把握の

上、関係者との共有に努めることとする。また、避難行動要支援者への対応を強化するため、

情報伝達体制の整備、避難誘導体制の整備、避難訓練の実施を一層図るものとする。その際

には、内閣府が作成した「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」、県が作成

している「市町村のための災害時要配慮者支援体制構築マニュアル」や、町が作成している

「避難行動要支援者支援マニュアル」などを活用するものとする。 

○ 社会福祉施設等の管理者は、その施設を利用する者を適切に避難誘導するため、町、地域

住民、ボランティア団体等の多様な主体と協力体制を図るものとする。 

○ 令和２年における新型コロナウイルス感染症の発生を踏まえ、避難所における避難者の過 

密抑制など感染症対策の観点を取り入れた防災対策を推進するものとする。 

○ 町は、公共交通機関の運行状況によっては、「むやみに移動（帰宅）を開始しない」とい 

う基本原則を積極的に広報することにより、帰宅困難者の集中による混乱発生の防止に努め 

る必要がある。また、一斉帰宅を抑制するため、事業者等に対して従業員等を職場等に滞在 

させることができるよう、必要な物資の備蓄等を促すものとする。 

 

■ 主な機関の措置 

区 分 機関名 主な措置 

第１節 

避難所の指定・整

備 

町 (1) 避難所の整備 

(2) 避難所等収容設備の目安 

(3) 指定避難所の指定 

(4) 避難所が備えるべき設備の整備 

(5) 避難所の運営体制の整備 

第２節 

要配慮者支援対策 

町、社会福祉施設

等管理者 

(1) 社会福祉施設等における対策 

(2) 在宅の要配慮者対策 

(3) 避難行動要支援者対策 

(4) 乳幼児、妊産婦などに配慮した福祉避難所の設  

   置 

(5) 外国人等に対する対策 

(6) 浸水想定区域内の施設等の公表 

(7) 洪水時に要配慮者が利用する施設の管理者への

洪水予報等の的確かつ迅速な伝達 

第３節 

帰宅困難者対策 

町 帰宅困難者対策 
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第１節 避難所の指定・整備                             

 

 

町における措置 

(1) 避難所等の整備 

  町は、地域の実情に応じた避難者数を想定し、さらに市町村相互の応援協力体制のバックア

ップのもとに避難所等の整備を図る。 

また、避難者が最寄りの避難所等へ避難できるよう、必要に応じて町丁界や行政界を越えて

の避難を考慮して整備していくものとする。 

なお、都市農地を避難場所等として活用できるよう、都市農業者や関係団体との協定の締結

や当該農地における防災訓練の実施等に努めるものとする。 

(2) 指定避難所の指定 

ア 町は、避難所が被災した住民が、一定期間滞在する場であることに鑑み、円滑な救助活動

を実施し、また一定の生活環境を確保する観点から、学校や公民館等の住民に身近な公共施

設等を規模条件、構造条件、立地条件、交通条件等の災害対策基本法施行令に定める基準に

従って指定するものとする。 

イ 上記アの基準に加え、避難所として指定する施設は、耐震性、耐火性の確保、天井等の非

構造部材の耐震対策を図るとともに、バリアフリー化しておくことが望ましい。 

ウ 避難者の避難状況に即した最小限のスペースを、次のとおり確保するとともに、避難所運 

営に必要な本部、会議、医療、要配慮者等に対応できるスペースを確保するものとする。 

                        ＜一人当たりの必要占有面積＞                                                              

1㎡／人 発災直後の一時避難段階で座った状態程度の占有面積 

2㎡／人 緊急対応初期の段階での就寝可能な占有面積 

3㎡／人 避難所生活が長期化し、荷物置き場を含めた占有面積   

※ 介護が必要な要配慮者のスペース規模は、収容配置上の工夫を行う。 

また、避難者の状況に応じた必要な規模の確保に努める必要がある。 

  エ 指定避難所となる施設において、あらかじめ、必要な機能を整理し、備蓄場所の確保、通

信設備の整備等を進めるものとする。 

オ  必要に応じ県と連携を取り、社会福祉施設、公共宿泊施設等の管理者との協議により、要 

援護高齢者、障がい者等が相談等の必要な生活支援が受けられるなど、安心して生活できる

体制を整備した福祉避難所の選定に努める。 

カ 指定に当たっては、原則として、防災関係機関、教育機関の管理諸室、病院等医療救護施 

設、ヘリポート、物資集配拠点などの災害対策に必要な施設を避難所として使用しないこと 

とする。また、災害発生時に複数の避難者がやむを得ず指定避難所以外の施設に避難した場 

合は、その場所を新たに避難所として追認、登録することが必要である。 

キ 町は、指定管理施設を指定避難所とする場合には、施設の設置者及び指定管理者との間で、 

あらかじめ避難所運営に関する役割分担等を明確にしておくものとする。 

 (3) 避難所が備えるべき設備の整備 

避難所には、内閣府が作成した「避難所における良好な生活環境の確保に向けた取組指針」 

を踏まえ、テント、仮設トイレ、マンホールトイレ、毛布等の整備を図るとともに、マスク、

消毒液の備蓄に努める。さらに、空調・洋式トイレなど要配慮者にも配慮した施設・設備の整

備に努める。 

なお、バリアフリー化がされていない施設を避難所とした場合には、要配慮者が利用しやす

いよう障害者用トイレ、スロープ等の仮設に努める。 

実施担当 災害対策室、福祉児童課、学校教育課、生涯学習課 
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また、必要に応じ指定避難所の電力容量の拡大に努めるとともに、緊急時に有効な次の設 

  備について、平時から避難所等に備え付け、利用できるよう整備しておくよう努めていく。 

ア 情報受発信手段の整備：防災行政無線、携帯電話、ファクシミリ、パソコン、拡声器、 

コピー機、テレビ、携帯ラジオ、ホワイトボード等 

イ 運営事務機能の整備：コピー機、パソコン等 

ウ バックアップ設備の整備：投光器、自家発電設備等 

エ 避難場所標識の設置等 

平素から関係住民に周知を図り、速やかに避難できるようにしておくものとする。 

(4) 避難所の破損等への備え 

町は、避難所として指定した施設等の破損に備えて、避難用テントの備蓄等を図る。 

 (5) 避難所の運営体制の整備 

ア 町は、県が作成した「愛知県避難所運営マニュアル」や「妊産婦・乳幼児を守る災害時

ガイドライン」などを参考に、各地域の実状を踏まえた避難所ごとに運営体制の整備を図

るものとする。 

イ 町は、マニュアルの作成、訓練等を通じて、避難所の運営管理のために必要な知識等の

普及に努め、住民等が主体的に避難所を運営できるように配慮する。 

ウ 避難所の運営にあたっては、現に避難所滞在する住民だけでなく、在宅や車中、テント

などでの避難生活を余儀なくされる住民への支援を念頭においた運営体制を検討する。 

エ 町は、避難所でのペット同行避難者の受入体制について検討する。 

オ 町は、避難所に避難したホームレスについて、住民票の有無等に関わらず適切に受け入 

れられるよう、地域の実情や他の避難者の心情等について勘案しながら、あらかじめ受け 

入れる方策について定めるよう努めるものとする。 

カ 新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策について、感染症患者が発生した場合の対 

応を含め、県が作成した「避難所における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン」 

などを参考に、平常時から防災担当部局と保健福祉担当部局が連携して取組を進めるとと 

もに、必要な場合には、ホテルや旅館等の活用等を含めて検討するよう努めるものとする。 

第２節 要配慮者支援対策                           

 

 

町及び社会福祉施設等管理者における措置 

要配慮者の安全対策として町で作成した「避難行動要支援者支援マニュアル」に沿って次の事 

項を重点とした対策を推進するものとする。 

（1）社会福祉施設等における対策 

ア 組織体制の整備 

施設等管理者は、地震災害の予防や災害時の迅速かつ的確な対応を行うため、あらかじ 

め自衛防災組織等を整備し、動員計画や非常招集体制等の確立に努める。 

また、町との連携のもとに、近隣施設間、地域住民やボランティア組織等の協力を得て、 

入所者の実態に応じた体制づくりに努める。 

イ 施設の耐震対策 

施設等管理者は、施設全体の耐震対策の強化を図るよう努める。 

ウ 緊急連絡体制の整備 

町及び施設等管理者は、地震災害の発生に備え、消防機関等への緊急通報のための情報 

伝達手段の整備を図るものとする。 

エ 防災教育・防災訓練の実施 

町及び施設等管理者は、要配慮者が自らの対応能力を高めるため、個々の要配慮者の態

実施担当 災害対策室、福祉児童課、介護健康課、政策調整課、施設管理者 
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様に合わせた防災教育や防災訓練の充実強化を図るものとする。 

オ 防災備品等の整備 

施設等管理者は、災害に備え、食糧や生活必需品の備蓄を図るよう努める。 

カ 非常用電源の確保等 

病院、要配慮者に関わる社会福祉施設等の人命に関わる重要施設の管理者は、発災後 72 

時間の事業継続が可能となる非常用電源を確保するよう努めるものとする。 

 (2) 在宅の要配慮者対策 

ア  緊急警報システム等の整備 

町は、要配慮者の対応能力を考慮した緊急警報システムの整備を進めるとともに、地域 

ぐるみの避難誘導システムの確立を図るものとする。 

イ  応援協力体制の整備 

町は、被災時の要配慮者の安全と入所施設を確保するため、医療機関、社会福祉施設、 

近隣住民、自主防災組織やボランティア組織、国及び他の地方公共団体等との応援協力体 

制の確立に努めるものとする。 

ウ 防災教育・防災訓練の実施 

町は、要配慮者が自らの対応能力を高めるため、個々の要配慮者の態様に合わせた防災 

教育や防災訓練の充実強化を図るものとする。 

(3) 避難行動要支援者対策 

ア  町は、要配慮者のうち、災害時において自ら避難することが困難であって、円滑かつ迅 

速な避難の確保の観点で特に支援を要する避難行動要支援者に対する避難支援の全体的な 

考え方を整理し、名簿に登載する避難行動要支援者の範囲、名簿作成に関する関係部署の 

役割分担、名簿作成に必要な個人情報及びその入手方法、名簿の更新に関する事項等につ 

いて、町地域防災計画に定めるとともに、細目的な部分については、避難行動支援の全体 

計画を定めるものとする。なお、避難行動要支援者名簿の内容は、これまでの災害時要援 

護者名簿を準用する。 

イ 避難行動要支援者名簿の整備等 

(ｱ) 要配慮者の把握 

町は、災害時に要配慮者に対する援護が適切に行われるよう、関係部署等が保有して 

いる要介護高齢者や障害者、外国人等の情報を把握するものとする。 

(ｲ) 避難行動要支援者名簿の作成 

         町は、要配慮者の中から、要介護状態区分、障害支援区分、家族の状況等を考慮し、 

避難行動要支援者の要件を設定し、町内部組織及び県その他の関係者の協力を得て、氏

名・生年月日・性別・住所又は居所・電話番号その他の連絡先・避難支援等を必要とす

る理由等必要な事項を記載した避難行動要支援者名簿を作成する。 その際、設定した要

件にあてはまらない者であっても、要配慮者自らが名簿への掲載を求めた場合には柔軟

に対応できるものとする。 

(ｳ) 避難行動要支援者名簿の更新と情報の共有 

名簿に登載される要支援者は、転出・転入、出生・死亡、障害の発現等により絶えず 

変化することから、避難支援に必要となる情報を適宜更新し、関係者間で共有する。 

(ｴ) 避難支援等関係者への事前の名簿情報の提供 

町は、消防機関、警察、民生委員、社会福祉協議会、自主防災組織、その他避難行動 

要支援者名簿に登載された情報を事前に提供できる避難支援等関係者の範囲を町地域 

防災計画であらかじめ定めておく。 

併せて、これらの名簿情報の施錠可能な場所での保管の徹底や、複製の制限等による 

情報管理の徹底を図るとともに、避難支援等関係者への研修会の開催等を通じて、情報 
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漏洩防止の措置を求める等、避難行動要支援者及び第三者の権利利益を保護する措置に 

ついて町地域防災計画であらかじめ定めることとする。なお、庁舎の被災等の事態が生 

じた場合においても名簿の活用に支障が生じないよう、名簿情報の適切な管理に努める 

ものとする。 

また、町は、町の条例の定めにより、または、避難行動要支援者本人への郵送や個別 

訪問などの働きかけによる説明及び意思確認により、平常時から、名簿情報を広く避難 

支援等関係者に提供することについて周知を行う。 

ウ 町は、安全が確認された後に、避難行動要支援者を円滑に緊急避難場所から避難所へ移 

送するため、運送事業者等の協力を得ながら、移送先及び移送方法等についてあらかじめ 

定めるよう努める。 

(4) 乳幼児、妊産婦に配慮した福祉避難所の設置 

高齢者、障がい者、乳幼児、妊産婦などの要配慮者は、災害時には体育館等を活用した避 

難所スペースの確保や福祉サービスを受けることが極めて困難になることが予想されます。 

町では高齢者、障がい者の避難に考慮した福祉避難所の指定を行っていますが、乳幼児、 

妊産婦の受け入れが可能となる避難所の確保ができていないため、令和５年度に開館予定の 

（仮称）多機能児童館に、授乳室、乳幼児トイレ、おむつ替え室など、乳幼児、妊産婦に配 

慮した福祉避難所としての機能を設置します。  

また、生理用品、おむつ、粉ミルクなどの備蓄に努めます。 

(5) 外国人等に対する対策 

町及び防災関係機関は、被災地に生活基盤を持ち、避難生活や生活再建に関する情報を必

要とする在日外国人町民と、早期帰国等に向けた交通情報を必要とする訪日外国人は行動特

性や情報ニーズが異なることを踏まえ、災害発生時に迅速かつ的確な行動がとれるよう、次

のような防災環境づくりに努めるものとする。 

ア 避難場所、避難所や避難路の標識等については、ピクトグラム（案内用図記号）を用い 

るなどを簡明かつ効果的なものとするとともに、多言語化を推進する。 

イ 外国人を支援の対象としてだけでなく、地域の担い手として活躍できるよう、地域全体 

で災害時の体制の整備に努めるものとする。 

ウ 多言語ややさしい日本語による防災知識の普及活動を推進する。 

エ 外国人も対象とした防災教育や防災訓練の普及を図るよう努める。 

オ 災害時に多言語情報の提供を行う愛知県災害多言語支援センターや県国際交流協会の

「多言語情報翻訳システム」の活用等が図られるための体制整備を推進する。 

(6) 浸水想定区域内の施設等の公表 

町は、浸水想定区域内に主として高齢者等の要配慮者が利用する施設で当該施設の利用者 

の円滑かつ迅速な避難を確保する必要があると認められるものがある場合には、これらの施 

設名称及び所在地について町地域防災計画に定めるとともに、住民への周知を図る。 

(7) 洪水時に要配慮者が利用する施設の管理者への洪水予報等の的確かつ迅速な伝達 

町は、地域防災計画において、浸水想定区域内の要配慮者が利用する施設で当該施設の利 

用者の洪水時の円滑かつ迅速な避難を確保する必要があると認められるものについては、当 

該施設の利用者の円滑かつ迅速な避難の確保が図られるよう洪水予報等の伝達方法を定める 

とともに、住民への周知を図る。 

 

第３節 帰宅困難者対策                            

 

 

１ 町における措置 

実施担当 災害対策室 
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帰宅困難者に対する対応は、安否確認の支援、被害情報の伝達、避難場所等の提供、帰宅の 

ための支援等、多岐にわたるものである。このため、「むやみに移動（帰宅）を開始しない」と

いう帰宅困難者対策に対する基本原則や安否確認手段の家族間等での事前確認等の必要性につ

いて、平常時から積極的に広報する。企業等に対して、従業員等を一定期間事業所等内に留め

ておくことができるよう、必要な物資の備蓄等を促すなど、帰宅困難者対策を行うものとする。

事業所や学校などの組織があるところは、発災時には組織の責任において、安否確認や交通情

報等の収集を行い災害の状況を十分に見極めた上で、従業員、学生、顧客等への対応を検討し、

帰宅する者の安全確保の観点に留意して、対策をとるものとする。 

(1) 町民、事業所等への啓発 

   町は、大規模災害発生時の一斉帰宅を抑制するため、公共交通機関の運行状況によっては「む 

やみに移動（帰宅）を開始しない」という基本原則を積極的に広報することが必要である。ま

た、事業所等に対して従業員等を職場等に滞在させることができるよう、必要な物資の備蓄等

を促すものとする。また、徒歩帰宅が可能な場合は、各種の手段により徒歩帰宅に必要な装備

等、家族との連絡手段の確保、徒歩帰宅経路の確認、事業所の責務等、必要な啓発に努める。 

(2) 避難所対策、救援対策 

町及び関係機関は、帰宅途中で救援が必要になった人、避難所への滞在が必要になった人へ 

の救助対策、避難対策を図る。 

また、旅行者や買い物客等、近くに身を寄せるあてのない帰宅困難者等が帰宅を開始するま 

での間、一時的に滞在する場所として利用する施設を、公共施設や民間施設を活用し、必要

に応じて確保しておく等の対策を講じるよう努めるものとする。 

(3) 徒歩帰宅者への情報提供 

町は、企業、放送事業者、防災関係機関等との連携により、徒歩帰宅者に対して支援ルー

トやコンビニエンスストアなどの支援ステーションの情報提供に努める。また、各種の手段

により、徒歩帰宅に必要な装備等、家族との連絡手段の確保、徒歩帰宅経路の確認、事業所

の責務等、必要な広報に努める。 

２  支援体制の構築 

帰宅困難者に対する対応は、安否確認の支援、被害情報の伝達、一時滞在施設（滞在場所） 

の提供、帰宅のための支援等、多岐にわたるものである。 

また、帰宅困難者対策は、行政のエリアを超えかつ多岐にわたる分野に課題が及ぶことから、 

これに関連する行政、事業所、学校、防災関係機関が相互に連携・協力する仕組みづくりを進 

め、発災時における交通情報の提供、水や食料の提供、従業員や児童生徒等の保護などについ 

て、支援体制の構築を図っていくものとする。 

 

◆ 附属資料 4-10「扶桑町避難場所及び収容人員（地震災害・原子力災害）」 

◆ 附属資料 4-11「扶桑町避難所」 

◆ 附属資料 6-13「大規模災害時における駐車場の一時使用に関する協定書」 

◆ 附属資料 6-26「緊急避難を要する事態が発生した場合に斉藤公民館を避難所として使

用する協定書」 
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第８章 火災予防・危険性物質の防災対策 

 

■ 基本方針 

○ 消防は消防力の強化、火災予防のための指導の徹底、危険物等の安全確保に努めるととも

に、危険物施設の自主保安体制充実強化を指導し、地震対策と防災教育の推進を図る。 

 

■ 主な機関の措置 

区 分 機関名 主な措置 

第１節 

火災予防対策に関

する指導 

丹羽広域事務組合

消防本部 

(1) 一般家庭に対する指導 

(2) 防火対象物の防火体制の推進 

(3) 予防査察の強化指導 

(4) 危険物等の保安確保の指導 

(5) 建築同意制度の活用  

第２節 

消防力の整備強化 

丹羽広域事務組合

消防本部 

(1) 常備消防力の強化 

(2) 消防水利の増設、開発 

(3) 地域消防力との連携強化 

第３節 

危険物施設防災計

画 

危険物施設の管理

者 

危険物施設防災計画 

 

第４節 

高圧ガス大量貯蔵

所防災計画 

高圧ガス製造施設

の管理者 

高圧ガス大量貯蔵所防災計画 

 

第５節 

毒物劇物取扱施設

防災計画 

毒物劇物取扱施設

の管理者 

毒物劇物取扱施設防災計画 

 

第１節 火災予防対策に関する指導                       

 

 

消防における措置 

(1) 一般家庭に対する指導 

消防は、地区の町内会、自主防災会及び女性消防クラブ等各種団体を通じて、一般家庭に対 

し住宅用火災警報器、消火器具及び消火用の水の確保など普及徹底を図るとともに、これら器 

具等の取扱い方を指導し、初期消火活動の重要性を認識させ地震時における初期消火活動の徹 

底を図るものとする。 

(2) 防火対象物の防火体制の推進 

多数の者が利用する防火対象物については、火災が発生した場合の被害が大きい。このため、 

消防法に規定する防火対象物について防火管理者を必ず選任させるとともに、その者に地震が 

事前予知された場合の対応も含めた震災対策事項を加えた消防計画を作成させ、同計画に基づ  

き消火、避難等の訓練の実施、消防用設備等の点検整備、火気の使用又は取扱いに関する指導 

を行うとともに、防火対象物について消防法の規定に基づく消防用設備等の完全設置を行って 

当該対象物に対する防火体制の推進を図るものとする。 

(3) 予防査察の強化指導 

実施担当 丹羽広域事務組合消防本部 
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消防法に規定する立ち入り検査を強化し、常に当該区域内の防火対象物の状況を把握すると 

ともに、火災発生危険の排除に努め予防対策の万全な指導を行うものとする。 

(4) 危険物等の保安確保の指導 

消防法の規制を受ける危険物施設等の所有者に対し、自主保安体制の確立、保安監督者の適 

正な配置、危険物取扱従事者等に対する保安教育を計画的に実施し、当該危険物等に対する保 

安の確保に努めるよう指導するとともに、これら施設について必要に応じて、立入検査を実施 

し、災害防止上必要な助言又は指導をするものとする。 

    なお、丹羽広域事務組合火災予防条例に規定されている少量危険物、指定可燃物等の管理及 

び取扱いについても、所有者に対し同様の措置を講ずるよう指導に努めるものとする。 

(5) 建築確認同意制度の活用 

建築物を新築、改築、増築等計画の段階で防火の観点からその安全性を確保できるよう、消 

防法第７条に基づく建築同意制度の効果的な運用を図る。 

(6) 震災時の出火防止対策の推進 

  地震時における電気に起因する火災を防止するため、電力会社等と共に、感震ブレーカー等

の普及や、自宅から避難する際にブレーカーを落とすことについて啓発を図るものとする。 

 

第２節 消防力の整備強化                            

 

 

消防及び町における措置 

大地震発生に伴う火災の損害を最小に抑制する手段としては、初期消火及び都市の不燃化に 

依存するところが大であるが、なお、同時多発火災に対処するため、消防力による火災の鎮圧 

効果を確保することは、対策上重要なことである。 

(1) 常備消防力の強化 

消防車両整備計画に基づき車両の増強、予備消防機械及び機材の整備、備蓄を図る。 

(2) 消防水利の増設、開発 

消防活動に必要な消防水利の確保については、水道送配水管の破損等による消火栓の使用不 

能状態が予想されるので次の施策を積極的に進め、必要数の確保に努める。 

ア 上水道対策は、緊急給水上も重要であり、水道施設の耐震化を行い、消火栓の機能拡大を 

図るとともに、大口径配水管への消火栓設置についても検討を行う。 

イ 消火栓依存度を低くするため、防火水槽の増設を図る。 

ウ 防火水槽の耐震化を図る。 

エ 飲料水兼用の耐震性貯水槽の設置を検討する。 

(3) 地域消防力との連携強化と地域消防力の強化 

常備消防の整備強化を進めると同時に、消防団などの地域消防力との連携強化を図る。 

また、地域消防組織の育成、強化を図るため、消防技術の普及、向上に努める。 

 

第３節 危険物施設防災計画                          

 

 

消防における措置 

危険物施設防災計画 

本町の危険物施設は点在する工場内に多量に保有されている。その種類は石油類を中心とし 

ているため、地震が発生した場合、火災・爆発・流出・漏洩等の事故が予想され、当該事業所 

のみならずその周辺にも大きな被害を及ぼすことは明らかである。従って、地震時の災害予防 

実施担当 丹羽広域事務組合消防本部、危険物施設の管理者 

実施担当 丹羽広域事務組合消防本部、総務課 
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については、法令に基づく設備の構造面からその安全性を確保することが第一に検討されなけ 

ればならない問題である。さらには事業所における自主管理体制の強化についても配慮するこ 

とが必要である。 

また、対策については、過去における地震被害例に基づき年々危険物施設に対する消防法及 

び関係政省令等が改正されるとともに、施設の位置、構造及び設備の基準も年々強化されてき 

た。本町もこれらを予防査察によりその徹底を期し、地震に対する構造上の安全策は講じられ 

てはいるものの、これらの要因以外による損傷や、夜間無人となる事業所の地震時における問 

題点について、事業所の消防計画及び予防規程を整備し、自主管理体制、災害時における初動 

体制の確立を図るよう指導に努める。 

 

第４節 高圧ガス大量貯蔵所防災計画                      

 

 

高圧ガス製造施設の管理者における措置 

高圧ガス大量貯蔵所防災計画 

町内には多種多様な高圧ガスが大量に取扱われており、その危険度はきわめて大きい。これ 

らの施設の所在する事業所周辺も過密化傾向にある。従って高圧ガスを大量に貯蔵、消費して 

いる事業所において事故が発生すれば周辺住宅地域に被害を及ぼす恐れがある。このため、従 

来から高圧ガス保安法等による法的基準の遵守はもとより自主的な保安体制の整備、充実を図 

ってきている。しかしながら破壊的地震時には、高圧ガス施設も損傷を受ける場合があるので、 

高圧ガス災害を最小限に抑止し、周辺地域住民には被害を及ぼさないことを基本方針として次 

の事項の対策を推進する。 

ア 各事業所における高圧ガス施設や重要な保安施設が大災害の原因になるような損傷を受 

けないようにする。 

イ 万一、これらの施設が損傷を受けても、当該事業所で対策措置ができるようにする。 

ウ 各事業所に、地震防災応急計画を定めるよう指導する。 

 

第５節 毒物劇物取扱施設防災計画                       

 

 

消防における措置 

毒物劇物取扱施設防災計画 

毒物劇物取扱施設については、その取扱いに関わる保健衛生上の危害を防止するために、毒 

物及び劇物取締法に基づいて、監視指導を行っている。地震により毒物劇物多量保有施設の損 

傷があった場合には、周辺地域に重大な影響を及ぼすことになるため災害予防対策を講じさせ 

なければならないが、毒物劇物取扱施設であって、消防法あるいは毒物及び劇物取締法によっ 

て規制を受けている施設については、その法令により災害予防対策が指導されているので、前 

二法により規制を受けない施設について、立入指導の強化により災害予防対策を推進する。ま 

た、対策として各事業所には次のことを重点とした指導を強化する。 

ア 毒物劇物屋外貯蔵タンクについては、事故時の流出を防止するため防液堤あるいは貯留槽 

等の設置を推進する。 

イ 毒物劇物の貯蔵施設については、可能な限り耐火構造の専用施設とし、やむを得ず同一施 

設内に他の物品と混在する場合は防火区画とする。 

ウ 毒物劇物を貯蔵し、又は保管する施設の表示については、見やすい場所に「保管管理責任 

者氏名、電話番号等連絡方法」、「医薬用外」、「毒物」、「劇物」等の表示をする。 

実施担当 丹羽広域事務組合消防本部、高圧ガス製造施設の管理者 

実施担当 丹羽広域事務組合消防本部、毒物劇物取扱施設の管理者 
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エ 毒物劇物の多量保有施設については、保有する毒物又は劇物に応じた危害防止対策の確立 

を図る。 

オ 毒物劇物の保有施設については、応急措置に必要な設備機材等の配備の促進を図る。 

 

◆ 附属資料 4-3「消防団保有の消防力」 

◆ 附属資料 4-4「消防水利設置状況」 

◆ 附属資料 4-6「耐震性飲料水兼用貯水槽」 

◆ 附属資料 5-10「扶桑町自主防災組織設置推進要綱」 

 ◆ 附属資料 5-11「扶桑町女性消防クラブ連合会規約」 

 ◆ 附属資料 5-12「自主防災組織・女性消防クラブ組織一覧表」 
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第９章 広域応援体制の整備 

 

■ 基本方針 

○ 町等防災関係機関は、大規模な災害等が発生した場合において、速やかに災害応急活動等

が実施できるよう、あらかじめ相互応援協定を締結するなど、広域的な応援体制の整備を図

るものとする。 

なお、相互応援協定の締結にあたっては、大規模な地震災害等による同時被災を避ける観

点から、近隣の団体に加えて、遠方に所在する団体との間の協定締結も考慮するものとする。 

 

■ 主な機関の措置 

区 分 機関名 主な措置 

第１節 

資料の整備 

町 資料の整備 

第２節 

広域応援体制の整

備 

町、県 1(1) 応援要請手続きの整備 

1(2) 応援協定の締結等 

1(3) 防災活動拠点の確保等及び受援体制の整備 

防災関係機関 応援協定の締結等 

第３節 

応援部隊等に係る

広域応援体制の整

備 

丹羽広域事務組合

消防本部 

(1) 緊急消防援助隊 

(2) 広域航空消防応援 

(3) 県内の広域消防相互応援協定 

第４節 

支援物資の円滑な

受援供給体制の整

備 

町、県 (1) 災害時の円滑な物流に向けた体制の検討 

(2) 訓練・検証等 

 

第１節 資料の整備                              

 

 

町における措置 

町長は、災害応急対策に必要な職員の派遣の措置が講じられるようあらかじめ関係資料を整 

備しておく。 

 

第２節 広域応援体制の整備                          

 

 

１ 町及び県における措置 

(1) 応援要請手続きの整備 

町及び県は、国又は他の地方公共団体への応援要請が迅速に行えるよう、あらかじめ要請の

手順、連絡調整窓口、連絡の方法を取り決めておくとともに、連絡先の共有を徹底しておくな

ど、必要な準備を整えるものとする。 

(2) 応援協定の締結等 

ア 相互応援協定の締結 

実施担当 災害対策室 

実施担当 災害対策室、関係各課 
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町及び県は、災害対策基本法第 49条の 2に基づき、市町村等との相互応援に関する協定 

の締結に努めるものとする。 

イ 技術職員の確保 

町は、土木・建築職などの技術職員が不足している町への中長期派遣等による支援を行 

うため、技術職員の確保及び災害時の派遣体制の整備に努めるものとする。 

ウ 民間団体等との協定の締結等 

町及び県は、災害対策基本法第 49条の 3に基づき、民間団体等と応援協定を締結するな 

ど必要な措置を講ずることにより、各主体が災害発生時に迅速かつ効果的な災害応急対策 

を行えるよう努めるものとする。民間団体等に委託可能な災害対策に係る業務（被災情報 

の整理、支援物資の管理・輸送等）については、あらかじめ、民間団体等との間で協定を 

締結しておく、輸送拠点として活用可能な民間団体等の管理する施設を把握しておくなど 

協力体制を構築し、民間団体等のノウハウや能力等を活用するものとする。 

また、相互支援体制や連携体制の整備に当たっては、訓練等を通じて、発災時の連絡先、 

要請手続等の確認を行うなど、実効性の確保に留意すること。 

(3) 防災活動拠点の確保等及び受援体制の整備 

ア 防災活動拠点の確保等 

町及び県は、円滑に国等からの広域的な応援を受けることができるよう、自衛隊・警察・

消防を始めとする応援部隊等の展開及び宿営の拠点、資機材・物資の集結・集積に必要とな

る拠点、緊急輸送ルート等の確保、整備及びこれらの拠点等に係る関係機関との情報の共有

に努めるものとする。 

なお、緊急輸送ルート等の確保にあたっては、多重化や代替性・利便性等を考慮しつつ、

災害発生時の緊急輸送活動のために確保すべき道路、港湾、漁港、飛行場等の輸送施設及び

トラックターミナル、卸売市場、展示場、体育館等の輸送拠点について把握・点検するもの

とする。 

イ 受援体制の整備 

町及び県は、国や他の地方公共団体等からの応援職員等を迅速・的確に受け入れて情報共 

有や各種調整等を行うための受援体制の整備に努めるものとする。特に、庁内全体及び各業 

務担当部署における受援担当者の選定や応援職員等の執務スペース等の確保を行うものと 

する。 

また、町及び県は、訓練等を通じて、被災市区町村応援職員確保システムを活用した応援 

職員の受け入れについて、活用方法の習熟、発災時における円滑な活用の促進に努めるもの 

とする。 

ウ 南海トラフ地震等発生時の受援計画 

南海トラフ地震発生時の広域応援については、国が、緊急輸送ルートや応援部隊等の活動、

物資調達、燃料供給、防災拠点について具体的な計画を定めているところである。 

県は、国の活動に対応した受援計画を策定し、県、町及びその他の防災関係機関が実施す

べき事項について定めておくものとする。 

なお、東海地震、東南海・南海地震発生時の対応についても同様とする。 

エ 訓練、検証等 

県は、広域的な受援に係る計画や相互応援協定等の実効性を高めていくため、各種訓練等

を通じた検証を行うとともに、検証結果や国、県、町、その他防災関係機関等の体制変更、

施設、 資機材等の整備の進捗に応じて、随時、計画等の必要な見直しを行うものとする。 

 

２ 防災関係機関における措置 

防災関係機関は災害応急対策又は災害復旧の実施に際し、相互応援や民間団体等の協力を得 
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るため、災害対策基本法第 49条の 2及び同条の 3の規定等により、応援協定を締結するなど 

必要な措置を講ずるよう努める。 

 

第３節 応援部隊等に係る広域応援体制の整備                     

 

 

消防における措置 

(1) 緊急消防援助隊 

消防は、大規模災害の発生時に人命救助活動等の消防応援を行う緊急消防援助隊を充実強化 

するとともに、実践的な訓練等を通じて消防活動能力の向上及び受援体制の確立に努めるもの 

とする。 

特に、南海トラフ地震等における国全体の運用方針等や最大震度に応じた迅速出動により、 

地震発生直後から本県への応援出動が行われることを考慮して、受援体制を早急に整えるため

の準備に努めるものとする。 

(2) 広域航空消防応援 

消防は、大規模特殊災害が発生した場合において、「大規模特殊災害時における広域航空消 

防応援実施要綱」に基づく広域航空消防応援が、円滑、迅速に実施できるよう実践的な訓練等

を通じて活動体制の整備に努めるものとする。 

(3) 県内の広域消防相互応援 

消防は、愛知県下に大規模災害等が発生した場合において、「愛知県内広域消防相互応援協 

定」に基づく消防応援活動が、迅速、的確に実施できるよう実践的な訓練等を通じて活動体制

の整備に努めるものとする。 

 

第４節 支援物資の円滑な受援供給体制の整備                  

 

 

町及び県における措置 

(1) 災害時の円滑な物流に向けた体制の検討 

  町及び県は、円滑に国等からの支援物資の受入・供給を行うため、広域物資輸送拠点や地域

内輸送拠点等（以下、「物資拠点」という。）の見直しを始め、物資拠点における作業体制等に

ついて検討を行うとともに、関係機関との情報の共有に努めるものとする。 

また、緊急輸送が円滑に実施されるよう、あらかじめ、運送事業者等と物資の保管、荷捌き 

及び輸送に係る協定を締結するなど体制の整備に努めるものとする。この際、町及び県は、災

害時に物資拠点から指定避難所等までの輸送手段を含めた体制が速やかに確保できるよう、あ

らかじめ、適切な物資拠点を選定しておくよう努めるものとする。 

(2) 訓練・検証等 

  町及び県は、災害時に支援物資を円滑に搬送するため、連携して物資拠点等における訓練を

行うとともに、訓練検証結果や国、県、市町村、その他防災関係機関等の体制変更、施設、資

機材等の整備の進捗に応じて、随時、計画等の必要な見直しを行うものとする。 

 

◆ 附属資料 6-1「愛知県内広域消防相互応援協定」 

◆ 附属資料 6-2「愛知県防災ヘリコプター支援協定」 

   ◆ 附属資料 6-3「災害時における相互応援に関する協定（尾張北部広域行政圏）」 

   ◆ 附属資料 6-4「災害時における相互応援に関する協定実施細則（尾張北部広域行政圏）」 

◆ 附属資料 6-5「災害時における相互応援に関する協定（福井県美山町）」 

実施担当 丹羽広域事務組合消防本部 

実施担当 災害対策室 
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◆ 附属資料 6-6「災害時における相互応援に関する協定実施細則（福井県美山町）」 
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第１０章 防災訓練及び防災意識の向上 

 

■ 基本方針 

○ 町は、防災週間等を通じ、積極的かつ継続的に防災訓練を実施するものとする。 

○ 地震災害を最小限に食い止めるには、町等防災関係機関による災害対策の推進はもとよ

り、町民の一人ひとりが日ごろから地震災害についての認識を深め、災害から自らを守ると

ともにお互いに助け合うという意識と行動が必要であるため、町は、防災訓練、教育、広報、

町民相談等を通じて防災意識の向上を図る。 

○ 特に稀にしか発生しない大規模かつ広域的な災害に備え、町民・民間企業等が、防災・減

災対策に自ら取り組むためには、動機付けやコスト等の障害があるため、自助・共助の必要

性を適切に伝え、行動に結びつけるための取組を行う。 

○ 防災訓練、教育等の実施にあたっては、要配慮者の多様なニーズに十分配慮し、地域にお

いて要配慮者を支援する体制が整備されるよう努めるとともに、被災時の男女のニーズの違

い等男女双方の視点に十分配慮するよう努める。また、防災訓練の実施にあたっては、訓練

のシナリオに緊急地震速報を取り入れるなど、地震発生時の対応行動の習熟を図るよう努め

ることとする。 

○ 様々な複合災害を想定した図上訓練等を行い、各種対策や計画の見直しに努める。 

 

■ 主な機関の措置 

区 分 機関名 主な措置 

第１節 

防災訓練の実施 

町 1(1) 総合防災訓練の実施 

1(2) 個別の防災訓練 

1(3) 図上訓練 

1(6) 広域応援訓練 

1(7) 防災訓練の指導協力 

1(8) 訓練の検証 

町、私立各学校等

管理者 

3(1) 計画の策定及び周知徹底 

3(2) 訓練の実施 

3(3) 訓練の反省 

第２節 

防災のための意識

啓発・広報 

町、丹羽広域事務

組合消防本部、名

古屋気象台 

(1) 防災意識啓発 

(2) 防災に関する知識の普及 

(3) 自動車運転者に対する広報 

(4) 家庭内備蓄等の推進 

(5) 報道媒体の活用 

(6) 過去の災害教訓の伝承 

第３節 

防災のための教育 

町、私立各学校等

管理者 

1(1) 児童生徒等に対する地震防災教育 

2(1) 町職員に対する地震防災教育 

3 1  防災機関における防災教育 

4(1) 防災意識調査の実施 

4(2) 住宅の地震相談 

4(3) 地震に関する相談 
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第１節 防災訓練の実施                            

 

 

１ 町における措置 

(1) 総合防災訓練の実施 

町は、防災の日を中心に、町の地域における防災関係機関、ボランティア団体及び要配慮者 

を含めた住民等の協力、連携のもとにより実践的な訓練となるよう、シナリオに緊急地震速報 

を取り入れるなど大規模な地震に備えて総合防災訓練を実施する。訓練内容は、警戒宣言等 

情報の収集、伝達、広報、消火活動、避難誘導、救護活動、交通規制、浸水対策活動、公共施 

設の応急復旧等、警戒宣言の発令並びに東海地震注意情報及び東海地震に関連する調査情報 

（臨時）の発表に基づく災害対策本部等の設置等地震防災応急対策の実施から、発災後におけ 

る応急復旧に至るまでの一連の訓練を実施する。また、災害応援に関する協定に基づく訓練、 

避難所の機能確保訓練やボランティアの受入体制の訓練などを実施する。 

(2) 個別の防災訓練 

自主防災組織、女性消防クラブ、事業所等が、独自に計画して、地域の住宅密集度、道路事 

情、人口、世帯数などにより、あるいは、事業所の事業種別、従業員数など、それぞれの実情 

に合った訓練を行う。 

なお、訓練の実施にあたっては、自主防災組織及び女性消防クラブの訓練の場合は、消防職 

員が実技の指導をし、必要な資機材等についてもなるべく貸与又は支給するなどの便宜を図る。 

(3) 図上訓練 

職員の災害対応能力の向上を図るため、災害対策本部において、応急対策活動に従事する本 

部要員に対し、実践的な図上訓練や実際的な災害対処訓練(ロールプレイング方式)等を実施す 

る。 

(4) 通信連絡訓練 

地震による災害時においては、有線設備、特に地下ケーブル、架空ケーブル等が壊滅的な被 

害を受けるほか、無線設備においても少なからず被害を出ることが考えられ、通信の途絶の事 

態が予想される。このような事態に対処し通信の円滑な運用を確保するためには、各機関ごと 

に有事の際における情報の収集及び伝達の要領、さらには内部処理の方法並びに通信設備の応 

急復旧等についての訓練を繰り返し行う必要がある。なおこれらの訓練は、同一機関が設置す 

る通信施設及び複数の他機関が設置する通信施設の相互間において実施する。 

(5) 招集訓練 

町は、地震災害時における災害対策の万全を期するため、職員の招集訓練を適宜実施する。 

(6) 広域応援訓練 

  町は、十分な災害応急対策の実施が困難な状況に陥った場合を想定し、県や他の市町村と連

携し、広域的な応援を行う防災訓練を実施する。 

(7) 防災訓練の指導協力 

町は、居住地、職場、学校等において、定期的な防災訓練を、夜間等様々な条件に配慮し、

きめ細かく実施又は行うよう指導し、住民の災害発生時の避難行動、基本的な防災用資機材の

操作方法等の習熟を図るものとする。 

また、防災関係機関あるいは自主防災組織が実施する防災訓練について、計画遂行上の必要

な指導助言を行うとともに、積極的に協力する。 

さらに、企業を地域コミュニティの一員としてとらえ、地域の防災訓練等への積極的参加を

呼びかけ、防災に関するアドバイスを行うものとする。 

(8) 訓練の検証 

町は、訓練での課題等を整理し、必要に応じて改善措置を講じるものとする。 

実施担当 災害対策室、関係各課等 
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２ 防災関係機関における措置 

防災関係機関は、地震による災害時においては、有線設備、特に地下ケーブル、架空ケーブ 

ル等が潰滅的な被害を受けるほか、無線設備においても少なからず被害を被ることが考えられ、 

通信の途絶の事態が予想される。このような事態に対処し、通信の円滑な運用を確保するため 

には、各機関ごとに災害時における情報の収集及び伝達の要領、さらには内部処理の方法、通 

信設備の応急復旧等についての訓練を繰り返し行う必要がある。 

なお、これらの訓練は、同一機関が設備する通信施設及び複数の他機関が設備する通信施設 

の相互間において実施する。 

３ 町及び私立各学校等管理者における措置 

児童生徒等及び職員の防災に対する意識の高揚を図り災害発生時に迅速かつ適切な行動をと 

り得るよう、必要な計画を樹立するとともに訓練を実施する。 

（1）計画の策定及び周知徹底 

災害の種別に応じ、学校等の規模、所在地の特性、施設設備の配置状況、児童生徒等の発達 

段階を考慮し、避難の場所、経路、時期及び誘導並びにその指示、伝達の方法の計画をあらか 

じめ定め、その周知徹底を図る。計画策定に際しては、県（防災安全局）や町防災担当部局等

の関係機関との連絡を密にして専門的立場からの指導・助言を受ける。 

（2）訓練の実施 

学校における訓練は、教育計画に位置づけて実施するとともに、児童会・生徒会等の活動と 

も相まって、十分な効果をあげるよう努める。 

（3）訓練の反省 

訓練実施後は、十分な反省を加えるとともに、必要に応じ計画の修正・整備を図る。 

 

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

 

 

町及び名古屋気象台等における措置 

(1) 防災意識の啓発 

町は、地震発生時及び警戒宣言発令時に住民が的確な判断に基づき行動できるよう、民間事

業者等と協力して、次の事項を中心に地震についての正しい知識、防災対応等について啓発す

る。 

名古屋地方気象台は、町民が地震に関する情報（緊急地震速報、南海トラフ地震に関連する

情報、長周期地震動に関する観測情報含む。）を容易に理解し、適切な避難行動をとることが

できるよう、防災関係機関と協力して、次の事項の内ア～エ、ク、セ～テについて解説に努め、

正しい知識について啓発を図る。 

さらに町は、防災に関する様々な動向や各種データを分かりやすく発信するよう努める。 

ア 地震に関する基礎知識 

イ 県内の活断層や活断層地震への対策に関する知識 

ウ 予想される地震に関する知識、地域の危険度に関する知識  

エ 警報等や避難勧告等の意味と内容 

オ 正確な情報の入手  

カ 防災関係機関が講ずる地震防災応急対策等の内容  

キ 地域の緊急避難場所、避難路に関する知識  

ク 緊急地震速報や避難勧告等の発令時にとるべき行動  

ケ 様々な条件下（建物内、路上、自動車運転中等）で災害発生時にとるべき行動  

コ 避難生活に関する知識 

実施担当 政策調整課、災害対策室、学校教育課、生涯学習課、丹羽広域事務組合消防本部 
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サ 家庭における防災の話し合い（災害時の家族内の連絡体制等（連絡方法や避難ルールの取

決め等）について、あらかじめ決めておくこと）  

シ 応急手当方法の紹介、平素から県民が実施すべき水、食料その他生活必需品の備蓄、家具 

等の転倒防止、出火防止、ブロック塀の倒壊防止等の対策の内容  

ス 住居の耐震診断と必要な耐震改修の内容 

セ 東海地震の予知に関する知識  

ソ 東海地震に関連する情報及び警戒宣言の内容・性格並びにこれに基づく措置の内容 

タ 警戒宣言が発せられた場合及び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 

して行う避難･救助活動、初期消火及び自動車運行自粛等防災上とるべき行動に関する知識   

チ 南海トラフ地震に伴い発生すると予想される地震動に関する知識 

ツ 南海トラフ地震に関連する情報の内容・性格並びにこれに基づきとられる措置の内容  

テ 南海トラフ地震臨時情報が発表された場合及び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避難･救助活動、初期消火及び自動車運行自粛等防災上とるべき行

動に関する知識 

 (2) 防災に関する知識の普及 

   町は、防災週間等を通じ、各種講習会、イベント等を開催し、地震・二次災害防止に関す 

る総合的な知識の普及に努めるものとする。この際、愛知県防災教育センターの活用を図る。 

また、町は、地域と連帯を図り、地域の実情に応じた防災の教育及び普及促進を図るとと 

もに、次の事項に留意し、事に臨んで住民の一人ひとりが正しい知識と判断をもって行動で

きるよう、パンフレット、チラシ等を作成し、各種防災行事を通じて配布する。 

ア 平常時の心得に関する事項 

イ 警戒宣言発令時の心得に関する事項  

ウ 地震発生の心得に関する事項 

エ 緊急地震速報の利用の心得に関する事項 

(3) 自動車運転者に対する広報 

警戒宣言が発せられた場合又は地震が発生した場合において、運転者として適切な行動が 

とれるよう事前に必要な広報等を行うこととする。 

(4) 家庭内備蓄等の推進 

町は、災害発生時にはライフラインの途絶等の事態が予想され、食料その他生活必需品の 

入手が困難になる恐れがあるため、飲料水、食料、携帯トイレ・簡易トイレ、トイレットペ 

ーパー等その他の生活必需品について、可能な限り 1週間分程度、最低でも 3日間分の家庭 

内備蓄を推進するとともに、マスク、消毒液、体温計といった感染防止対策資材について、 

できるだけ携行して避難するよう呼びかける。さらに、自動車へのこまめな満タン給油を呼 

びかける。 

また、東海地震に関する警戒宣言が発令された場合、発災による断水に備えて、緊急に貯 

水するよう呼びかける。 

(5) 地震保険の加入促進 

地震保険は、地震等による被災者の生活安定に寄与することを目的とした公的保険制度で 

あり、家屋等が被災した場合、復旧に要する費用が多額にのぼるおそれがあることから、被

災者が住宅再建する際の有効な手段の一つとなる。そのため、町、県等は、被災した場合で

も、一定の補償が得られるよう、その制度の普及及び町民の地震保険・共済への加入の促進

に努めるものとする。 

(6) 報道媒体の活用及び協力要請 

発災時における混乱及び被害を最小限に食い止めるため、平常時から災害に関する教育、 

キャンペーン番組等を積極的に活用し、住民の災害についての予防、応急措置避難等防災に 
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関する知識の向上に努める。また、報道機関に対して必要な資料を提供し、地震対策に係る 

報道の協力を要請する。 

(7) 過去の災害教訓の伝承 

    町は、町民が過去の災害から得られた教訓を伝承するよう、その重要性について啓発を行

う。 

    また、教訓を後世に伝えていくため、災害に関する調査結果や各種資料を広く収集・整理 

し、適切に保存するとともに、町民が閲覧できるよう公開に努めるものとする。 

 

第３節 防災のための教育                           

 

 

１ 各学校等管理者における措置 

学校等での災害を未然に防止するとともに、災害による教育活動への障害を最小限にとどめ 

るため、平素から必要な教育を行う。 

また、災害発生時において、迅速かつ適切な対応を図るため、学校等では平素から災害に備 

えて職員等の任務の分担及び相互の連携等について組織を整備しておく。 

なお、児童生徒等が任務を分担する場合は、児童生徒等の安全の確保を最優先する。 

(1) 児童生徒等に対する防災教育 

児童生徒等の安全と家庭への防災思想の普及を図るため学校（幼稚園を含む。以下同じ。） 

において防災上必要な防災教育を行う。災害リスクのある学校においては、避難訓練と合わせ 

て防災教育を実施し、その他の学校においても防災教育を充実し、子供に対して「自らの命は 

自らが守る」意識の徹底と災害リスクや災害時にとるべき避難行動（警戒レベルとそれに対応 

する避難行動等）の理解を促進する。また、防災教育は、教育課程に位置づけて実施しとりわ 

け学級活動（ホームルーム活動）、学校行事及び訓練等とも関連を持たせながら、効果的に行 

うよう配慮する。 

（2）関係職員の専門的知識のかん養及び技能の向上 

関係職員に対する防災指導資料の作成・配布・講習会及び研究会等の実施を促進し、災害 

及び防災に関する専門的知識のかん養及び技能の向上を図る。 

(3) 防災思想の普及 

ＰＴＡ、青少年団体、女性団体等の研修会及び各種講座等、社会教育の機会を活用して、 

防災思想の普及を図る。 

(4) 登下校（登降園）の安全確保 

児童生徒等の登下校（登降園を含む。以下同じ。）途中の安全を確保するため、あらかじ 

め登下校の指導計画を学校ごとに樹立し、平素から児童生徒等及び家庭等への徹底を図る。 

ア 通学路の設定 

(ｱ) 通学路については、警察署、建設事務所、消防署等関係機関及び地元関係者と連携を図

り、学区内の様々な状況下における危険箇所を把握して点検を行う。 

(ｲ) 平常の通学路に異常が生じる場合に備え、必要に応じて緊急時の通学路を設定するなど 

しておく。 

（ｳ）異常気象時における通学路の状況の把握についてその情報収集の方法を確認しておく。 

（ｴ）児童生徒の個々の通学路及び誘導方法等について常に保護者と連携をとり確認しておく。 

（ｵ）幼児の登降園については原則として個人又は小グループごとに保護者が付き添うものと

する。 

(ｶ) 高等学校及び特別支援学校における登下校については、児童生徒等の安全が確保できる 

よう、学校ごとに（ｱ）から（ｴ）までに定める事項を考慮しながら具体的な方法を点検し 

実施担当 災害対策室、学校教育課 
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確認しておく。 

イ 登下校の安全指導 

（ｱ）異常気象時の児童生徒等の登下校について指導計画を綿密に確認する。 

（ｲ） 通学路における危険箇所については、児童生徒等への注意と保護者への周知徹底を図る。 

（ｳ）登下校時における危険を回避できるよう、児童生徒等に対して具体的な注意事項をあげ 

て指導する。 

２ 町における措置 

(1) 町職員に対する地震防災教育 

町職員が一丸となって積極的に地震防災対策を推進するため、また、地域における防災活動   

を率先して実施するため、必要な知識や心構えなど次の事項を、研修会等を通じて教育する。 

ア 地震に関する基礎知識 

イ 東海地震の予知に関する知識 

ウ 東海地震に関連する情報及び警戒宣言の内容・性格並びにこれに基づきとられる措置の内 

容 

エ 予想される地震及び津波に関する知識 

オ 職員等が果たすべき役割 

カ 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 

キ 地震が発生した場合、警戒宣言が発令された場合及び東海地震に関連する情報が発表され 

た場合にとるべき行動に関する知識 

ク 家庭の地震防災対策と自主防災組織の育成強化対策 

ケ 今後地震対策として取り組むべき必要のある課題 

３ 防災関係機関における防災教育 

  防災関係機関は、それぞれ又は他と協同して、その所掌事務又は業務について、防災教育の 

実施に努める。 

４ 世論調査及び地震相談の実施 

住民の地震についての正しい知識の普及と防災思想の意識を図るため、防災関係機関と有機 

的な連携のもとに実施するものとする。 

(1) 防災意識調査の実施 

住民の地震災害対策に関する防災意識を把握するため、アンケート調査及び町政モニターか 

らの意見聴取等の防災意識調査を必要に応じ実施する。 

(2) 住宅の地震相談 

地震が起きたとき、はたして我が家は大丈夫かどうかの住民の不安を解消するため、住宅の 

地震相談を実施する。 

(3) 地震に関する相談 

地震についての不安を持っている住民の方々のために、町は相談に応ずるものとする。 
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第１１章 震災に関する調査研究の推進 

 

■ 基本方針 

○ 様々な災害が同時に、広域的に多発する地震災害に対して、地震予知や被害想

定の実施のほか、新たな知見や発想を積極的に取り入れた被害提言策の検討を継

続的に実施するなど総合的な地震防災対策の実施に結び付けていく。  

また、地域の災害危険性を的確に把握し、それに対する効果的な対策を調査す  

るための防災アセスメントを実施するとともに、それに基づき地域住民への防災  

広報活動の充実を図っていく。 

 

■ 主な機関の措置 

区 分 機関名 主な措置 

震災に関する調査

研究の推進 

町 (1) 基礎的調査 

(2) 地震の発生、規模及び予知に関する調査 

(3) 被害想定に関する調査研究 

(4) 災害の防止、都市の防災化に関する調査 

(5) 防災カルテ等の整備 

(6) 地籍調査 

 

震災に関する調査研究の推進                          

 

 

 

町における措置 

(1) 基礎的調査（本町の自然・社会的条件に関する調査） 

本町の自然的・社会的条件についての調査は、調査研究の基礎をなすものである。社会的条 

件については、既存の一般的な調査が利用できる部分が多い。自然条件については、昭和 53 

年度以来、地形・地質・地盤の構造、沖積層の分布、活断層、流砂現象危険度などについて調 

査研究を行ってきた。 

(2) 地震の発生、規模及び予知に関する調査 

本町に大きな被害を与えた東南海地震及び三河地震を始めとし、古くは、濃尾地震、安政地 

震、宝永地震、天正地震など個々の地震について総合的な調査研究を進めてきた。 

また、将来発生するであろう地震の予知については、特に、町内における予知観測網のあり 

方とその活動方法について研究を進め、可能なものから実施していくとともに、地震予警報の 

社会的影響や法的諸問題についての調査研究を行う。 

(3) 被害想定に関する調査研究 

震災に関する総合的被害想定（被害の発生態様及び程度の予測）は、震災対策を適切に具体 

化するための目標を設定することを目的とするものであり、震災対策の総合的かつ効果的な推 

進を図るために重要である。 

ア 濃尾地震を想定した愛知県の被害予測調査（平成 2 年度） 

明治 24 年に発生した濃尾地震が、今日再び発生した場合の木造建物の崩壊、火災による

物的・人的被害の想定を行った。 

イ 愛知県東海地震被害予測調査（平成 4～7 年度） 

実施担当 災害対策室 

     「災害の防止、都市防災化に関する調査」については、関係各課 
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東海地震が発生した場合の地震動、津波などの自然現象、交通施設、ライフライン施設、

建築物などの物的被害及び人的被害を予測するとともに、物的被害や人的被害から波及す

る生活面、 経済面及び行政面における機能被害の予測を行った。 

ウ 本県の直下型大地震対策の推進についての調査（平成 7年度） 

阪神・淡路大震災の被害状況等を基に、活断層と地震との関わり、町内のライフライン施

設、避難所施設等の地震防災対策や災害広報のための報道機関との連携体制のあり方など本

町の直下型大地震対策の推進について調査研究を行った。 

エ 東海地震・東南海地震等被害予測調査（平成 14～15 年度） 

海溝型地震では、①想定東海地震、②想定東南海地震、③想定東海地震と想定東南海地震

の連動、及び内陸型地震では、④養老－桑名－四日市断層帯等を想定して、最新の情報や予

測技術を基本にした被害予測調査を実施した。 

オ 東海地震・東南海地震・南海地震等被害予測調査（平成 23～25 年度） 

海溝型地震では、南海トラフ地震として規模の異なる①過去地震最大モデルによる地震・

津波、②理論上最大想定モデルによる地震・津波を想定地震として、東日本大震災の教訓や

最新の科学的知見を踏まえた被害予測調査を実施した。 

(4) 災害の防止、都市の防災化に関する調査 

被害想定に関する調査研究を基礎に、地震による被害を最小限に食い止めるための効果的な 

対策を調査研究する。調査項目は複雑多岐にわたるが、①大震火災対策、②避難場所及び避難 

路、③自主防災組織等について重点的に実施することとする。 

(5) 防災カルテ等の整備 

町は、防災アセスメントを実施することにより、その成果を活用して、地域の災害危険性を 

総合的かつ科学的に把握し、コミュニティレベル（集落単位、自治会単位、学校区などの単位） 

でのきめ細かな防災カルテ・防災マップの作成を積極的に推進する。防災カルテ等に記載すべ 

き事項は、①災害危険箇所、②避難場所、③避難路、④防災関係施設、⑤土地利用の変遷、⑥ 

災害履歴などである。 

(6) 地籍調査 

町は、防災事業の推進や円滑な災害復旧に資するため、土地の最も基礎的な情報である面積

や境界等を世界測地系による数値情報により正確に把握し、記録する地籍調査の推進を図る。 
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第１２章 南海トラフ地震臨時情報に対する防災対応 

 

■ 基本方針 

○ 南海トラフ地震臨時情報の発表の有無に関わらず、従前から実施している突発地震の備え

を実施することを基本とし、さらなる被害の軽減を目指す観点で、南海トラフ地震臨時情報

を有効に活用することが重要である。 

○ 南海トラフ地震臨時情報が発表された場合の対応を、町、防災関係機関等が地域の実情に

応じてあらかじめ検討し、連携協力して防災対応がとれる体制を確保する。 

 

■ 主な機関の措置 

区 分 機関名 主な措置 

第１節 

南海トラフ地震臨時情報（調査

中）が発表された場合の対応 

町、防災関係機

関 

 

情報収集・連絡体制の整備 

第２節  

南海トラフ地震臨時情報（巨大地

震警戒）が発表された場合の対応 

町、防災関係機

関 

情報収集・連絡体制の整備 

住民への周知・呼びかけ 

避難対策等 

第３節  

南海トラフ地震臨時情報（巨大地

震注意）が発表された場合の対応 

町、防災関係機

関 

情報収集・連絡体制の整備 

住民への周知・呼びかけ 

 

第１節 南海トラフ地震臨時情報（調査中）が発表された場合の対応                          

 

 

情報収集・連絡体制の整備 

町及び防災関係機関は、あらかじめ定められた必要な体制をとる。（南海トラフ地震臨時情報の 

伝達方法は、第 3編第 2章「避難行動」第 1節「地震警報等の伝達」を参照。） 

 

第２節 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）が発表された場合の対応        

 

 

１ 情報収集・連絡体制の整備 

町及び防災関係機関は、あらかじめ定められた必要な体制をとる。（南海トラフ地震臨時情報 

の伝達方法は、第 3編第 2章「避難行動」第 1節「地震警報等の伝達」を参照。） 

２ 後発地震に対して警戒・注意する体制を確保するべき期間 

町は、南海トラフ沿いの想定震源域内のプレート境界におけるＭ8.0以上の地震の発生から 

１週間、後発地震（南海トラフの想定震源域及びその周辺で速報的に解析されたＭ6.8程度以 

上の地震が発生、又はプレート境界面で通常とは異なるゆっくりすべり等を観測した後に発生 

する可能性が平常時に比べて相対的に高まったと評価された南海トラフ地震、以下同じ。）に対 

して、警戒する体制を確保するものとする。また、当該期間の経過後１週間、後発地震に対し 

て注意する体制を確保するものとする。 

３ 住民への周知・呼びかけ 

町は、放送事業者等と連携し、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等の内容、交通に

実施担当 関係各課 関係機関  

実施担当 関係各課 関係機関 
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関する情報、ライフラインに関する情報、生活関連情報など地域住民等に密接に関係がある事

項について周知するものとする。また、国からの指示に基づき地域住民等に対して避難の継続

（事前避難）等のあらかじめ定められた措置、及び家具の固定、最寄りの避難所・避難場所の

確認、家族との安否確認手段の取決め、家庭における備蓄の確認など、日頃からの地震への備

えを再確認する等の防災対応をとる旨を呼びかけるものとする。（参考：第 2 編第 10 章 「防

災訓練及び防災意識の向上」第 2 節「防災のための意識啓発・広報」及び第 3 編第 3 章「災害

情報の収集・伝達・広報」第 3節「広報」 

４ 避難対策等                              

（1）地域住民等の避難行動等 

町は、「南海トラフ地震の多様な発生形態に備えた防災対応検討ガイドライン」（令和元年

5月内閣府作成）及び「南海トラフ地震臨時情報発表時における防災対応の内『巨大地震警戒

時の事前避難』の検討手引き」（令和 2年 3月県作成）などに基づき、事前避難対象地域（住

民事前避難対象地域、高齢者等事前避難対象地域）について検討・設定し、国からの指示が発

せられた場合には、当該地域について、避難勧告等により事前の避難を促す。 

町は、高齢者等事前避難対象地域内の要配慮者等及び住民事前避難対象地域内の地域住民等

に対し、避難場所、避難路、避難方法及び家族との連絡方法等を平常時から確認しておき、国

からの指示が発せられた場合の備えに万全を期するよう努める旨を周知する。また、南海トラ

フ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表された場合において、高齢者等事前避難対象地域内

の地域住民等（要配慮者等除く。）及び事前避難対象地域外の地域住民等に対し、日頃からの

地震への備えを再確認する等防災対応をとる旨を呼びかける。 

（2）事前避難における避難所の運営 

事前避難の際は、知人宅や親類宅等への避難を促すことを基本とするが、それが難しい住民

に対しては、町において避難所の確保を行う。また、事前避難においては、被災後の避難では

ないため、必要なものは避難者各自で準備することについて、住民に理解を得ることなどが必

要である。（第 3 編第 10 章「避難所・要配慮者支援・帰宅困難者対策」第１節「避難所の開

設・運営」及び「南海トラフ地震臨時情報発表時における防災対応の内『巨大地震警戒時の事

前避難』の検討手引き」参照。） 

５ 消防機関等の活動                              

（1） 町は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表された場合において、消防機関

及び水防団が出火及び混乱の防止、円滑な避難の確保等のために講ずる措置について、次の

事項を重点として、その対策を定めるものとする。 

ア 地域住民等の避難場所、避難所への経路及び誘導方法 

（2）水防管理者は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表された場合に、次の事項

を重点としてその対策を定め、後発地震に備えた必要な体制を確保するものとする。 

ア 所管区域内の監視及び警戒 

  イ 水防作業に必要な資機材の点検、整備、配備等 

６ 水道、電気、ガス、通信、放送関係                    

（1) 水道 

水道事業者等は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表された場合の措置を

あらかじめ定め、後発地震に備えて必要な飲料水を供給する体制を確保するものとする。 

（2）電気 

電力事業者は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表された場合の措置をあ 

らかじめ定め、後発地震に備えて必要な電力を供給する体制を確保するものとする。 

（3）ガス 
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  ガス事業者は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表された場合の措置をあ

らかじめ定め、後発地震に備えて必要なガスを供給する体制を確保するものとする。 

（4）通信 

通信事業者は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表された場合の措置をあ

らかじめ定め、後発地震に備えて必要な体制を確保するものとする。 

（5）放送 

放送事業者は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表された場合の措置をあ

らかじめ定め、後発地震に備えて必要な体制を確保するものとする。 

８ 交通 

ア 鉄道事業者は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表された場合は安全性に 

留意しつつ、運行するために必要な対応を行うものとする。 

イ 鉄道事業者は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表される前の段階から、 

南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表された場合の運行規制等の情報について、 

情報提供に努めるものとする。 

９ 滞留旅客等に対する措置                               

町は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表された場合における滞留旅客等の

保護等のため、避難所の設置や帰宅支援等必要な対策を定めるものとする。 

１０ 広域応援部隊の活動 

先発地震が発生した場合で、かつ南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）が発表された 

場合、警察災害派遣隊、緊急消防援助隊、TEC-FORCEは、「南海トラフ地震における具体的な 

応急対策活動に関する計画」（平成 27年 3月 30日中央防災会議幹事会決定、令和 2年 5月改 

訂）に基づき活動するものとする。 

 

第３節 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）が発表された場合の対応        

 

 

１ 情報収集・連絡体制の整備 

町及び防災関係機関は、あらかじめ定められた必要な体制をとる。（南海トラフ地震臨時情報

の伝達方法は、第 3編第 2章「避難行動」第 1節「地震警報等の伝達」を参照。） 

２ 後発地震に対して注意する体制を確保するべき期間 

町は、南海トラフ沿いの想定震源域内のプレート境界においてＭ7.0以上Ｍ8.0未満又はプレ

ート境界以外や想定震源域の海溝軸外側 50km 程度までの範囲でＭ7.0以上の地震（ただし、太

平洋プレートの沈み込みに伴う震源が深い地震は除く。）が発生するケースの場合は１週間、南

海トラフ沿いの想定震源域内のプレート境界面で通常と異なるゆっくりすべりが観測されたケ

ースの場合はプレート境界面で通常と異なるゆっくりすべりの変化が収まってから、変化して

いた期間と概ね同程度の期間が経過するまでの期間、後発地震に対して注意する体制を確保す

るものとする。 

３ 住民への周知・呼びかけ 

町は、放送事業者等と連携し、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）等の内容、交通に

関する情報、ライフラインに関する情報、生活関連情報など地域住民に密接に関係ある事項に

ついて周知するものとする。また、地域住民等に対し、家具の固定、最寄りの避難所・避難場

所の確認、家族との安否確認手段の取決め、家庭における備蓄の確認など、日頃からの地震へ

の備えを再確認する等防災対応をとる旨を呼びかけるものとする。（参考：第 2編第 10章 「防

災訓練及び防災意識の向上」第 2 節「防災のための意識啓発・広報」及び第 2 編第 3 章「災害

実施担当 関係各課 関係機関 
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情報の収集・伝達・広報」第 3節「広報」） 

（参考 南海トラフ地震に関連する情報） 

○南海トラフ地震に関連する情報は、「南海トラフ地震臨時情報」又は「南海トラフ地震関連解

説情報」の情報名称で発表される。  

○「南海トラフ地震臨時情報」には、情報の受け手が防災対応をイメージし、適切に実施でき

るよう、防災対応等を示すキーワードが情報名に付記される。  

○「南海トラフ地震関連解説情報」では、「南海トラフ地震臨時情報」発表後の地震活動や地殻

変動の状況等が発表される。また、「南海トラフ沿いの地震に関する評価検討会」の定例会合

における評価結果もこの情報で発表される。 

 

「南海トラフ地震に関連する情報」の名称及び発表条件 

情報名 情報発表条件 

南海トラフ地

震臨時情報 

○南海トラフ沿いで異常な現象が観測され、その現象が南海トラフ沿いの大規模な

地震と関連するかどうか調査を開始した場合、又は調査を継続している場合 

○観測された異常な現象の調査結果を発表する場合 

南海トラフ地震 

関連解説情報 

○観測された異常な現象の調査結果を発表した後の状況の推移等を発表する場合 

○「南海トラフ沿いの地震に関する評価検討会」の定例会合における調査結果を発

表する場合（ただし、南海トラフ地震臨時情報を発表する場合を除く） 

※すでに必要な防災対応がとられている際は、調査を開始した旨や調査結果を南海
トラフ地震関連解説情報で発表する場合がある。 

 

「南海トラフ地震臨時情報」に付記するキーワードと各キーワードを付記する条件 

発表時間 キーワード 各キーワードを付記する条件 

地震発生等

から 5～30

分程度 

調査中 

下記のいずれかにより臨時に「南海トラフ沿いの地震に関する評

価検討会」を開催する場合 

○監視領域内※１でマグニチュード 6.8以上※２の地震※３が発生 

○１カ所以上のひずみ計での有意な変化と共に、他の複数の観測点

でもそれに関係すると思われる変化が観測され、想定震源域内の

プレート境界で通常と異なるゆっくりすべりが発生している可能

性がある場合など、ひずみ計で南海トラフ地震との関連性の検討

が必要と認められる変化を観測 

○その他、想定震源域内のプレート境界の固着状態の変化を示す可

能性のある現象が観測される等、南海トラフ地震との関連性の検

討が必要と認められる現象を観測 

地震発生等

から最短で 2

時間程度 

巨大地震警戒 
○想定震源域内のプレート境界において、モーメントマグニチュー

ド※４8.0以上の地震が発生したと評価した場合 

巨大地震注意 

○監視領域内※１において、モーメントマグニチュード※４7.0以上

の地震※３が発生したと評価した場合（巨大地震警戒に該当する場

合は除く） 

○想定震源域内のプレート境界において、通常と異なるゆっくりす

べりが発生したと評価した場合 
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調査終了 
○（巨大地震警戒）、（巨大地震注意）のいずれにも当てはまらない

現象と評価した場合 

※１ 南海トラフの想定震源域及び想定震源域の海溝軸外側 50km程度までの範囲 

※２ モーメントマグニチュード 7.0の地震をもれなく把握するために、マグニチュードの推定誤差を見込み、 

地震発生直後の速報的に求めた気象庁マグニチュードで M6.8以上の地震から調査を開始する 

※３ 太平洋プレートの沈み込みに伴う震源が深い地震は除く 

※４ 断層のずれの規模（ずれ動いた部分の面積×ずれた量×岩石の硬さ）をもとにして計算したマグニチュー 

ド。従来の地震波の最大振幅から求めるマグニチュードに比べて、巨大地震に対しても、その規模を正しく表 

せる特徴を持っている。ただし、モーメントマグニチュードを求めるには詳細な解析が必要で、その値が得ら 

れるまで若干時間を要する。そのため、気象庁が地震発生直後に発表する津波警報等や地震情報には、地震波 

の最大振幅から求められる気象庁マグニチュードを用いている 

 

 


