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【本計画における用語の定義】 
 

用 語 定  義 

要 配 慮 者 

(従来の災害時要援護者) 

災害の危険を察知したり、救助を申請したり、災害に対する

情報を理解したり、災害にどう対応すべきかについて、何らか

のハンディを負っている人たちをいう。 

具体的には、一人暮らしや寝たきり等の高齢者、身体障害

者、知的障害者、精神障害者、難病患者、妊産婦、乳幼児・児

童、外国人などである。 

避難行動要支援者 市に居住する「要配慮者」のうち、災害が発生し、または災

害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な者

であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援

を要する者をいう。 

指定緊急避難場所 災害が発生し、または発生するおそれがある場合における円

滑かつ迅速な避難のための立退きの確保を図るための施設また

は場所をいう。 

指 定 避 難 所 災害が発生した場合に、避難のために立ち退きを行った居住

者や滞在者等を避難のために必要な間滞在させ、または自ら居

住の場所を確保することが困難な被災した市民その他の被災者

を一時的に滞在させるために適切な避難施設をいう。 

一 時 避 難 地 火災発生時に、市民が一時的に避難できる場所をいう。大規

模火災及び地震時は、指定緊急避難場所として利用する。 

広 域 避 難 地 火災の延焼拡大によって生じる輻射熱、熱気流から市民の安全

を確保できる場所をいう。 

福 祉 避 難 所 高齢者や身体障害者等の要配慮者で、避難生活に特別の配慮

を要する人のための避難所をいう。 

地 区 防 災 計 画 地区居住者等が共同して行う防災訓練、地区居住者等による

防災活動に必要な物資及び資材の備蓄、災害が発生した場合に

おける地区居住者等の相互の支援その他の当該地区における防

災活動に関する計画をいう。 

罹 災 証 明 書 

・ 

罹 災 届 出 証 明 書 

罹災証明書は、災害により被災した住家等について、その被

害の程度を証明したものをいう。 

罹災届出証明書は、罹災の状況について、その確認が困難な

場合において、罹災の届出があったことを証明するものをい

う。 

被 災 者 台 帳 

・ 

被 災 証 明 書 

被災者台帳は、被災者の援護を実施するための基礎とする

台帳をいう。 

被災証明書は、住家、住家以外の家財、車、店舗、工場等

（人、土地等は対象外）が被災した事実を証明するものをい

う。 
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第 1編 総 則 

第 1節 本計画の目的 

1-1 

第１節 本計画の目的 

この計画は、災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）第 42 条の規定に基づき、

市域に係る防災に関し、市の処理すべき事務を中心として、市域内の関係機関を網羅

した総合的な計画として定め、市民の生命、身体及び財産をあらゆる災害から守り、

もって市民生活の安全を保護することを目的とする。 

その内容はおおむね次のとおりとする。 

 

１．本市に係る防災に関し、市、県、指定地方行政機関、自衛隊、指定公共機関、

指定地方公共機関、公共的団体・機関、その他防災上重要な施設の管理者の処理

すべき事務または事務の大綱 

２．市域に係る災害に関する予報、または警報の発令及び伝達、避難、消火、水

防、救難、救助、衛生等災害予防及び災害応急対策、災害復旧に関する事項 

３．前各号に掲げるもののほか、防災に関し必要な事項 

 

なお、この計画は、過去に発生した災害の状況及びこれに対処した諸対策を基本に

災害を想定し、次の事項について定める。 

 

第１編 総 則 

計画の目的を明らかにし、市及び関係機関等の責務と災害

に対して処理すべき事務または業務の大綱を定める。 

また、現在及び将来を見通した香芝市における防災行政の

基本となる“防災ビジョン”を明らかにする。 

第２編 災害予防計画 

地震、風水害をはじめとする各種災害の未然防止対策、被

害を最小限に止めるための措置、市民への啓発活動及び災害

発生直後の応急対策を迅速かつ的確に実施するための事前の

備えについて明記し、平常時にとるべき防災活動全般につい

ての総合的な計画を定める。 

第３編 地震災害応急

対策計画 

大規模な地震災害に対応するため、災害を想定しての防御

措置、災害の拡大防止措置及び被災者に対する応急救助の措

置について基本的な計画を定める。 

第４編 風水害等応急

対策計画 

風水害、土砂災害、その他の災害に対応するため、災害が

発生し、または発生するおそれのある場合の防御措置、災害

の拡大防止措置及び被災者に対する応急救助の措置について

基本的な計画を定める。 

第５編 災害復旧・復

興計画 

災害が発生した後の公共施設及び市民生活を復旧・安定化

させるための措置を定め、地域社会復興のための基本方針を

定める。 

第６編 南海トラフ地

震防災対策推進

計画 

南海トラフ地震の発生に伴う対応について定める。 

資料編 各対策の実施に必要な法令・様式・資料等を収録する。 
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第２節 地域の概要 

１．自然的条件 

（１）位置及び地勢 

本市は奈良県の北西部に位置し、金剛生駒山系の山々の緑豊かな山すそに広がっ

ている。古くから交通の要衝として開け、現在でも人口増が続く住宅都市として発

展している。 

本市の概要は下表のとおりである。 

 

■本市の概要 

人 口  78,071人 

面  積  24.23ｋ㎡ 

地  勢  

位  置  東経135°41′55″  北緯34°32′29″ 

範  囲  東西7.27㎞      南北6.27㎞ 

標  高  最高275.5ｍ     最低40.0ｍ 

（平成26年１月１日現在） 

 

（２）地形・地質 

本市の地形は、大別して山地、丘陵地、扇状地、低地に分類される。 

また、地質は地形に対応している。 

 

ア．山地（明神山地・二上山地） 

明神山地は市域の北西部に位置している。大和川狭窄部の南側で北東－南西方

向にのびる小起伏山地である。王寺町に近い北東部は花崗岩よりなるが明神山付

近は安山岩質の火山岩からなる。山地の南西側は新屋敷から関屋方向の丘陵地に

面する一連の急斜面となっている。この山麓線に沿って丘陵を構成する大阪層群

の地層は 50 度以上南東に傾斜し明神山地の隆起に伴うひきずりを示している。

すなわち明神山地の南東斜面も構造性の急斜面である。山頂の小起伏面は大きく

見て二段に分けることができる。明神山を中心とする小起伏面は標高約 200～

280ｍにあり、北東部の花崗岩地域を中心に発達するものは 140～180ｍにあり起

伏も相対的に小さく宅地開発が進んでいる。 

二上山地は市域の西南部に位置する。二上山の雄岳、雌岳は本市に隣接する葛

城市に属している。地質は新第三紀の火山活動による安山岩（讃岐岩）や流紋岩

等の火山岩よりなる。市域では起伏量 200ｍ以下の小起伏山地であるが浸食され

て谷が刻まれているところもある。 
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イ．丘陵地（香芝丘陵・馬見丘陵） 

香芝丘陵は市域の西部、明神山地の南側に接している。香芝インターチェンジ

西方は安山岩質の火山岩よりなる平頂峯がやや突出している。その北東の白鳳台

及び西部の関屋付近は、大阪層群よりなる小起伏地であったが宅地造成が進んで

いる。香芝丘陵の西南域は二上層群の凝灰石よりなり、傾斜した凝灰岩層が選択

的な浸食を受けて屯鶴峯の景勝地を形成している。 

馬見丘陵は市域の東部に位置する大阪層群よりなる小起伏丘陵である。市域に

おける標高は 50～70ｍであり、風化や浸食により多数の小谷形成されていたが

大規模な宅地開発が進んでおりもとの地形はほとんど見られない。 

ウ．扇状地（二上山麓扇状地） 

二上山麓扇状地は市域の南西部において、二上山地東麓から葛下川低地に接し

ている。本地形区は段丘化した扇状地及び現成の緩傾斜扇状地よりなる。近鉄大

阪線の二上駅、近鉄下田駅付近には現扇状地面との比高５ｍ内外のややくさり礫

化した扇状地礫よりなる段丘化した扇状地があり、中位砂礫台地となっている。 

また、二上山麓の二上神社付近から段丘化した扇状地が北東方向に発達してい

るが、これは上記の中位面よりもまとまりのある分布を示すもので、下位砂礫台

地とされている。 

エ．低地（葛下川低地） 

葛下川低地は市域中央部に位置しており、葛下川に沿う東部縦谷地域から東南

部に開ける標高 50～60ｍの低平地帯である。地質は砂がち堆積物である。鳥居

川、初田川、熊谷川等が本流葛下川に合流して豊かな沖積を形成している。 

 

（３）活断層 

本市付近の活断層としては、市南部にある金剛断層があり、確実度はⅠ、活動度

はＢである。 

 

■市域周辺の活断層 

断層名 確実度 活動度 

金剛断層 Ⅰ：確実な活断層 
Ｂ：平均変位速度が 0.1ｍ／千年以上、

１ｍ／千年未満 

資料：奈良県地域防災計画 
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■奈良県とその周辺の主な活断層及び被害地震 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：地震調査研究推進本部 

 

（４）気 象 

平成 20 年～平成 24 年の５年間について、本市における気象状況をとりまとめる

と、以下のようになる。 

 

ア．気候的には、盆地型の内陸性気候であり、一般的に夏は蒸し暑く、冬は冷え込

みが厳しい。 

イ．年間総雨量は約 1,300 ㎜である。 

ウ．降雨量が多いのは６月及び７月であって、降雨量はそれぞれ 186 ㎜、161 ㎜で

ある。逆に降雨量が少ない月は 12 月及び１月であり、それぞれ 53 ㎜、33 ㎜で

ある。 

エ．年平均気温は 15.5℃である。 

オ．月平均気温が高いのは８月で、28℃を超える。また、低いのは１月で、４℃前

後である。 

 

また、気象庁のアメダスによる降水量を、過去 30 年間の平年値でみると、以下

のようになる。 
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■降水量の平年値（昭和 56 年～平成 22 年の 30 年間） 

観測地 年 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 

田原本 1246.3 48.4 58.9 96.0 90.8 127.1 172.0 157.9 115.5 146.5 113.0 73.3 44.3 

葛城 - - - - - 143.4 193.0 167.2 126.0 168.0 132.4 - - 

出典：気象庁 

 

２．社会的条件 

（１）人口等 

平成２年以降の本市の人口推移を、国勢調査に基づいて示すと次表のとおりであ

る。 

本市では、これまで長年にわたり民間開発と土地区画整理事業の進展により宅地

が増加し、これに伴って人口も増加し続けている。 

一方、人口構成に関しては、15 歳未満が約 18％、15～64 歳が約 64％、65 歳以

上が約 18％となっている。出生率の低下により若年層の増加は見込めず、高齢化

の進展により「逆釣り鐘」型の傾向を強めている。 

 

■年次別人口推移表（単位：人） 

年 度  平成２年 平成７年 平成 12 年  平成 17 年  平成 22 年  

人  口  52,817 56,739 63,487 70,998 75,227 

資料：国勢調査 

 

次に、本市の都市環境に関しては、かつてはスイカ栽培等の農業が盛んな地域で

あったが、近年では急速な住宅開発が進み、大阪市を中心とする大都市圏のベッド

タウンとして大きく変貌した。 

さらに本市は、大和平野を中心とした 12 市 12 町１村からなる「大和都市計画区

域」に含まれており、市の健全な発展と秩序ある整備を図るため、道路・公園・下

水道等の都市整備を推進することが計画されている。 

 

（２）交通網 

道路網は、大阪市から三重県津市を結ぶ国道 165 号、和歌山県新宮市から大阪府

枚方市を結ぶ国道 168 号、及び大阪府松原市から名古屋方面にリンクする西名阪自

動車道香芝インターチェンジがある。 

鉄道網は、ＪＲ和歌山線、近鉄大阪線及び近鉄南大阪線が、本市の中心部を縦横

に走り、８つの駅を有している。 
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（３）土地利用 

土地利用区分について、宅地または山林の面積は、農地の面積より広い。土地利

用区分の推移についてみると、山林、農地が大きく減少し、大きく増加している宅

地や道路へと土地利用の転換が急速に進んでいる。 

特に、大阪に近い立地条件と住宅地価の割安感などから、志都美駅周辺、二上駅

周辺、五位堂駅周辺などにおいて、大規模な住宅団地等の宅地開発が進められてい

る。 

 

（４）文化財等 

本市は、平成５年度に市文化財保護条例を制定し、市指定文化財が 29 件指定さ

れている（H19.3.31）。 

その他、市内には、国指定文化財が４件、県指定文化財が６件ある。 
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第３節 災害危険区域・危険箇所、災害履歴 

本市の災害危険区域・危険箇所については、法的規制等に関するもの、地震災害危険

要因等に関するものがある。 

 

１．法的規制等 

（１）水防区域 

市内では、水防法（昭和 24 年法律 193 号）・県水防計画に規定する警戒すべき河川

として葛下川、原川が指定されている。 

なお、葛下川において水防法第 14 条に規定する浸水想定区域が指定されている。 

 

（２）砂防指定地 

ア．定 義 

砂防法（明治 30 年法律 29 号）に基づき、砂防設備を要する土地または治水上砂

防のため一定の行為を禁止若しくは制限すべき土地として大臣が指定する。 

イ．現 況 

市内では 127 箇所指定されている。 

 

（３）地すべり防止区域 

ア．定 義 

地すべり防止区域は、地すべりしている区域またはそのおそれが極めて大きい区

域において、地すべりが助長されまたは誘発するおそれがあり、公共の利害に関連

を有するものを地すべり等防止法（昭和 33 年法律第 30 号）第３条に基づき、大臣

が指定する。 

イ．現 況 

市内では指定はない。 

 

（４）急傾斜地崩壊危険区域 

ア．定 義 

急傾斜地崩壊危険区域は、傾斜度が 30 度以上の土地で、崩壊により相当数の居

住者等に危害を生ずるおそれがあるもので、崩壊が助長されまたは誘発するおそれ

がないようにするため「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和 44

年法律第 57 号）」第３条に基づき、知事が指定する。 

イ．現 況 

市内では３箇所指定されている。 
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（５）土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域 

ア．定 義 

土砂災害警戒区域は、急傾斜地の崩壊等（※）が発生した場合に、住民等の生命

または身体に危害が生ずるおそれがあると認められる区域で、「土砂災害警戒区域

等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成 12 年法律第 57 号）」第６

条に基づき、知事が指定する。区域においては危険の周知や警戒避難体制の整備が

行われる。 

土砂災害特別警戒区域は、急傾斜地の崩壊等（※）が発生した場合に、建築物に

損壊が生じ住民等の生命または身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められ

る区域で、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第８

条に基づき、知事が指定する。区域においては特定の開発行為に対する許可制や建

築物の構造規制等が行われる。 

（※）急傾斜地の崩壊等とは、 

①急傾斜地の崩壊（傾斜度が 30 度以上で高さが５ｍ以上の区域等） 

②土石流（扇頂部から下流で勾配が２度以上の区域） 

③地すべり（地すべりしている区域またはそのおそれのある区域等） 

イ．現 況 

市内では土砂災害警戒区域 89 箇所（急傾斜地の崩壊 48 箇所、土石流 41 箇所、

地すべり０箇所）が県において指定されており、土砂災害特別警戒区域は、県にお

いて調査中である。 

 

（６）山地災害危険地区（治山） 

ア．定 義 

山地災害危険地区とは、「平成７年 10 月 20 日付け林野庁長官通達 山地災害危

険地区調査について」に基づき、山腹の崩壊、崩壊土砂の流出及び地すべりによる

災害が発生または発生のおそれのある林野で、その危害が人家または公共施設に直

接及ぶおそれのある地区をいい、山腹崩壊危険地区と崩壊土砂流出危険地区及び地

すべり発生危険地区に区分されている。 

イ．現 況 

県による調査の結果、山腹崩壊危険地区は、関屋北に５地区、今泉に２地区、穴

虫に５地区、畑に１地区、田尻に１地区の合計 14 地区がある。 

また、崩壊土砂流出危険地区は、関屋北に３地区、今泉に２地区、田尻に１地区、

穴虫に３地区の合計９地区がある。 

なお、地すべり発生危険地区はない。 
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（７）ため池要整備箇所 

市内には４基のため池要整備箇所がある。 

 

（８）宅地造成工事規制区域 

ア．定 義 

宅地造成工事規制区域とは、宅地造成に伴い崖崩れまたは土砂の流出を生ずるお

それが著しい市街地または市街地となろうとする土地の区域内において、災害の防

止のため宅地造成に関する工事等について規制する区域であり、「宅地造成等規制

法（昭和 36 年法律第 191 号）」第３条に基づき、都道府県知事及び指定都市の長が

指定した区域をいう。 

イ．現 況 

市内には宅地造成工事規制区域が 1,220ha 指定されている。 

 

（９）防火・準防火地域 

ア．定 義 

防火・準防火地域とは、市街地における火災の危険を防除するため定める地域で

あり、「都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号）」第８条に基づき、市長が定めた地

域をいう。 

防火・準防火地域では、「建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）」第 61 条及び第

62 条で建物の階数や規模（延べ面積）により、耐火建築物あるいは準耐火建築物

としなければならないことが定められている。 

イ．現 況 

市内には準防火地域が指定されている。 

 

２．地震災害危険要因等 

（１）危険物等災害 

地震発生時に、二次災害の要因となるものとして危険物等がある。 

市内には危険物の製造所はないが、貯蔵所は市内 46 箇所、取扱所は市内 24 箇所が

ある。また、火薬類製造業者がある。 

なお、液化石油ガスの第一種製造事業所、高圧ガス貯蔵所、火薬類販売業者、毒

物・劇物等の製造業者・輸入業者・使用業者及び放射性物質施設はない。 

 

（２）社会的混乱 

ア．延焼危険区域 

火災による延焼危険区域は、主として建物密度が高くかつ木造建物が密集する地
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域があげられる。 

また、焼失率が高くなることが予想される。 

イ．人口集中地域 

人間の社会的活動の一環として人口が集中する地域があり、ＪＲ和歌山線の下田

駅や近鉄大阪線の五位堂駅及び近鉄香芝駅では朝夕は混雑し、商店街でも多数の

人々が往来している。 

また、市内で防火管理者の選任を要する防火対象物は合計で 497 箇所がある。 

その種別として代表的なものは、公民館、集会所、共同住宅、病院、診療所、社

会福祉施設、学校、事務所等である。 

 

３．災害履歴 

（１）風水害 

本市に関する近年の風水害は、以下のとおりである。 

 

■本市に係る近年の風水害 

発生年月日 被害状況等 

H9.7.13 

13 日の未明より降り出した雨は、８時から９時の１時間に 29 ㎜を

記録した。そのため、葛下川が増水し床上浸水 80 棟、土砂崩れ１箇

所、道路・田畑の冠水数箇所等の被害が生じた。 

H10.9.22 

22 日高知県室戸岬の東から紀伊水道を通り、13 時過ぎ和歌山県御

坊市付近に上陸、本市には 15 時頃に最も接近し最大瞬間風速 56.8m

を記録し、市内に大きな被害をもたらした。人的被害は軽傷者５名、

家屋被害としては、全壊３棟、半壊３棟、一部損壊 1,594 棟、床下浸

水２棟の被害が生じた。また、暴風により電柱が倒れ、市内の 90%の

家庭で停電が起こり完全復旧までに２日間を要した。 

H19.7.16 

～17 

集中豪雨により、下田栄橋付近で 10 数件が停電したほか、床上浸

水３棟、床下浸水 113 棟、下田東栄橋付近の国道 165 号を挟んだ南北

道路が崩落、信号や電柱が倒壊、小屋流出が発生した。 

 

＜資料編＞ 

資料 11－２ 市における近年の風水害 

 

なお、本市は、葛下川が概ね 50 年に１度の確率で起こる大雨（１時間に最大 69ｍ

ｍ程度）により、川から水があふれ出た場合について、県により想定された浸水範囲

や浸水の深さを示すとともに、土砂災害警戒区域（急傾斜地崩壊 48 箇所、土石流 41

箇所）を示した「香芝市洪水・土砂災害ハザードマップ」を作成し、市民に周知して

いる。 
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■香芝市洪水・土砂災害ハザードマップ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）地震災害 

本市を含む奈良県内に係る近年の地震災害は、以下のとおりである。 

 

■奈良県内に係る近年の地震災害 

発生年月日 
地震名称 

（震央） 
ﾏｸﾞﾆﾁｭｰﾄﾞ 被害状況等 

H7.01.17 

兵庫県 

南部地震 

(淡路島付近) 

7.3 

近代都市を襲った直下型地震。1949 年制定

以来初めて、神戸市を中心とした阪神地域お

よび淡路島北部に震度７の激震地が指定され

た。全体で死者 6425 人、行方不明者２人、全

半壊 25 万棟以上に及ぶ。奈良は震度４。奈良

県内の被害は傷者 12 人、建物の一部損壊 15

件など比較的軽微。 

H12.10.31 (三重県中部) 5.7 

三重県で住家一部破損や水道管破断が発

生、負傷者は６人。奈良県は南部で一部落

石、崩土が発生。奈良県は震度４。 

H16.9.5 (紀伊半島沖) 6.9 

下北山村及び和歌山県新宮市で震度５弱。

奈良県等で震度４。奈良県では一部で道路の

落石及び小規模崩土が発生。下記地震の余
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発生年月日 
地震名称 

（震央） 
ﾏｸﾞﾆﾁｭｰﾄﾞ 被害状況等 

震。 

H16.9.5 (東海道沖) 7.4 

下北山村並びに三重県及び和歌山県の一部

で震度５弱。奈良県等で震度４。奈良県では

負傷者６人が発生。 

 

＜資料編＞ 

資料 11－１ 奈良県の被害地震 

 

なお、本市は、市内に大きな被害を及ぼすおそれのある地震が発生した場合に、各

地域でどの程度の揺れ強さがあり、建物の被害が発生するか等について、市の想定結

果に基づき地図に表示した「香芝市地震ハザードマップ」を作成し、市民に周知して

いる。 

 

■香芝市地震ハザードマップ 
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第４節 災害の想定 

災害とは、暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、

噴火、地滑りその他の異常な自然現象または大規模な火事若しくは爆発その他その及

ぼす被害の程度においてこれらに類する政令で定める原因により生ずる被害をいう。 

この計画の作成に当たって、本市における地勢、地形・地質、気象等の自然的条件

に加え、人口、産業の集中度、都市開発の進捗状況等の社会的条件及び災害履歴を勘

案して災害を想定し、これを前提とする。 

この計画において想定する主な災害は、次のとおりである。 

 

１．地震災害 

（１）想定地震 

本計画の前提となる震災規模として、本市に最も大きな被害をもたらす可能性が

高い中央構造線断層帯と海溝型による地震を想定した。 

 

地震の規模 
マグニチュード 8.0 中央構造線断層帯（長さ 74 ㎞） 

マグニチュード 8.6 海溝型(東南海・南海地震同時発生) 

地震発生時 冬の朝５時及び冬の夕方６時（火災による被害） 

気象条件 平均風速 10ｍ／秒 

 

■想定地震 

＜内陸型地震の起震断層位置図＞    ＜海溝型地震の想定震源域位置図＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：第２次奈良県地震被害想定調査結果 
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（２）

平成

び海溝型

のような被害が想定されている。

 

ア．推定震度

（ア）

（イ）

イ．液状化判定

（ア）

（イ）

総 則 

災害の想定 

■震度分布図（中央構造線断層帯）

（２）被害想定 

平成 16 年第２次奈良県地震被害想定調査報告書によると、中央構造線断層帯及

び海溝型(東南海・南海地震同時発生

のような被害が想定されている。

ア．推定震度 

（ア）中央構造線断層帯

市内の全域で震度６強

低地（以下「低地部」という。）での震度が大きいことが予測される。

（イ）海溝型(

市内の全域で震度５強と予測される。

イ．液状化判定

（ア）中央構造線断層帯

低地部で液状化発生度が高いと予測される。

（イ）海溝型(

中央構造線断層帯と比べると液状化発生度は低く、低地部で液状化発生度

が高いことが予測される。

■震度分布図（中央構造線断層帯）

 

年第２次奈良県地震被害想定調査報告書によると、中央構造線断層帯及

東南海・南海地震同時発生

のような被害が想定されている。

 

中央構造線断層帯

市内の全域で震度６強

低地（以下「低地部」という。）での震度が大きいことが予測される。

(東南海・南海地震同時発生

市内の全域で震度５強と予測される。

イ．液状化判定 

中央構造線断層帯

低地部で液状化発生度が高いと予測される。

(東南海・南海地震同時発生

中央構造線断層帯と比べると液状化発生度は低く、低地部で液状化発生度

が高いことが予測される。

■震度分布図（中央構造線断層帯）    

年第２次奈良県地震被害想定調査報告書によると、中央構造線断層帯及

東南海・南海地震同時発生

のような被害が想定されている。 

中央構造線断層帯 

市内の全域で震度６強または７となり、山地や丘陵地に比べ、扇状地及び

低地（以下「低地部」という。）での震度が大きいことが予測される。

東南海・南海地震同時発生

市内の全域で震度５強と予測される。

中央構造線断層帯 

低地部で液状化発生度が高いと予測される。

東南海・南海地震同時発生

中央構造線断層帯と比べると液状化発生度は低く、低地部で液状化発生度

が高いことが予測される。 
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    ■東南海・南海地震同時発生

年第２次奈良県地震被害想定調査報告書によると、中央構造線断層帯及

東南海・南海地震同時発生)に起因する地震の発生により、本市では下記

は７となり、山地や丘陵地に比べ、扇状地及び

低地（以下「低地部」という。）での震度が大きいことが予測される。

東南海・南海地震同時発生) 

市内の全域で震度５強と予測される。 

低地部で液状化発生度が高いと予測される。

東南海・南海地震同時発生) 

中央構造線断層帯と比べると液状化発生度は低く、低地部で液状化発生度

■東南海・南海地震同時発生

年第２次奈良県地震被害想定調査報告書によると、中央構造線断層帯及

に起因する地震の発生により、本市では下記

は７となり、山地や丘陵地に比べ、扇状地及び

低地（以下「低地部」という。）での震度が大きいことが予測される。

 

低地部で液状化発生度が高いと予測される。 

中央構造線断層帯と比べると液状化発生度は低く、低地部で液状化発生度

■東南海・南海地震同時発生

年第２次奈良県地震被害想定調査報告書によると、中央構造線断層帯及

に起因する地震の発生により、本市では下記

は７となり、山地や丘陵地に比べ、扇状地及び

低地（以下「低地部」という。）での震度が大きいことが予測される。

中央構造線断層帯と比べると液状化発生度は低く、低地部で液状化発生度

■東南海・南海地震同時発生 

年第２次奈良県地震被害想定調査報告書によると、中央構造線断層帯及

に起因する地震の発生により、本市では下記

は７となり、山地や丘陵地に比べ、扇状地及び

低地（以下「低地部」という。）での震度が大きいことが予測される。 

中央構造線断層帯と比べると液状化発生度は低く、低地部で液状化発生度

年第２次奈良県地震被害想定調査報告書によると、中央構造線断層帯及

に起因する地震の発生により、本市では下記

は７となり、山地や丘陵地に比べ、扇状地及び

 

中央構造線断層帯と比べると液状化発生度は低く、低地部で液状化発生度
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ウ．建物被害 

（ア）中央構造線断層帯 

市内全域で、全壊 3,952 棟、半壊 2,715 棟と予測される。 

（イ）海溝型(東南海・南海地震同時発生) 

市内全域で、全壊 15 棟、半壊 17 棟と予測される。 

エ．延焼火災予測 

（ア）中央構造線断層帯 

県内では奈良盆地を中心に炎上出火が約 1,000 件になり、焼失件数は

15,000 棟を超えると予測される。 

（イ）海溝型(東南海・南海地震同時発生) 

地震火災は発生しないと予測される。 

オ．人的被害 

（ア）中央構造線断層帯 

市内全域で、死者 154 人、負傷者 842 人、避難者 22,244 人と予測される。 

（イ）海溝型(東南海・南海地震同時発生) 

市内全域で、死者０人、負傷者６人、避難者 81 人と予測される。 

カ．ライフライン被害 

（ア）中央構造線断層帯 

被害は甚大で断水 20,007 世帯、下水道 10.1km の被害を受け、停電 20,128

世帯、ガス 7,479 世帯、電話 2,794 世帯の被害が予測される。 

（イ）海溝型(東南海・南海地震同時発生) 

上水道は、935 世帯の断水があるが、下水道の被害はない。また停電 375

世帯、ガスについては 104 世帯が被害を受けるが電話に関しては被害がない

と予測される。 

キ．土木構造物の危険度 

市域の道路盛土は、地盤状況が比較的良質な土質であるため危険度は低く、の

り面状況も安定している。 

 

■本市における地震被害の予測結果 

種 別 中央構造線断層帯 
海溝型 

（東南海･南海地震同時発生） 

予測震度 震度６強～７ 震度５強 

建物被害 
全壊建物 3,952 棟 15 棟 

半壊建物 2,715 棟 17 棟 

地震火災 
炎上出火件数 44 件 － 

焼失建物 503 棟 － 

人的被害 

死 者 154 人 0 人 

負傷者 842 人 6 人 

避難者 22,244 人 81 人 

注）平成 16 年第２次奈良県地震被害想定調査報告書による。 
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炎上出火件数及び焼失建物数は、地震発生後１日目の値である。 

総人口は、平成 23 年１月１日現在の人口 76,114 人を用いている。 

表中の各値は、想定条件に基づいた予測結果であり、災害の発生時間、状況等に

よって被害程度は異なる。 

 

＜参考＞ 

「南海トラフ巨大地震の被害想定について（第一次報告）（平成 24 年８月、中央防

災会議）」における想定と奈良県の想定を比較し、以下に示す。 

 

区 分 中央防災会議(H24) 第 2 次奈良県地震被害想定調査(H16) 

地震名称 南海トラフの巨大地震 
東南海・南海地震 

同時発生 
中央構造線断層帯 

県内最大震度 6 強 
6 弱 

（大半は 5 弱、5 強） 
7 

住家全壊棟数 約 7,500～47,000 棟 約 1,300 棟 約 98,100 棟 

死者数（※） 約 100～1,700 人 4 人 約 4,300 人 

（※）県内死者数の内訳（建物倒壊、急傾斜地崩壊、火災による） 

 

■震度分布図（陸側ケース） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：南海トラフ巨大地震の被害想定について（第一次報告）（H24.8、中央防災会議） 

 

２．風水害 

本市における風水害の主要な要因としては、梅雨期や台風期の豪雨、近年の異常気

象による集中豪雨が想定される。 
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水害については、都市化に伴い地表の多くが舗装される等、雨水の不浸透化が進み、

豪雨時の中小河川では雨水流入量が排水能力を上回るおそれがあり、氾濫に対する注

意が必要である。 

また、農地の宅地化やため池の埋立て等によって市域の遊水機能が低下し、洪水到

達時間が短くなっているため、中小河川が合流する葛下川の流量が増加し、破堤・溢

水等が起こりやすくなっている。 

一般に、このような川沿いの地域は排水能力が低く、浸水すれば滞水時間が長くな

る危険性を有している。 

さらに、台風期には、突風により建物の屋根や塀に被害が生じるとともに、電柱の

倒壊や電線の切断等、ライフライン施設に被害が生じるおそれがある。 

 

ア．台風による災害 

イ．集中豪雨等異常降雨による災害 

 

以下に、水防法の規定により県が指定した葛下川の浸水想定区域を示す。 

 

■基本事項 

作成主体 奈良県 

指定年月日 平成 18 年 9 月 5 日 

告示番号 奈良県告示第 263 号 

指定の根拠法令 水防法（昭和 24 年法律第 193 号）第 14 条第 1 項 

対象となる 

水位周知河川 

大和川水系葛下川 

（実施区間：左岸葛城市大字南今市字ナツメハラ 174 番の 1

地先から大和川への合流点まで、右岸葛城市大字南今市字五

反田 504 番の 2 地先から大和川への合流点まで） 

指定の前提となる計

画の基本となる降雨 

流域全体に 24 時間総雨量 195mm 

ピーク時の l 時間に 69mm の降雨がある場合 

関係市町 香芝市ほか２市３町 

 

  



第 1編 総 則 

第 4節 災害の想定 

1-18 

■葛下川浸水想定区域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：奈良県県土マネジメント部河川課 

＜資料編＞ 

資料 12－１ 葛下川浸水想定区域図（全体図） 

 

３．その他の災害 

本市における地震災害及び風水害以外の災害として、下記の災害を想定する。 

 

ア．市街地等における大規模火災及び林野火災 

イ．危険物の爆発等による災害 

ウ．航空機、鉄道等による災害 

エ．その他による災害 
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第５節 防災に関する基本方針 

本市では、昭和 57 年の豪雨により、葛下川、竹田川、尼寺川をはじめとする河川

の増水により多数の市民が浸水等の被害にあい、その生活が脅かされることとなり、

災害防止のための河川改修等の治水事業を実施してきた。平成 10 年には台風７号に

より市内の多くの建物で屋根や塀等が破損したほか、電柱や電線等のライフラインに

も大きな被害が生じ、数日間にわたり生活に支障を来すこととなった。平成 19 年の

集中豪雨では葛下川等の堤防崩れや一部道路の崩落、さらに浸水被害が 116 棟に達し

た。また、平成７年１月 17 日未明に発生した阪神・淡路大震災は 6,400 人以上、平

成 23 年３月 11 日に発生した東日本大震災は約 16,000 人の尊い命を奪い、我々の住

んでいる社会が自然災害に対して脆弱であることを改めて認識させた。 

地域防災計画の策定に当たっては、過去の災害を教訓にして、都市化、高齢化、情

報化、国際化等社会構造の変化を踏まえた防災に関する基本方針（防災ビジョン）が

必要となっている。 

防災行政は、市、関係機関及び市民が一体となって防災体制の確立を図るとともに、

災害に強い都市構造を形成することにより、災害から市民の尊い生命と貴重な財産を

守ることが目的である。 

本市では、住宅の密集と集合住宅増加、危険物施設及び多数の人が集中するスー

パーマーケット等の大規模建築物の増加により、地震や火災等が発生した場合に、複

合的及び広域的災害となる危険性が増大する傾向にある。 

このように、複雑多様化する災害発生の危険性に対処するため、災害による被害を

最小化する「減災」の考え方を基本として、市、消防機関及び他の関係機関の機能充

実と市民が一体となった防災体制の確立を図るとともに、紀伊半島大水害や東日本大

震災の教訓を踏まえ、都市施設の耐震化、不燃化の促進、避難地及び避難路の確保等

都市基盤の整備を推進し、都市構造の防災化を図る。 

また、今後、市民の高齢化や生活様式の変化等によって、防災意識の希薄化による

防災力低下の可能性が考えられるため、地域の連帯による防災意識の高揚を図る。 

 

１．行政の責務と市民の心がまえ 

市と県、関係機関等は、緊密な連携のもとに、生命の安全を第一にして防災施設・

設備の整備を促進するとともに、防災体制の充実と市民の防災意識の高揚を図る。 

市長は、消防機関、消防団等の組織の整備、公共的団体その他防災関連組織、自主

防災組織の充実を図るとともに、市民の自発的な防災活動の促進を図る。 

市民、事業所等は、自分の生命は自分で守るとの認識に立って、家庭、地域、職場

における各種の災害を念頭において、近隣と協力してその災害実態に応じた防災対策

を自ら講じなければならない。 

特に、大規模な災害においては、現場での初期活動が極めて重要であり、日常にお

ける防災対策を心がける。 



第 1編 総 則 

第 5節 防災に関する基本方針 

1-20 

 

２．防災施策の大綱 

基本目標を達成するための防災施策の大綱は、以下のとおりである。 

 

■防災に関わる基本方針（防災ビジョン） 

    
災害に強いまちづくり
の推進 

  
広域避難地の整備 

      
      

地域防災拠点の整備 
      
       

避難路の安全確保 
       
 

災害に強いまちづくり 
     

消火施設の整備 
      
       

公共施設のﾈｯﾄﾜｰｸ 
       
       

住宅耐震化の促進 
       
    水害等を防止するまち

づくりの推進 
  

河川の改修 
      
       

雨水計画の推進 
       
       

土砂災害防止対策 
       
    災害時におけるﾗｲﾌﾗｲﾝ

の確保 
   

       
        
    

地域防災計画の充実 
  

初動体制の確立 
      
 災害に備えた防災体制

の確立 
     相互応援体制の充実強

化       
       

備蓄物資の充実 
       
    

消防･救急体制の充実 
  

災害時通信体制 
      
       

消防組織・装備の充実 
       
       

応急救急体制 
       
 

地域防災力の向上 
  

防災体制の充実 
  

自主防災組織の育成 
     
       災害時要援護者（要配

慮者）に配慮した体制        
       

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動の推進 
       
       市民の災害対応力の向

上啓発        

注）防災基本計画、香芝市総合計画等を踏まえて作成 
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（１）災害に強いまちづくり 

ア．災害に強いまちづくりの推進 

（ア）広域避難地の整備 

運動公園及び香芝総合公園を、大規模災害時に広域避難地として利用でき

る防災機能を備えた公園として整備する。 

（イ）地域防災拠点の整備 

指定緊急避難場所・指定避難所となる学校等の公共建築物については耐震

化を進めると同時に、自家発電装置や太陽光発電装置、災害用備蓄倉庫や浄

化型プールを整備し、災害時にも地域の防災拠点として機能する体制を整備

する。 

（ウ）避難路の安全確保 

消防車が進入できないような狭隘道路については、拡幅整備を行い早期消

火が可能な基盤整備を行うと同時に沿道の不燃化、耐震化を促進し、学校等

の一時避難地への避難路としての安全を確保する。 

（エ）消火施設の整備 

耐震性貯水槽など震災時にも消火活動が可能な施設の整備を進める。 

（オ）公共施設のネットワーク 

防災性に優れた道路・公園等の公共施設ネットワークを実現するため、安

全市街地形成土地区画整理事業等の面的基盤整備事業の導入を図る。 

（カ）住宅耐震化の促進 

地震に強いまちの形成に向けて、旧耐震基準で建設された住宅等の耐震化

に向けて、広報等により市民の意識啓発や補助制度の周知を推進するととも

に、市民の防災意識の高揚を図る。 

イ．水害等を防止するまちづくりの推進 

（ア）河川の改修 

溢水や堤防の決壊を防止するため、県施工の葛下川をはじめとする市内の

河川改修を推進する。 

（イ）雨水計画の推進 

河川については、豪雨時の浸水被害を防止するため、雨水計画に基づく事

業を推進する。 

また、河川の増水の抑制や大和川本流への負荷の軽減を図るため、公共施

設やため池を利用した雨水貯留浸透施設を整備する等、雨水の貯留、浸透に

も十分に配慮した整備を進める。 

（ウ）土砂災害防止対策 

土砂災害から生命及び身体を保護するための対策の推進を図り、集中豪雨

や地震による土砂流出や崖崩れに備えた砂防事業や急傾斜地崩壊対策を推進

する。 

ウ．災害時におけるライフラインの確保 

地震等の大規模な災害時においても断水を極力防止するため、老朽化した上水
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道管の取替や管路監視システムの導入を推進するとともに、応急給水資材の充実

を図り、断水時でも直ちに飲料水が届けられる対策を講じる。 

下水道施設においては、管更生や災害用マンホールトイレシステムの整備等に

よる防災対策を講じる。 

また、電気、ガス、電話等その他のライフラインについても、事業者に対して

災害時の安定供給等の確保を要請していく。 

 

（２）災害に備えた防災体制の確立 

ア．地域防災計画の充実 

（ア）初動体制の確立 

各種の災害に対応するため、地域防災計画をより実践的なものとして充実

させ、周知徹底に努める。 

また、市、市民・事業所、関係機関は災害直後の初動体制を整備し、災害

時の役割分担を明確にして、確実に計画内容を実行できるようにする。 

（イ）相互応援体制の充実強化 

災害協定自治体との連携強化を進めるとともに、大規模な災害に備えて、

近隣市町との相互応援体制の充実強化を推進する。 

また、支援を受ける際には迅速かつ円滑に受けることができるよう、受援

体制についても整備を進める。 

（ウ）備蓄物資の充実 

災害に備えた備蓄物資の充実を進めるとともに、各学校区単位程度の市内

各地区への災害備蓄物資の拠点となるべき施設の整備を図る。 

イ．消防・救急体制の充実 

（ア）災害時通信体制 

防災行政無線をはじめとする通信機能の向上、並びに情報収集や伝達体制

の確立に努める。 

（イ）消防組織・装備の充実 

奈良県広域消防組合の組織、装備の充実を図るとともに、地域社会におけ

る消防防災の中核として、消防団の装備の充実及び人員の確保、女性消防団

の加入促進を図る。 

（ウ）応急救急体制 

応急救急のための装備及び技術の高度化を図るとともに、医療機関との連

携をさらに緊密化する。 

 

（３）地域防災力の向上 

ア．防災体制の充実 

（ア）自主防災組織の育成 

大規模な災害時においては、行政の緊急救援活動が行きわたらないことを
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前提としなければならない。災害時においては、現場での適切な初期活動が

地域の被害の程度を小さくするので、市民の役割は極めて重要になってくる。 

近年、都市化の進行によって市民の自治会的な活動が希薄になり、また高

齢化等による災害時要援護者（要配慮者）が増加しているので、自主防災組

織の防災活動における比重がますます大きくなってくる。 

市は、市民の自主防災意識の向上を図り、地域単位及び職場単位での自主

防災組織の育成、整備を図る。 

（イ）災害時要援護者（要配慮者）に配慮した体制 

高齢者、障害者、病人、観光客、外国人等のいわゆる災害時要援護者（要

配慮者）の支援強化を推進する。 

（ウ）ボランティア活動の推進 

災害時のボランティアの受入体制を整備すると同時に、平常時のボラン

ティア活動を支援し、災害時のボランティア活動の組織・体制・基盤づくり

を行う。 

（エ）市民の災害対応力の向上啓発 

防災教育や防災訓練等を通じて、市民の防災意識の高揚及び個人の災害時

の防災活動力の向上を図るとともに、ＡＥＤ（自動体外式除細動器）や人工

呼吸等の方法について、救命講習などにより普及啓発を図る。 
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第６節 防災関係機関の処理すべき事務または業務の大綱 

市、県、指定地方行政機関、自衛隊、指定公共機関等は、おおむね次の事務または

業務を処理する。 

 

１．香芝市 

機関名 災害予防 災害応急対策 災害復旧・復興 

香 芝 市 1. 市防災会議に関する

事務 

2. 気象予警報等の連絡 

3. 防災知識の普及 

4. 地域住民による自主

防災組織等の育成及

び防災資機材の整備 

5. 防災訓練・避難訓練

の実施 

6. 防災活動体制・通信

体制の整備 

7. 消防力・消防水利等

の整備 

8. 救急・救助体制の整

備 

9. 危険物施設等の災害

予防 

10. 公共建築物・公共施

設の耐震性の向上 

11. 都市の防災構造の強

化 

12. 上水道の確保体制の

整備 

13. 避難計画の作成及び

指定緊急避難場所・

指定避難所等の整備 

14. ボランティア活動支

援の環境整備 

15. 災害時要援護者(要

配慮者)の安全確保

体制の整備 

16. 食糧、飲料水、生活

必需品の備蓄 

17. 防疫予防体制の整備 

18. 廃棄物処理体制の整

備 

19. 火葬場等の確保体制

の整備 

1. 市災害対策本部に関する事

務 

2. 災害対策要員の動員 

3. 早期災害情報・被害状況等

の報告 

4. ヘリコプターの受け入れ準

備 

5. 災害広報 

6. 消防、救急救助、水防等の

応急措置 

7. 被災者の救出・救難・救助

等 

8. ボランティアの活動支援 

9. 災害時要援護者(要配慮者)

の福祉的処遇 

10. 避難勧告または指示 

11. 指定緊急避難場所・指定避

難所等の設置・運営 

12. 災害時における交通・輸送

の確保 

13. 食糧、飲料水、生活必需品

の供給 

14. 危険物施設等の応急対策 

15. 防疫等応急保健衛生対策 

16. 遺体の捜索、火葬等 

17. 廃棄物の処理及び清掃 

18. 災害時における文教対策 

19. 復旧資材の確保 

20. 被災施設の応急対策 

21. 義援金の募集活動の支援 

 

1. 被災施設の復旧 

2. 義援金の配分 

3. その他法令及び

市地域防災計画

に基づく復旧復

興対策の実施 
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２．奈良県 

機関名 災害予防 災害応急対策 災害復旧・復興 

香芝警察署  1. 被災情報の収集・伝達 

2. 救出・救助活動 

3. 避難誘導 

4. 交通規制の実施 

5. 社会秩序の維持 

 

高 田 土 木 

事 務 所 

1. 所管公共土木施設の

耐震化と整備 

2. 水防力の整備強化 

3. 火災拡大要因の除去 

4. 緊急輸送網の整備 

5. 都市の防災構造の強

化 

1. 被災公共土木施設の応急対

策 

2. 水防警報の発表・伝達並び

に水防応急対策 

3. 被災建築物の応急危険度判

定 

1. 被災公共土木施

設の復旧 

2. 被災公共建築物

の復旧 

中和保健所 1. 初期医療救護体制の

整備 

2. 後方医療体制の整備 

3. 医薬品等の確保体制

の整備 

4. 精神障害者、在宅難

病患者対策等の体制

整備 

5. 防疫予防体制の整備 

6. 上水道の確保体制の

整備 

7. 火葬場等の確保体制

の整備 

1. 医療、助産救護 

2. 医療ボランティア 

3. 防疫等応急保健衛生対策 

4. 給水対策 

被災医療、保健衛

生施設の復旧 

 

  



第 1編 総 則 

第 6節 防災関係機関の処理すべき事務または業務の大綱 

1-26 

３．指定地方行政機関 

機関名 災害予防 災害応急対策 災害復旧・復興 

近 畿 管 区 

警 察 局 

1. 近畿管区内広域緊急

援助隊の合同警備訓

練の実施 

2. 気象予警報の伝達 

3. 管区内各府県警察に

対する災害対策の指

導・調整 

1. 警察災害派遣隊の派遣に関

する調整 

2. 他管区警察局との連携 

3. 関係機関との協力 

4. 情報の収集及び連絡 

5. 警察通信の運用 

 

近 畿 総 合 

通 信 局 

1. 災害時に備えての電

気通信施設の高度

化、整備の促進及び

電波の監理 

2. 非常通信協議会の指

導育成 

災害時における通信手段の確

保 

 

近畿財務局

奈 良 財 務 

事 務 所 

  1. 災害復旧事業費

査定の立会 

2. 金融機関に対す

る緊急措置の指

導要請 

3. 地方公共団体に

対する単独災害

復旧事業費（起

債分）の審査及

び災害融資 

4. 地方公共団体に

対する災害短期

資金（財政融資

資金）の融資 

5. 国有財産の無償

貸付等に関する

こと 

近畿厚生局  災害による負傷者等の国立病

院・療養所における医療、助

産等の救護活動の指示および

調整 

 

奈良労働局 工場、事業場における

産業災害防止の指導監

督 

災害応急対策に要する労務の

確保に関すること 

1. 職業の斡旋 

2. 雇用保険料の納

期の延長に関す

ること 

3. 雇用給付金の支

給等に関するこ

と 

近畿農政局 1. 農地、農業用施設等

の災害防止事業の指

導並びに助成 

2. 農作物等の防災管理

指導 

1. 土地改良機械の緊急貸付 

2. 農業関係被害情報の収集報

告 

3. 農作物等の病害虫の防除指

導 

4. 食料品、飼料、種もみ等の

1. 各種現地調査団

の派遣 

2. 農地、農業用施

設等に係る災害

復旧事業の指導

並びに助成 
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機関名 災害予防 災害応急対策 災害復旧・復興 

供給斡旋 3. 被害農林漁業者

等に対する災害

融資の斡旋指導 

近畿中国森

林 管 理 局 

1. 国有保安林、保安施

設、地すべり防止施

設等の整備 

2. 治山施設による災害

予防 

災害対策用復旧用材の供給 国有林における崩

壊地、地すべり防

止施設等 

の災害復旧 

近 畿 経 済 

産 業 局 

 1. 災害対策用物資の調達に関

する情報の収集及び伝達 

2. 電力・ガスの供給の確保 

3. 災害時における所管事業に

関する情報の収集及び伝達 

1. 生活必需品、復

旧資材等の調達

に関する情報の

収集及び伝達 

2. 被災中小企業の

事業再開に関す

る相談・支援 

3. 電力・ガスの復

旧支援 

中 部 近 畿 

産 業 保 安 

監 督 部 

近 畿 支 部 

1. 電気、ガス等ライフ

ラインの保安に関す

る事業者等の指導監

督 

2. 高圧ガス、液化石油

ガス及び火薬類並び

に石油コンビナート

施設の保安に係る業

務の指導監督 

3. 鉱山の保安に関する

業務の指導監督 

1. 災害時における事故状況の

収集・把握及び関係機関へ

の連絡 

2. 電気、ガス、高圧ガス、液

化石油ガス及び火薬類並び

に石油コンビナート施設の

保安の確保 

3. 鉱山における危害の防止、

施設の保全及び鉱害の防止

についての保安の確保 

1. 電気、ガス、高

圧ガス、液化石

油ガス及び火薬

類並びに石油コ

ンビナート施設

に係る被災事業

者への復旧対策

支援 

2. 被災鉱山への復

旧対策支援 

近 畿 地 方 

整 備 局 

1. 国管理の公共土木施

設の整備と防災管理

に関すること 

2. 応急復旧資機材の整

備及び備蓄に関する

こと 

3. 国管理の公共土木施

設の応急点検体制の

整備に関すること 

4. 指定河川の洪水予報

及び水防警報の発表

及び伝達に関するこ

と 

1. 国管理道路の災害時におけ

る道路通行規制及び道路交

通の確保に関すること 

2. 国管理の公共土木施設の二

次災害の防止に関すること 

国管理の公共土木

施設の復旧に関す

ること 

近畿運輸局 所管する交通施設及び

設備の整備についての

指導 

1. 災害時における所管事業

に関する情報の収集及び

伝達 

2. 災害時における交通機関

利用者への情報の提供 

3. 災害時における旅客輸送

確保にかかる代替輸送・
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機関名 災害予防 災害応急対策 災害復旧・復興 

迂回輸送等実施のための

調整 

4. 災害時における貨物輸送

確保にかかる貨物輸送事

業者に対する協力要請 

5. 特に必要があると認める

場合の輸送命令 

大阪航空局

八 尾 空 港 

事 務 所 

航空機を使用した防災

訓練の調整及び指導 

1. 災害時における航空機に

よる捜索救難の調整指導

及び関係者への情報伝達 

2. 災害時における緊急空輸

のための八尾空港使用調

整 

3. 県内場外離着陸場（臨時

ヘリポート）の航空法第

79条但書の規定に基づく

許可 

 

奈 良 

地方気象台 

1. 気象予警報の発表 

2. 気象・地象の観測及

びその成果等の収集

と発表 

3. 防災気象知識の普及

啓発 

4. 職員の派遣（知事か

らの要請により職員

を派遣し防災情報の

解説を行う） 

1. 災害発生後における注意

報・警報・土砂災害警戒情

報の暫定基準の運用 

2. 災害時の応急活動を支援す

るため、災害時気象支援資

料の提供 

 

近畿地方環

境 事 務 所 

  1. 廃棄物処理施

設等の被害状

況、瓦礫等の

廃棄物の発生

量の情報収集

及び災害査定

業務に関する

こと 

2. 特に必要な場

合の、有害物

質等の発生状

況等の情報収

集及び関係機

関との連絡・

調整 
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４．自衛隊 

機関名 災害予防 災害応急対策 災害復旧・復興 

陸上自衛隊 

第４施設団 

1. 災害派遣の計画及び

準備 

(1) 防災関係資料（災

害派遣に必要な情

報）の収集 

(2) 災害派遣計画の作

成 

(3) 災害派遣計画に基

づく訓練の実施 

2. 防災訓練等への参加 

1. 被害状況の把握 

2. 避難の援助 

3. 遭難者等の捜索救助 

4. 水防活動 

5. 消防活動 

6. 道路または水路の啓開 

7. 応急医療・救護・防疫 

8. 人員及び物資の緊急輸送 

9. 炊飯及び給水 

10. 救援物資の無償貸与または

譲与 

11. 危険物の保安及び除去等 

災害復旧対策の支

援 

 

５．指定公共機関 

機関名 災害予防 災害応急対策 災害復旧・復興 

西 日 本 旅 客 

鉄 道 

株 式 会 社 

鉄道施設の保全と整備 1. 災害時における緊急鉄道輸

送の確保 

2. 鉄道施設の災害応急対策 

被災鉄道施設の復

旧 

西日本電信電

話 株 式 会 社 

( 奈 良 支 店 ) 

1. 電気通信設備の保

全と整備 

2. 気象情報の伝達 

1. 電気通信設備の応急対策 

2. 災害時における非常緊急通

信の調整 

被災電気通信設備

の災害復旧 

株 式 会 社 

N T T ﾄ ﾞ ｺ ﾓ 

ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ･ｺﾐｭ

ﾆ ｹ ｰ ｼ ｮ ﾝ ｽ ﾞ 

株 式 会 社 

電気通信設備の保全と

整備 

1. 電気通信設備の応急対策 

2. 災害時における非常緊急通

信の調整 

被災電気通信設備

の災害復旧 

K D D I 

株 式 会 社 

ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸﾃﾚｺﾑ

株 式 会 社 

ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸﾓﾊﾞｲﾙ

株 式 会 社 

電気通信設備の整備と

防災管理 

電気通信の疎通確保と設備の

応急対策の実施 

被災電気通信設備

の災害復旧 

日 本 

赤 十 字 社 

奈 良 県 支 部 

1. 医療救護班の派遣

準備 

2. 被災者に対する救

援物資の備蓄 

3. 血液製剤の確保及

び供給体制の整備 

1. 災害時における医療救護 

2. 防災ボランティアの派遣 

3. 血液製剤の確保及び供給 

 

義 援 金 の 受 け 入

れ・配分の連絡調

整 

西 日 本 高 速
道 路 

株 式 会 社 

(関 西 支 社 ) 

高速自動車国道等の保

全と整備 

 

高速自動車国道等の応急対策 

 

高速自動車国道等

の復旧 

 

大 阪 ガ ス 

株 式 会 社 

（導管事業部北

東 部 導 管 部 ） 

ガスの供給施設の保全

と防災管理 

1. ガス供給施設の応急対策 

2. 災害時における供給対策 

被災ガス供給施設

の復旧 
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機関名 災害予防 災害応急対策 災害復旧・復興 

関 西 電 力 

株 式 会 社 

(奈 良 支 店 ) 

1. 電力施設の保全 1. 災害時における電力供給対

策 

2. 電力施設の応急対策 

被災電力施設の復

旧 

日 本 郵 便 
株 式 会 社 
 
 

 
 
 
 
 
 

1. 被災者に対する郵便葉書等
の無償交付 

2. 被災者が差し出す郵便物の
料金免除 

3. 被災者あて救助用郵便物の
料金免除 

4. 被災者救助団体に対するお
年玉付郵便葉書等寄附金の
配分 

 

日 本 放 送 
協 会 
奈 良 放 送 局 

1. 放送施設の保全と
整備 

2. 気象予警報等の放
送 

1. 気象情報等及び災害情報の
放送 

2. 災害時における広報活動 
3. 放送施設の応急対策 

被災放送施設の復

旧 
 

日 本 通 運 

株 式 会 社 

( 奈 良 支 店 ) 

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 

 災害時における緊急陸上輸送

の協力 

復旧資材の輸送 

 

６．指定地方公共機関 

機関名 災害予防 災害応急対策 災害復旧・復興 

近 畿 日 本 

鉄 道 

株 式 会 社 

輸送施設等の保全と整

備 

1.  災害時における交通輸送の

確保 

2. 輸送施設等の災害応急対策 

被災輸送施設等の

復旧 

奈 良 交 通 

株 式 会 社 

輸送施設等の保全と整

備 

1.  災害時における交通輸送の

確保 

2.  輸送施設等の災害応急対策 

被災輸送施設等の

復旧 

奈良テレビ放

送 株 式 会 社 

関西テレビ放

送 株 式 会 社 

讀賣テレビ放

送 株 式 会 社 

株 式 会 社 

毎 日 放 送 

朝 日 放 送 

株 式 会 社 

1. 放送施設の保全と防

災管理 

2. 気象予警報等の放送 

1. 気象情報等及び災害情報の

放送 

2. 災害時における広報活動 

3. 放送施設の応急対策 

被 災 放 送 施 設 の

復旧 

 

 

一般社団法人 

奈 良 県 

医 師 会 

1. 防災訓練の実施 

2. 防災知識の普及 

3. 医療救護班の編成及

災害時における医療の確保及

び医療救護班の派遣 

1. 医療機関の早期

復旧 

2.  指定避難所の医
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機関名 災害予防 災害応急対策 災害復旧・復興 

び派遣体制の整備 療救護及び保健

衛生の確保 

一般社団法人 

奈 良 県 

病 院 協 会 

1. 防災訓練の実施 

2. 防災知識の普及 

3. 医療救護班の編成及

び派遣体制の整備 

災害時における医療の確保及

び医療救護班の派遣 

医療機関の早期復

旧 

一般社団法人 

奈 良 県 

歯科医師会 

1. 歯型による身元確認

等の研修 

2. 歯科医療救護班の編

成及び派遣体制の整

備 

1. 災害時における歯科医療の

確保及び医療救護班の派遣 

2. 身元確認班の派遣 

3. 口腔ケア物資の供給 

1. 指定避難所への

口腔ケア班の派

遣による肺炎予

防活動 

2.  歯科医療機関の

早期復旧 

公益社団法人 

奈 良 県 

看 護 協 会 

1. 防災訓練の実施 

2. 防災知識の普及 

災害支援ナースの派遣要請  

一般社団法人 

奈 良 県 

薬 剤 師 会 

1. 防災訓練の実施 

2. 防災知識の普及 

1. 医療救護所における服薬指

導 

2. 医薬品等集積所における医

薬品の管理等 

 

一般社団法人 

奈良県ＬＰ

ガ ス 協 会 

ＬＰガスによる災害の

防止 

ＬＰガスによる災害の応急対

策 

Ｌ Ｐ ガ ス の 災 害

復旧 

公益社団法人 

奈 良 県 

トラック協会 

 1. 緊急物資の輸送 

2. 緊急輸送車両の確保 

 

奈良県土地 

開 発 公 社 

奈 良 県 

道 路 公 社 

所管施設の整備 所管被災施設の応急対策 所 管 被 災 施 設 の

復旧 
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７．公共的団体・機関 

機関名 災害予防 災害応急対策 災害復旧・復興 

奈良県広域 
消 防 組 合 
香芝消防署 

1. 防災に関する施設並

びに組織の整備と訓

練 

2. 災害に関する予警報

の連絡 

1. 災害情報等の収集及び必要

な広報 

2. 災害の防除、警戒、鎮圧 

3. 要救助被災者の救出、救助 

4. 傷病者の救出、応急手当、

搬送 

5. その他、防災会議が必要と

認める事務または業務 

 

農 業 
協 同 組 合 
森 林 組 合 

共同利用施設の整備 

 

1. 共同利用施設の災害応急対

策 

2. 農林業生産資材及び農林家

生活資材の確保あっせん 

3. 県、市が行う被災状況調査

及びその応急対策について

の協力 

4. 農作物・林産物の災害応急

対策の指導 

1. 被災共同利用施

設の復旧 

2. 被災組合員に対

する融資または

あっせん 

病 院 等 1. 災害時における診療

機能維持のための施

設・設備の整備 

2. 防災訓練 

 

災害時における医療の確保及

び負傷者の医療・助産救護 

病院機能の早期復

旧 

社会福祉法人 
奈 良 県 
社 会 福 祉 
協 議 会 

1. 関係機関との連携 

2. 県災害ボランティア

本部の設置・運営訓

練 

市町村災害ボランティアセン

ターの運営支援 

 

金 融 機 関   1. 被災事業者に対

する資金融資そ

の他緊急措置 

2. 預貯金の中途解

約、払出事務の

簡便化等特例措

置 

学 校 法 人 1. 避難施設の整備 

2. 避難訓練 

災害時における応急教育対策 

 

被災施設の復旧 

商 工 会  1. 物価安定についての協力 

2. 救助用物資・復旧資材の確

保・協力あっせん 

1. 商工業者への融

資あっせん実施 

2. 災害時における

中央資金源の導

入 

報 道 機 関 1. 市民に対する防災知

識の普及 

2. 市民に対する予警報

等の周知徹底 

市民に対する災害情報及び災

害応急対策等の報道 
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第７節 市民・事業所の基本的責務 

大規模な災害が発生した場合、市及び関係機関も被災している中で、その総力を結

集して市民の生命、身体及び財産を守るため災害応急対策を実施するが、迅速な初動

体制をとることは難しく、その対応能力には限界がある。 

阪神・淡路大震災や東日本大震災では、隣近所の市民や事業所が協力して、消火・

救助等の助け合いが行われ、延焼防止や多くの命が助かっている。このような教訓か

ら、防災対策にあたっては、地域の防災力向上が不可欠である。 

したがって、市民及び事業所は、災害対策基本法第７条「住民等の責務」に基づき

積極的に災害防止に寄与するように努める。 

 

１．市民の役割 

市民は、自ら災害に備えるための手段を講ずるとともに、自発的な防災活動に参加

するなど、防災対策に寄与するように努める。 

 

（１）個人の役割 

ア．自己管理 

「自らの安全は自らが守る」（自助）という防災の原点に立ち、市民はその自

覚を持ち、災害に備えて食料等の備蓄や建物の補強、家具の転倒防止措置等を市

民自らが行う。 

また、防災訓練や防災に関する講演会等への積極的な参加、防災についての家

族での話し合い、災害時の対処法の習得、安否確認の方法や指定緊急避難場所・

指定避難所、避難ルートの確認などを行い、被害の拡大防止に努める。 

イ．市民としての役割認識 

「自らの地域は自らで守る」ことを原則に、平常時からコミュニティの形成と

ともに、近隣の地域住民と協力して初期消火・救助活動ができるよう、防災力の

向上に努める。 

ウ．応急対策活動への協力 

正確な情報の把握及び伝達、出火の防止措置及び初期消火、負傷者の救助及び

救護、災害時要援護者（要配慮者）への支援、適切な避難、指定避難所の自主運

営など応急対策活動を積極的に行う。 

また、市及び県が行う防災に関する事業並びに災害発生時の救援・救助活動に

協力する。 
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（２）自主防災組織の役割 

ア．自主防災体制の確立 

大規模災害発生直後の行政の対応能力には限界があり、被害を軽減するには地

域の助け合いである「共助」が大きな力となる。 

このため、「自らの地域は自らで守る」という連帯感を持ち、地域住民が協力

して消火、救助活動できる地域の実情に即した防災体制の確立を図る。 

イ．応急対策活動への協力 

市及び県が行う防災に関する事業並びに災害発生時の救援・救助活動に協力す

る。 

 

２．事業所の役割 

事業所内の管理体制を強化するとともに、地域住民の一員であることを自覚し、地

域の防災対策に協力する。 

 

（１）災害予防計画 

防火管理体制を強化するとともに、各種の災害に備え、計画的な防災体制の充実

を図り、事業所内の従業員、利用者等の安全を確保する。 

また、建築物の耐震性向上、施設及び設備等の安全管理、防災訓練の実施や従業

員への防災知識の普及、防災資機材や飲料水、食料及び生活必需品の備蓄を図る。 

さらに、災害時に重要業務を継続するための事業継続計画（ＢＣＰ：Business 

Continuity Plan）の作成に努める。 

 

（２）地域への貢献 

事業活動にあたっては、地域の一員であることを自覚し、災害に強いまちづくり

及び災害に強い人づくりのため、地域の防災訓練、防災活動に積極的に協力する。 

 

（３）応急対策活動への協力 

民間事業者は、災害時に果たす役割を十分認識し、事業継続上の取り組みを継続

的に実施するとともに、市が実施する防災に関する施策への協力に努める。 
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第８節 計画の修正及び周知徹底 

１．計画の修正 

本計画は、災害対策基本法第 42 条の規定に基づき、社会情勢の変化等に応じて常

に実情に沿ったものとするため、毎年検討を加え、必要がある時は香芝市防災会議に

おいて修正する。 

なお、修正に当たっては、原則として次の手順で行うが、軽微な修正事項について

は、会長の権限において修正し、次の防災会議に報告する。 

 

ア．香芝市防災会議は、関係機関の意見等を聞き、防災計画修正案を作成する。 

イ．香芝市防災会議を開催し、防災計画を審議・決定する。 

ウ．災害対策基本法第 42 条第５項の規定に基づき、知事に報告するとともに、市民

等にその要旨を公表する。 

 

なお、公表の手段としては、市広報紙や市ホームページに掲載する等により周知す

る。 

 

２．計画の周知徹底 

計画の円滑な実施を図るため、市の全職員はもとより、関係機関、その他防災に関

し重要な施設の管理者等に対し、計画の内容を周知徹底するとともに、計画のうち特

に必要と認めるものについては、市民に対しても周知徹底する。 

 

 





 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２編 災害予防計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



第 2編 災害予防計画 

第 1章 災害に強いまちづくり 第 1節 都市の防災機能の強化 

2-1 

第１章 災害に強いまちづくり 
 

第１節 都市の防災機能の強化 

実施担当 都市創造部、上下水道部 

 

計画方針 

・市及び関係機関は、建築物の耐震化・不燃化、都市空間の確保と整備

及び都市整備事業等により、都市環境並びに防災対策の整備を図り、

被害を最小限に食い止められるよう、都市の防災化を推進する。 

 

１．防災空間の整備 

避難地・避難路の確保、火災の延焼防止、災害応急活動の円滑な実施を図るため、

公園、緑地、道路、河川、ため池、水路、終末処理場等の都市基盤施設の効果的整備

に努め、防災空間を確保する。 

 

（１）都市公園等の整備 

避難地、延焼遮断空間としての機能を有する都市公園等の体系的な整備を推進す

る。 

また、貯水槽、備蓄倉庫及び臨時へリポートとしての利用可能な広場等について

も整備を進める。 

 

ア．一時避難地となる住区基幹公園の整備 

（ア）近隣の地域住民が一時的に避難する地区公園や近隣公園等を整備する。 

（イ）緊急避難の場所となる街区公園等を整備する。 

イ．広域避難地となる都市基幹公園の整備 

広域的な避難の用に供する総合公園や運動公園を整備する。 

 

（２）道路・緑道の整備 

ア．幹線道路をはじめとする新規道路の整備、既設道路の拡幅等を行い、多重ネッ

トワーク化に努める。 

イ．一時避難地や広域避難地等に通じる避難路となる道路・緑道を整備する。 

ウ．避難路、延焼遮断空間としての機能を強化するため、既存道路の緑化や無電柱

化、不法占有物の除去や沿道建築物の耐震化・不燃化に努める。 

エ．延焼遮断機能を有する緑地や並木等、市街地における緑化、緑の保全を推進す

る。 
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２．都市基盤施設の防災機能の強化 

小・中学校をはじめとする公共施設や公園、道路、河川、ため池等の都市基盤施設

に、災害対策上有効な防災機能の整備を進める。 

 

ア．避難地となる都市公園や小・中学校等における災害応急対策に必要となる施設

（備蓄倉庫、耐震性貯水槽、自家発電装置、放送設備及びヘリポート等）の設置 

イ．河川やため池の活用や下水処理水の再利用を行うための施設の整備促進 

 

３．土地区画整理事業等の促進 

本市は、住宅団地開発期における急激な人口増加により、根幹的都市施設等の整備

が立ち遅れる結果となった。このことは、都市機能の低下及び都市環境の悪化をもた

らし、また災害発生時における危険度増大という事態を深刻化させる要因となってい

る。 

本市は、これらの事態に対処するため、土地区画整理事業の推進を図る。更に住宅

密集地区では、老朽化した木造住宅の建て替えの促進及び都市基盤施設の整備を推進

し、生活環境を改善することにより都市災害の防止を図る。 

 

（１）各種規制・誘導 

ア．商業地域・近隣商業地域に準防火地域の指定 

イ．特定賃貸住宅建設融資等の助成 

ウ．耐震改修促進計画による耐震診断等の推進 

 

（２）各種事業の推進 

ア．土地区画整理事業 

イ．駅前整備事業 

ウ．公園事業 

エ．街路事業 

オ．道路事業 

カ．河川整備事業 

 

４．土木構造物の耐震対策の推進 

市が管理する土木構造物について、次の方針で耐震対策を推進する。 
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（１）基本的考え方 

ア．施設構造物は、一般的な地震に対しては機能に重大な支障が生じず、また高レ

ベルの地震に対しても人命に重大な影響を与えないことを基本的な目標とし、市

の地域的特性や地盤特性及び施設構造物の重要度に即した耐震対策を実施する。 

イ．防災性の向上に当たっては、個々の施設構造物の耐震性の強化のほか、代替性

や多重性を持たせる等、総合的な都市防災システム系としての機能確保に努める。 

ウ．既存構造物の耐震補強に当たっては、地震防災上重要な施設から耐震対策を実

施する。 

エ．埋立地、旧河川敷等の軟弱地盤に設置された構造物については、液状化対策に

も十分配慮する。 

 

（２）道路施設 

道路橋・横断歩道橋等の耐震対策を実施する。 

緊急輸送道路の管理者は、耐震診断等に基づき補強計画を策定し、補強対策を実

施する。 

 

（３）河川施設 

河川堤防及び河川構造物については、耐震点検に基づき耐震対策等を実施する。 

 

５．ライフライン災害予防対策 

各種災害による被害を防止するため、平常時から施設設備の強化と保全に努める。 

 

（１）上水道 

平常時から上水道施設を整備点検し、災害時でも出来る限り断水を防止して、円

滑に給水できるように努める。 

また、一時的に給水不可能になった場合においても、応急処置により給水が行え

るよう、平常時から対策を講じておく。 

 

ア．安定水源の確保 

本市上水道の水源は、県営水道から 100％供給であり、災害時における水源の

確保は県営水道に委ねている。 

そのため、施設の耐震化や管路ループ化、県営水道の送水管から直接取水でき

る応急給水栓の設置など、被害を最小限に止められるように整備を図るよう、今

後も県営水道に対して更なる協議・要請を行っていく。 

イ．上水道施設の耐震化 

災害時においては、まず基幹施設で水を確保することが重要であることから、
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配水池を基幹施設と位置づけて、耐震化計画に基づき耐震化を行っていく。 

また、基幹施設間あるいは基幹施設と配水区を連絡する管路である基幹管路に

おいては、災害時、まず基幹施設で確保した水を医療機関や指定避難所、公共施

設などの重要施設や市民の皆様に届けることが必要となることから、耐震化計画

に基づいて、重要施設に連絡する管路を順次、耐震化を行っていく。 

ウ．災害対策連絡管路の整備 

災害時における近隣都市との災害対策連絡管の整備に努める。 

エ．応急対策の充実 

応急給水・復旧体制の強化、応急給水用品の整備、飲料水貯水槽施設の設置を

行っていく。 

オ．情報管理システム等の確保 

マッピングシステムなどの情報管理システムを整備・拡充し、一連の災害対策

を円滑に行うための情報通信システムの安定確保に努める。 

 

（２）下水道 

災害発生時には、下水道が有する最低限の機能確保として、流下機能の確保、排

水機能の確保及び緊急輸送路の交通機能を確保するため、下水道施設の耐震化に努

める。 

 

ア．管路施設の新設・改築にあたっては、「香芝市下水道耐震設計指針」「下水道管

路施設の耐震診断」等に基づき耐震化に努める。 

イ．管路施設の耐震化は、避難地などのトイレの使用を確保するため、一時避難地、

広域避難地等の防災拠点施設からの排水を受ける管路の耐震化、緊急輸送道路及

び河川・軌道の下に布設されている重要な管路の耐震化及びマンホールの浮上対

策を重点的に実施していく。 

ウ．建設年度の古い管路より「香芝市公共下水道管路長寿命化計画全体構想」に基

づき、簡易調査及び詳細調査を行い計画的に更新・改築（耐震化）を実施してい

く。また、調査結果のデータベース化を図る。 

エ．災害時に避難者のトイレ使用を確保するため、指定緊急避難場所・指定避難所

にマンホールトイレシステムの整備を行う。 

オ．災害時において、職員のみでは十分な対応ができない場合を想定し、下水道施

設の調査・応急措置等の災害支援対策として各種団体との協定締結及び管理図書

のバックアップ体制を設ける。 

 

６．林野火災予防対策の推進 

林野火災の拡大を防止し、人家被害や森林資源の焼失等の軽減を図る。 
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（１）防火帯の構築 

本市と王寺町、葛城市及び大阪府との間に防火帯を構築し、火災の延焼を防止す

る。 

 

（２）林道の構築及び整備 

林道は防災上特に重要と考えられるので、その維持補修に努める。 

 

（３）山林位置表示杭の設置 

林野火災等の発生時における災害位置確認のため、奈良県広域消防組合香芝消防

署は、関係機関と協力して、林道に表示杭を設置する。 
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第２節 建築物等の安全強化 

実施担当 都市創造部、関係各部各課、奈良県広域消防組合 

 

計画方針 

・市及び関係機関は、所管施設について、各種災害による建築物被害の

防止並びに軽減を図るため、点検整備を強化し、耐震性・耐火性を保

つよう配慮する。特に、公立学校、消防署等の公共建築物について耐

震化・不燃化を推進する。 

・また、民間の建築物等についても、その重要度に応じて防災対策の重

要性の周知徹底を図り、耐震構造・耐火構造の普及に努める。 

 

１．建築物等の耐震対策 

市、県及び関係機関は、地震による建築物の被害を最小限にとどめるため、昭和

56 年の「建築基準法」の改正（新耐震基準）以前に設計・施工された建築物につい

て、「建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成７年法律第 123 号）」の趣旨を踏ま

え、耐震診断及び耐震改修の促進に努める。 

また、防災上の重要度に応じて、新耐震基準が適用された後に設計・施工された建

築物についても耐震性能の向上を図るとともに、建築物の新築に際しても十分な耐震

対策を実施するよう努める。 

 

（１）公共建築物の耐震性能の向上 

民間建築物の模範となるよう、同法及び防災性能の向上という観点から、率先し

て市有建築物の耐震診断を行うとともに、診断の結果に基づき耐震改修の実施を計

画的に進める。 

特に、災害時に重要な機能を果たすべき建築物や多くの人が利用する建築物につ

いて、重点的に耐震診断及び耐震改修の実施に努める。 

また、老朽化した市有建築物については、計画的な建替事業を推進するとともに、

オープンスペースや防火水槽等の一体的整備に努め、防災性能の向上を図る。 

 

（２）民間建築物の耐震性能の向上 

建築物の重要度を考慮し、不特定多数の人が利用する建築物や災害時に重要な機

能を果たすべき建築物の所有者に対し、同法及び防災性能の向上という観点から、

耐震診断や必要な耐震改修の指導・助言、指示等を行う。 

また、木造住宅が密集する地区等の災害上の問題を抱えている地区の建築物の所

有者に対して、耐震診断や必要な耐震改修、建て替え等に努めるよう指導・助言し、
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防災性能の向上を促進する。 

 

（３）関連施策の推進 

災害時の避難路や救援路の確保のため、建築物の外壁や看板等の落下物対策及び

ブロック塀や道路に面した自動販売機の転倒防止等の安全対策を推進する。 

また、施設管理者は、建築物における天井材など非構造部材の脱落防止、家具等

の転倒防止、エレベーターにおける閉じ込め防止等に努める。 

 

２．その他施設の指導等 

（１）ブロック塀・石塀等対策 

ブロック塀等の倒壊による災害を未然に防止するために、防災上、通学路等を中

心とした既存塀の改修も含め、ブロック塀等の耐震性向上の促進に努める。 

 

（２）落下物等対策 

地震等による落下物からの危害を防止するため、市街地における窓ガラス、看板、

タイル等の落下危険のあるものについて、その実態を、防災査察等を活用して調査

し、必要な改善指導を行う。 

 

（３）家具等転倒防止対策 

地震発生時に一般家庭等に存する家具等什器の転倒による被害を防止するため、

市民に対しパンフレット類を配布する等、家具類の安全対策の知識の普及を図る。 
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第３節 風水害予防対策の推進 

実施担当 都市創造部 

 

計画方針 

・大和川流域は歴史的にみても数多くの水害が起きてきた地域である。

はん濫の原因は流域の豪雨と大和川の水はけの悪さであるが、その要

因としては、宅地開発に伴い上流の奈良県側では流量が増大している

反面、下流の大阪側は河川改修が進んでいないことが大きく影響して

いる。 

・奈良県側の上流部に比べて川幅も狭く、川床も浅い亀の瀬地区で水が

せき止められたかたちになり、奈良県側の水位が増大する。このた

め、支流から本流への流入を阻むことになり、大和川はもちろん、葛

下川等支流のはん濫を引き起こすことになる。 

・市では、昭和 57 年の豪雨により、葛下川をはじめとする河川の増水に

より家屋の浸水等多数の地域住民が被害にあった。市は、大雨・台風

時における破堤等による河川・ため池における洪水等の災害を未然に

防止するため、計画的な水害予防対策の実施を推進する。 

・なお、昭和58年から５箇年にわたって大和川激甚災害対策特別緊急事

業が実施されて河川改修も行われた。 

 

１．本市の水害危険性 

葛下川において、別所地内の近鉄大阪線との交差する付近において溢水により浸水

被害が頻発している。 

市域の雨水は尼寺川、平野川、竹田川等により葛下川に排水されるが、都市化によ

る地表面上の変化（アスファルト化）のため、洪水到達時間の短縮、流域からの雨水

流入量の増大により葛下川の水位が上昇する。 

これら河川は葛下川の排水性が低下すると水位上昇や河川の逆流が生じ水害が起こ

りやすくなる。 

 

２．河川の改修 

（１）国土交通省・県管理の河川 

降雨等により水害をもたらすおそれのある市域の河川及び大和川水系の総合的な

治水対策を国及び県に要望する。 
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ア．葛下川治水対策事業 

イ．熊谷川治水対策事業 

 

（２）市管理の河川・水路の治水対策 

降雨等により水害をもたらすおそれのある市域の河川・水路については、市にお

いて改修中であり、その改修も年次的に雨水計画等により整備していく。 

 

（３）浸水想定区域における円滑かつ迅速な避難の確保 

葛下川における浸水想定区域ごとに、洪水予報の伝達方法、指定緊急避難場所・

指定避難所その他円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な事項、及び浸水想

定区域内の高齢者、障害者、乳幼児その他の特に防災上の配慮を要する者が利用す

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

施設の名称、所在地を、ハザードマップ等により市民に周知する。 

情報伝達の方法等は、以下のとおりである。 

 

ア．洪水予報等の伝達方法 

（ア）テレビ、ラジオ、インターネットの気象情報 

（イ）市の広報車などからの情報 

（ウ）消防、警察、自治会からの情報 

イ．指定緊急避難場所・指定避難所その他円滑かつ迅速な避難の確保を図るために

必要な事項 

（ア）浸水の際に想定される水深及び浸水想定区域が指定された地域の特性等を

踏まえて選定した洪水時の指定緊急避難場所・指定避難所について周知を図

る。 

（イ）避難経路については、基本的には地域住民各自の判断に任せるものとする

が、避難行動が安全に行えるうちに避難が完了するよう避難勧告等を発令す

る。 

また、地域特性を考慮した避難誘導体制の整備に努めるとともに、災害時

要援護者（避難行動要支援者）の避難が円滑になされるよう配慮し、集団避

難が行えるよう自治会や自主防災組織等の協力が得られる体制づくりを推進

する。 

災害時要援護者（避難行動要支援者）の避難については、県が示す指針に

基づく災害時要援護者支援プランを作成する。 

ウ．浸水想定区域内に地下街等（地下街その他地下に設けられた不特定かつ多数の

者が利用する施設をいう。）または主として高齢者、障害者、乳幼児その他の特

に防災上の配慮を要する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がある場合にあっては、

これらの施設の名称、所在地及び当該施設への洪水予報等の伝達方法。 
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エ．上記ウにより市地域防災計画にその名称及び所在地を定められた地下街等の所

有者または管理者は、単独でまたは共同して、当該地下街等の利用者の洪水時の

円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な措置に関する計画を国土交通省令

で定めるところにより作成し、これを市長に報告するとともに、公表しなければ

ならない。 

 

３．農地防災対策 

水路の氾濫、ため池の決壊等による農地等の湛水被害を防止するため、農業用排水

路の整備、ため池堤防の強化等に努める。 

 

（１）農地関係湛水防除 

農業用排水路、排水施設の整備を進める。 

 

（２）老朽ため池 

市は、主要なため池について詳細に調査のうえ、老朽化の著しいため池の管理者

に対し、その対策について指導するとともに、特に、危険なため池について改修補

強等整備計画・実施を管理者と協議の上行う。 

 

４．下水道の整備 

公共下水道の排水区域内において、浸水被害が問題となっている地域を重点に、計

画的に整備を進める。 
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第４節 土砂災害予防対策の推進 

実施担当 都市創造部 

 

計画方針 

・本市では、昭和 57 年の豪雨により、崖崩れ等の土砂災害が数箇所で発

生した。 

・市及び関係機関は、土砂災害を防止するため、危険箇所について防災

体制の整備及び自主防災組織の育成等の予防対策を講じ、当該区域の

地域住民の安全確保に努める。 

 

１．急傾斜地対策 

市域の急傾斜地の崩壊による災害を防止するため、崩壊危険のある自然斜面並びに

人工斜面の現況を把握し、緊急性の高いところから順次必要な防止対策を実施するよ

う県に要請する。 

 

２．地すべり対策 

市域の地すべりによる災害を防止するため、現に地すべり運動が発生している地域

ないしは地すべり運動が起こるおそれのある地域の現況を把握し、緊急性の高いとこ

ろから順次必要な防止対策を実施するよう県に要請する。 

 

３．土石流対策 

市域の土石流による災害を防止するため、渓流の地形、土質、植生等の特性からそ

の危険性の現況を把握し、かつ砂防指定地との関連も考慮して、緊急性の高いところ

から順次必要な防止対策を実施するよう県に要請する。 

 

４．山地災害対策 

市域の山地災害を防止するため、山腹の地形、土質、植生等の特性からその危険性

の現況を把握し、緊急性の高いところから順次必要な防止対策を実施するように県に

要請する。 

 

５．宅地造成工事対策 

県は、人口増加による丘陵地、山麓地における宅地開発に伴い土砂災害が生じるお

それの著しい市街地または市街地になろうとする土地の区域を宅地造成等規制法に基
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づく宅地造成工事規制区域としての指定を行い、崖崩れや土砂の流出等を防止する。 

 

６．警戒避難体制等の整備 

（１）警戒避難体制の整備 

市は、土砂災害防止法に基づき、関係住民が安全で円滑な避難が行えるよう、大

雨に関する予警報や土砂災害に関する情報の収集及び伝達、警戒避難その他、土砂

災害を防止するために必要な警戒避難体制の整備を図る。 

土砂災害を防止するために必要な警戒避難体制に関する事項は以下に示すとおり

であり、地域住民に周知徹底する。 

 

ア．警戒避難体制の確立 

（ア）情報収集及び伝達体制の整備 

（イ）土砂災害危険箇所や土砂災害警戒区域等の周知 

（ウ）避難勧告等の発令基準の設定 

（エ）避難単位の設定 

（オ）指定緊急避難場所・指定避難所・避難路の設定 

（カ）災害時要援護者（要配慮者）支援体制の整備 

（キ）防災意識の向上 

イ．土砂災害警戒区域に係る地域における対応 

（ア）土砂災害警戒区域ごとの指定緊急避難場所・指定避難所・避難路の周知徹

底 

（イ）土砂災害事例を踏まえた避難訓練の実施 

（ウ）土砂災害警戒区域内の高齢者施設や福祉施設、学校、医療施設等との警戒

情報等の伝達体制の整備 

ウ．危険箇所の周知徹底 

土砂災害に係る危険箇所について、警戒避難計画の作成や、必要に応じて地区

別の防災に関する総合的な資料を作成するとともに、危険箇所において看板等を

設置し、また、洪水・土砂災害ハザードマップや広報紙等により、地域住民に周

知徹底する。 

エ．自主防災組織の育成 

災害情報の収集伝達、避難、救助活動を迅速かつ円滑に実施するため、災害対

策基本法第５条第２項に基づき、関係住民の協力を得て自主防災組織の育成に努

める。 

 

（２）危険箇所の防災パトロール及び点検の実施 

梅雨期及び台風期の前に定期的に市内の危険箇所の防災パトロールを実施すると

ともに、集中豪雨時には、随時パトロールを実施して当該危険箇所についての状況
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を的確に把握する。 

 

（３）情報収集及び伝達体制の整備 

市は、気象予警報等の情報収集に努め、収集及び伝達を迅速かつ的確に実施する

ため、防災行政無線等の通信機器の整備を進めるとともに、地域住民への伝達手段、

手順及びルートを定めておく。 

また、危険箇所周辺に災害時要援護者関連施設や乳幼児、高齢者、障害者等の自

主避難が困難な者がいる場合における情報伝達にも十分配慮する。 

 

（４）防災知識の普及 

市は、関係住民に対して日ごろから防災知識の普及に努めるとともに、特に土砂

災害が発生するおそれのある時期（梅雨期、台風期）にさきがけ、市民への広報に

努める。 
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第５節 危険物等災害予防対策の推進 

実施担当 市民環境部、奈良県広域消防組合 

 

計画方針 

・各種危険物による災害の発生及び拡大を防止するため、関係機関と連

携して保安体制の強化、法令の定めるところによる適正な保安措置を

講じるとともに、保安教育及び訓練の徹底並びに自衛消防隊の育成と

防災思想の普及を図る。 

・特に、地震発生時の被害拡大及び二次災害の防止のため、管理者が施

設の耐震性向上を行うよう指導、教育に努める。 

 

１．危険物施設対策（消防法第２条第７項の危険物） 

（１）保安教育の実施 

危険物事業所の管理責任者、防火管理者及び危険物保安監督者等に対し、保安管

理の向上を図るため、消防機関と連携し、講習会並びに研修会等の保安教育を実施

する。 

 

（２）規制の強化 

危険物施設に対し、消防職員の立入検査を次の事項を重点に実施するとともに、

強力な行政指導を行い、災害の発生と拡大の防止を図る。 

 

ア．危険物施設の位置、構造及び設備の維持管理についての検査の強化 

イ．危険物の貯蔵、取扱い、運搬及び積載等の方法についての検査並びに安全管理

についての指導の強化 

ウ．危険物施設の管理者及び危険物保安監督者等に対する災害時にとるべき措置の

指導の強化 

エ．施設の異常状態及び地震動等による危険物施設等の影響に対する安全措置の指

導の強化 

 

（３）移動タンク貯蔵所等に対する立入検査 

移動タンク貯蔵所等の常置場所に対し、消防職員の立入検査及び危険物運搬車両

等の街頭取締りを警察等の関係機関と共同で実施し、危険物取扱者の意識高揚と災

害の未然防止を図る。 
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（４）施設管理者の防災対策 

隣接する危険物施設の企業間の相互応援協定の締結など、地域内での協力体制の

形成を促進し、事業所の消防力向上を図る。 

また、施設の基準や定期点検の規定を遵守するとともに、設置地盤の状況を調査

し、安全性・耐震性の強化に努める。 

 

（５）自衛消防隊の組織強化 

自衛消防隊の組織強化を推進し、自主的な災害予防体制の確立を図る。 

 

（６）消防資機材の整備 

ア．危険物火災の消火活動に必要な化学消防車等の整備を図り、消防力の強化を推

進する。 

イ．危険物災害の拡大防止を図るため、危険物事業所に必要な応急資機材の整備、

備蓄を促進する。 

 

（７）防火研修会等の実施 

市内の事業所相互の連絡協調を図り、火災予防知識の普及を目的として防火研修

会等を実施して事業所の火災予防に関する意識を促すとともに、火気取扱設備等の

維持管理と消防法令等の遵守の徹底を図る。 

 

２．その他の危険物施設対策 

前項１．以外の危険物については、高圧ガス、火薬類、毒物・劇物及び放射性物質

があげられるが、それぞれ、高圧ガス保安法（昭和 26 年法律第 204 号）、液化石油ガ

スの保安の確保及び取引の適正化に関する法律（昭和 42 年法律第 149 号）、ガス事業

法（昭和 29 年法律第 51 号）、火薬類取締法（昭和 25 年法律第 149 号）、毒物及び劇

物取締法（昭和 25 年法律第 303 号）、医療法（昭和 23 年法律第 205 号）等の適用を

受けるほか、県が主体となって指導を行うものであるが、今後、市域にこれらの取扱

い施設等が設置される場合は、事業所の自主保安体制の強化等、関係機関と協力して

安全化に努める。 
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第６節 雪害予防対策の推進 

実施担当 都市創造部 

 

計画方針 

・雪害の予防については、交通の確保を図ることによりその効果を期

し、産業・経済の停滞を防ぎ、市民生活の安定に寄与するものとする

が、経済効果の著しい主要国、県、市道の交通確保を優先し、予期し

ない降雪に伴う被害を軽減するための措置をとる。 

 

１．方 針 

市内の冬期道路交通を確保するために、降雪前期に関係機関は除雪機械及び要員の

確保を図り除雪体制の整備に努める。 

 

２．実施機関 

 

一般国道 直轄区間は国土交通省、その他は県 

主要地方道及び一般県道 県、ただし市街地については市が協力を行う 

一般市道 市 

 

３．除雪機械の確保 

豪雪時においては、機械力を必要とするので、積雪の深度に対応した除雪機械を確

保する。 

また、必要により建設業者等を動員する。 
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第７節 文化財の保護対策 

実施担当 教育委員会 

 

計画方針 
・市民にとってかけがえのない遺産である文化財を、各種災害から保護

するため、防災意識の高揚、防災施設の整備等を図る。 

 

ア．市民に対する文化財防災意識の普及と啓発 

（ア）文化財保護強調週間、保護月間、文化財防火デー等の行事を通じて所有者、

市民、見学者等に対して、文化財防災意識の高揚を図るための啓発活動に努

める。 

（イ）防災訓練・講習会の実施 

イ．所有者等に対する防災意識・対策の徹底 

ウ．予防体制の確立 

（ア）初期消火と自衛組織の確立 

（イ）関係機関との連携 

（ウ）地域住民との連携 

エ．消防用設備の整備、保存施設等の充実 

（ア）消防用設備、避雷設備などの防災設備等の設置促進 

（イ）建造物、美術工芸品保存施設の耐震・耐火構造化の促進 
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第８節 地震防災緊急事業五箇年計画の推進 

実施担当 関係各部各課 

 

計画方針 

・地震による災害から市民の生命、身体及び財産を保護するため、奈良

県地震防災緊急事業五箇年計画（第四次計画）に基づく次の事業を推

進する。 

 

１．計画期間 

平成 23 年度～平成 27 年度 

 

２．対象事業 

市の地域防災計画に定める事項のうち、主務大臣の定める基準に適合する次の施設

等の整備等である。 

 

ア．広域避難地 

イ．消防用施設（消防ポンプ自動車、防災資機材等） 

ウ．緊急輸送道路 

エ．公立幼稚園、小中学校のうち、地震防災上改築または補強を要するもの 

オ．耐震性貯水槽 

カ．防災行政無線設備 

キ．公共施設等耐震化事業（庁舎等） 
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第２章 災害に備えた防災体制の確立 
 

第１節 総合的防災体制の整備 

実施担当 関係各部各課 

 

計画方針 

・市及び関係機関は、災害時に災害対策本部を速やかに設置できるよ

う、その設置場所や手順をあらかじめ定めるとともに、職員の動員・

配備・任務等をあらかじめ明確に定め、それぞれの責務を的確に遂行

するために必要な活動体制を整備する。 

・平常時から自らの組織動員体制及び装備・資機材の整備を図るととも

に、防災活動を実施するための拠点整備や防災訓練の実施等を通じ

て、相互に連携しながら総合的な防災体制の確立に努める。 

 

１．中枢組織体制の整備 

市は、市域における総合的な防災対策を推進するため、平常時から防災に係る中枢

体制の整備・充実を図る。 

また、災害時の応急対策活動を迅速かつ的確に実施できるよう職員の配備体制、勤

務時間外における参集体制及び業務別災害対応マニュアルの整備を図る。 

 

２．防災中枢機能等の確保、充実 

発災時に速やかな体制をとれるように、防災中枢機能等の確保・充実を図る。 

 

（１）防災中枢施設の整備 

市は、災害対策本部となる市役所の防災機能の向上を図るとともに、大規模災害

時においても通信システム、上下水道等ライフラインの応急確保ができるシステム

構築に努める。 

また、中・長期の停電に対応できるよう自家発電設備の稼動持続時間を把握し、

民間企業との協定締結等により燃料確保体制の整備を図る。 

 

（２）代替施設の確保 

市役所が被災することにより災害対策本部の運営に支障をきたさないように、ふ

たかみ文化センター等の公共施設を代替施設として位置づける。 
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（３）現地対策本部施設の確保 

市内の特定地域で大規模な災害が発生した場合に、災害発生箇所の近くで緊急対

応ができる災害対策本部を設置できるよう各地域において公共施設や公園等の整備

に努めるとともに、地域の集会施設や民間の空地等を活用できるよう協力体制を確

保する。 

 

（４）災害対策本部用品の備蓄 

市の災害対策本部用として、防災中枢機能を確保できる物品等を備蓄する。 

 

３．防災拠点の整備 

大規模災害時において適切な災害応急活動が実施できるよう、活動拠点及び備蓄拠

点を計画的に市内に整備する。 

総合体育館等の公共施設を市域への応援部隊の受入れ及び活動拠点として位置づけ、

広域防災拠点及び後方支援活動拠点と連携した地域防災拠点の整備に努める。 

 

４．装備資機材等の備蓄 

二次災害の防止及び応急復旧に迅速に対応するため、必要な人材、装備・資機材等

の確保、整備に努める。 

 

（１）資機材等の備蓄、点検及び技術者等の把握 

装備・資機材等の充実、点検に努めるとともに、関係団体との連携により資機材、

技術者等の確保体制の整備に努める。 

 

（２）データの保全 

地籍、権利関係書類並びに測量図・構造図等の復旧に必要な各種データを整備し

て保管する。 

特に、データ及びコンピューターシステムのバックアップ体制に万全を期する。 

 

５．防災訓練の実施 

地域防災計画や水防計画等の習熟、連携体制の強化及び市民の防災意識の向上を図

ることを目的として、組織動員、避難、通信等の総合的訓練及び大規模地震、並びに

水防、危険物、市街地大火災等の災害別防災訓練を実施する。 

また、市民の防災意識の高揚及び自主防災組織の体制づくりを図るため、地域住民
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等を主体とした訓練を実施する。 

 

６．人材の育成 

災害時における適正な判断力を養い、各機関における防災活動の円滑な実施を期す

ため、市職員に対し防災教育を実施する。 

 

（１）教育の方法 

ア．講習会、研修会等の実施 

イ．見学、現地調査等の実施 

ウ．防災活動マニュアル等の配付 

 

（２）教育の内容 

ア．市地域防災計画等及びこれに伴う各機関の防災体制と各自の任務分担 

イ．非常参集の方法 

ウ．気象、水象、地象、その他災害発生原因についての知識及び災害の種別ごとの

特性 

エ．過去の主な災害・被害事例 

オ．防災知識と技術 

カ．防災関係法令 

キ．その他必要な事項 

 

７．業務継続性の確保 

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ため、災害時に必

要となる人員や資機材等を必要な場所に的確に投入するための事前の準備体制と事後

の対応力の強化を図る必要があることから、業務継続計画（BCP）の策定等により、

業務継続性の確保を図る。 

 

８．防災に関する調査研究の推進 

災害の未然防止と被害の軽減を図り、かつ総合的・計画的な防災対策を推進するた

め、災害要因、被害想定及び防災体制等について、調査研究を継続的に実施する。 

 

９．県との連携強化 

県への応援要求が迅速に行えるよう、あらかじめ県と要請の手順、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
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備を進める。 

 

１０．広域応援体制の整備 

平常時から大規模災害をも視野に入れ、広域的な視点に立った防災体制の整備を図

る。 

国内で発生した大規模災害時における救助活動・消防活動等をより効果的に実施す

るため設置されている「緊急消防援助隊」との連携、受け入れ体制の整備を図る。 

また、近隣での同時被災を考慮し、比較的離れた市町村との広域的な相互応援協定

の締結等を検討する。 

なお、他の自治体等からの支援部隊の受け入れ場所の選定や、業務継続計画を踏ま

えた受援内容をあらかじめ定める（受援計画）とともに、円滑な受け入れ・受援のた

めに、平常時から相互交流を深めておく。 

 

１１．自衛隊の災害派遣に対する連絡体制の整備 

大規模災害時に自衛隊との連携を円滑に行うため、平常時から県及び近隣市町村と

の連絡体制の強化や派遣の依頼手続の明確化等、自衛隊との連携体制を整備する。 

 

１２．企業や事業所との災害時応援体制の整備 

災害時における企業や事業所との多種多様な協力体制を整備するとともに、災害時

における地域貢献が可能な分野での自主的な協力体制を構築するよう求める。 

 

１３．複合災害防止体制の整備 

市は、複合災害（同時または連続して２つ以上の災害が発生し、それらの影響が複

合化することにより、被害が深刻化し、災害応急対応が困難になる事象）による被害

の深刻化を防ぐため、複合災害に対する備えの充実を図る。 

 

ア．複合災害の発生可能性を認識し、備えを充実する。 

イ．災害対応に当たる要員、資機材等について、後発災害の発生が懸念される場合

には、先発災害に多くを動員することで後発災害に不足が生じるなど、望ましい

配分ができない可能性があることに留意しつつ、要員・資機材の投入判断を行う

よう対応計画にあらかじめ定めるとともに、外部からの支援を早期に要請するこ

とも定める。 

ウ．様々な複合災害を想定した机上訓練を行い、結果を踏まえて災害ごとの対応計

画の見直しに努める。さらに、地域特性に応じて発生可能性が高い複合災害を想

定し、要員の参集、合同の災害対策本部の立上げ等の実動訓練の実施に努める。 
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１４．災害活動用緊急ヘリポートの整備 

災害時の救助・救護活動、緊急物資等の輸送にヘリコプターの機動性を生かし、応

急活動を円滑に実施するため、ヘリポートの面積、周囲の障害物等を考慮して、市内

の公共施設及びそれに準ずる施設の中からヘリコプターの離発着が可能な場所を選定

し、緊急時の開設に備えて必要な準備を進める。 

なお、災害活動緊急ヘリポートの選定に当たっては、各中学校区で１箇所を選定す

ることを基本とし、災害の状況に応じて必要となるヘリポートを開設する。 

また、広域避難地として位置づける運動公園の整備にあわせて、災害活動用緊急ヘ

リポートの整備が可能な広場を設ける。 

 

＜資料編＞ 

資料４―５ ヘリコプター臨時離発着場 
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第２節 情報収集伝達体制の整備 

実施担当 関係各部各課、奈良県広域消防組合 

 

計画方針 

・市及び関係機関は、災害発生時に、被害情報を迅速に収集するととも

に、関係機関相互の情報連絡が円滑に行えるよう、平常時から通信設

備等の整備拡充等、情報収集伝達体制の確立に努める。 

・災害の未然防止及び被害の軽減のため、気象等の伝達体制の整備を図

る。 

 

１．情報通信施設の整備 

災害時に被害情報を迅速かつ確実に収集し、避難情報などを市民や関係機関に確実

に伝達できるよう、防災行政無線をはじめ、多様な情報通信施設を整備、確保する。 

また、災害発生時に情報通信施設が十分機能し活用できるよう、施設設備の耐震化

対策及び非常用電源の確保等の停電対策を実施する。 

 

（１）無線通信設備の整備 

緊急時の応急活動に係る情報通信の重要性に鑑み、通信設備の整備及び運用体制

の強化を図る。 

 

ア．デジタル式防災行政無線（移動系・同報系）の整備 

イ．消防救急デジタル無線の整備 

ウ．指定避難所との連絡体制の整備 

エ．自治会等との連絡体制の整備 

 

（２）衛星携帯電話の整備 

無線基地局の破損や停電等による通信途絶に備え、衛星携帯電話の整備を図る。 

 

（３）全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）の整備 

全国瞬時警報システムを活用し、災害情報等を瞬時に伝達するシステムの構築に

努める。 
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２．情報収集伝達体制の強化 

被害情報の収集体制の整備、伝達窓口の明確化及び多様な伝達手段の確保を図ると

ともに、職員の情報分析力の向上を図る等情報収集伝達体制の強化に努める。 

 

３．災害広報体制の整備 

（１）市民への情報提供体制 

報道機関を通じた情報提供、広報車による広報等の体制を確立するとともに、イ

ンターネット、電子メール、緊急速報メール、ＳＮＳ（Facebook、Twitter、mixi他）

等による情報提供を検討する。 

また、指定緊急避難場所・指定避難所となる学校等との通信手段の整備及び災害

時要援護者にも配慮した多様できめ細やかな広報手段の確保に努める。 

なお、携帯電話等を活用した情報伝達手段の多様化・多重化を図るとともに、情

報入手が困難な被災者等（※）に対しても確実に情報伝達できる体制の整備に努め

る。また、安否情報システム（消防庁）が効果的・効率的に活用されるよう、市民

への普及啓発活動に努める。 

（※）災害時要援護者（要配慮者）、孤立化のおそれのある被災者、在宅での避難者、

応急仮設住宅として供与される賃貸住宅への避難者、所在が把握できる広域避難者、

帰宅困難者など。 

 

（２）市民への広報手段の周知 

ア．災害時は、テレビ、ラジオ、インターネット、電子メール、緊急速報メール、

ＳＮＳ等による情報の入手に努めるよう周知徹底を図る。 

イ．あらかじめ、市役所、消防署、駅、指定避難所及び市の掲示板等の災害時情報

拠点を設定し、市民に平常時から周知するとともに、災害情報、生活関連情報等

の広報手段を定めておく。 

 

（３）災害時の広聴体制 

市民等から寄せられる被害情報や災害応急状況に関する問い合わせ、要望、意見

等に対して適切に対応できるよう電話やファクシミリ、インターネット、電子メー

ル、ＳＮＳ等の広聴体制の整備に努める。 

 

（４）災害広報・広聴責任者の選任 

災害時の情報一元化を図るため、平常時の広報・広聴担当者もしくはあらかじめ

指名する職員が災害広報・広聴責任者を選任しておく。 
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なお、災害広報・広聴責任者は、次の業務を遂行する。 

 

ア．災害発生後の時間経過に応じた提供すべき情報の整理 

イ．災害時要援護者（要配慮者）に配慮した多様できめ細かな広報手段の確保 

ウ．広報文案の事前準備 

（ア）地震の震源・規模・余震・気象・水位等の状況 

（イ）市民の不安感の払拭、適切な対応のための呼びかけ 

（ウ）出火防止及び初期消火の呼びかけ 

（エ）災害時要援護者（要配慮者）への支援呼びかけ 

（オ）災害応急活動の窓口及び実施状況 

 

４．緊急地震速報の活用 

災害時、被害を最小限に抑えるため、気象庁が発表する緊急地震速報を効果的に活

用する。 

 

（１）伝達体制及び通信設備等の充実 

緊急地震速報を迅速に伝達するため、その伝達体制及び通信設備等の整備充実を

図る。 

 

（２）緊急地震速報の習熟 

緊急地震速報の利用方法等を定めるマニュアルを整備するなど、緊急地震速報に

関する知識の習熟を図る。 

 

（３）普及啓発等 

緊急地震速報は、その特性や限界を理解した上で利用することにより、減災効果

をより発揮し、混乱や事故などを防ぐことが期待される。 

よって、市は、緊急地震速報を受けたときの市民の適切な対応行動を含め、緊急

地震速報に関する知識の普及啓発に努める。 

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。 

 

５．安否確認及び支援情報等の提供体制の整備 

災害発生後、市外へ避難した者については、「全国避難者情報システム※（総務省）」

を活用し、所在地を把握する。 

また、市外へ避難した者を含め、安否確認情報や支援・サービス情報を容易かつ確

実に収集伝達できる体制の整備及びシステムの構築を検討する。 
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さらに、被災者の所在地等の情報を避難元と避難先の地方公共団体が共有する仕組

みの円滑な運用・強化を図る。 

※避難者から避難先の市町村へ任意に提出された、避難者の所在地等の情報を避難元

の県や市町村へ提供し、当該情報に基づき、避難元の県や市町村が避難者への情報

提供等を行うシステム。 
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第３節 火災予防対策の推進 

実施担当 市民環境部、奈良県広域消防組合、消防団 

 

計画方針 

・市及び消防機関は、火災の発生を防止するとともに、地震等に伴う市

街地大火と林野火災等に対し延焼の拡大を防止するため、出火防止と

初期消火の徹底、事業所をはじめとする防災管理体制の強化を図り、

あわせて地域住民に対し消火器や地震発生時の火気の取り扱い等の啓

発活動の推進と自主防災組織の育成に努める。 

 

１．建築物等の火災予防 

防火対象物等における出火防止及び初期消火の徹底を図る。 

 

（１）火災予防査察の強化 

市内の防火対象物について消防法に基づく予防査察を実施し、火災発生危険箇所

の解消について、改善指導する。 

 

ア．防火対象物に対する査察 

イ．一般建築物に対する査察 

ウ．その他の査察（特別査察、臨時査察） 

 

（２）防火管理者制度の推進 

防火対象物の所有者、管理者、占有者に対し、消防法に基づく防火管理者を活用

し、防火管理上必要な業務を適切に実施するよう指導する。 

 

（３）防火基準適合表示制度の推進 

対象施設関係者の防火に対する認識を高め、防火基準適合への取り組みを推進す

る。 

 

（４）建築物の不燃化 

木造建築物及び不特定多数の人の用に供する建築物等について、耐火構造または

耐火簡易構造にする等建築物の不燃化・耐火化の指導を行う。 
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（５）市民、事業所に対する指導 

市民、事業者に対して、消火器の使用方法、災害発生時の火気器具の取り扱い等

の指導を行う。 

 

２．林野火災予防 

林野周辺地区住民の安全を確保するとともに、森林資源を保全するため、積極的な

火災予防対策を推進する。 

 

（１）監視体制等の強化 

ア．火災警報の発令、周知徹底 

イ．森林法に基づく火入れの許可 

ウ．一定区域内のたき火、喫煙等の制限 

エ．入山者等への火気使用の規制 

 

（２）林野火災対策用資機材の整備 

消防力強化のため、防御資機材の整備と備蓄を推進する。 
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第４節 消防・救助・救急体制の整備 

実施担当 市民環境部、奈良県広域消防組合、消防団 

 

計画方針 

・市は、大規模火災等の発生に備えて、消防力の充実、応援体制の整

備、関係機関との連携を図り、消火・救助・救急体制の充実に努め

る。 

 

１．消防計画の策定 

奈良県広域消防組合及び香芝市消防団が消防活動を行ううえでの基本指針となる消

防計画を市の実態に即して具体的かつ効率的に策定する。 

なお、消防計画に定めるべき大綱及び内容の主な事項は次のとおりである。 

 

（１）消防計画の大綱 

ア．消防力の整備に関すること。 

イ．防災のための調査に関すること。 

ウ．防災教育訓練に関すること。 

エ．災害の予防、警戒及び防御に関すること。 

オ．災害時の避難、救助及び救急に関すること。 

カ．その他災害対策に関すること。 

 

（２）消防計画の内容 

ア．組織計画（組織機構、災害時の消防隊等の班及び隊の編成） 

イ．消防力等の整備計画（消防力等の現況、施設及び資機材の整備点検） 

ウ．調査計画（消防水利調査、災害危険区域等調査） 

エ．教育訓練計画（教育、訓練） 

オ．災害予防計画（火災予防指導、火災予防査察、地震災害の予防指導、風水害等

の予防指導、広報活動） 

カ．警報発令伝達計画（火災警報、その他警報の伝達及び周知） 

キ．情報計画（情報収集・報告・連絡、情報広報、情報記録） 

ク．火災警備計画（消防職員の出勤、団員の招集、警戒、通信、火災防御） 

ケ．地震災害計画（職員の招集、出動、警戒、通信、事前処置） 

コ．風水害等計画（職員の招集、出動、警戒、通信、事前処置） 

サ．避難計画（勧告及び指示の基準、伝達、指定緊急避難場所・指定避難所への誘

導方法、指定避難所の警戒） 

シ．救助救急計画（非常招集、出動、医療機関との協力体制） 
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ス．応援協力計画（協定機関、応援の方法、資料の交換） 

 

２．消防力の充実 

（１）消防施設等の充実 

「消防力の整備指針」（平成12年１月20日消防庁告示第１号）に基づき消防本部

を配置し、消防車両等の消防施設整備、情報を活用した情報収集体制、通信機能の

強化を図る等、総合的消防力の充実に努める。 

 

（２）消防水利の確保 

「消防水利の整備指針」（昭和39年12月20日消防庁告示第７号）に基づき、消火

栓、防火水槽を配置する。 

また、河川、ため池等の自然水利の確保、遠距離大量送水システムの整備等、消

防水利を有効に活用するための消防施設・設備の充実に努める。 

 

（３）活動体制の整備 

迅速かつ的確な消防活動実施のための初動体制、情報収集体制、通信運用体制、

火災防御活動体制、救助・救急体制、広報体制、後方支援体制等の整備に努める。 

 

（４）自衛消防組織の充実 

奈良県広域消防組合は、一定規模を有する事業所において設置が義務付けられて

いる自衛消防組織（消防法第８条の２の５）のほか、設置が義務付けられていない

事業所に対しても、防火管理を計画的、組織的に推進できるよう指導・助言を行う。 

 

（５）消防団の活性化 

地域に密着した消防団の活動能力の向上を図るため、組織の活性化に努める。 

 

ア．体制整備 

若手リーダーの育成、青年層・女性の消防団活動への積極的な参加の促進、事

業所の従業員に対する入団促進等により、組織強化に努める。 

また、消防団協力事業所表示制度の活用など、被雇用者団員の活動環境の整備、

処遇の改善、機能別分団員（大規模災害や予防広報等特定の活動を実施する分団

員）の確保などによる組織の強化に努める。 

イ．消防施設、装備の強化 

消防団詰所やポンプ器具庫の耐震化、消防車両・小型動力ポンプ等の消防資機

材の充実強化を図る。 
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ウ．消防団員の教育訓練 

消防団員の防災に関する知識及び技能の向上を図るため、教育訓練の計画を策

定し教育訓練を実施する。 

 

３．防火思想の普及 

ア．一般家庭に対して、災害発生時の火気器具の取扱い及び消火器の使用方法等に

ついての指導を行う。 

イ．震災時に多発することが予想される出火を防止するため、耐震安全装置付器具

の普及を図る。 

ウ．防火管理者、危険物取扱者、消防設備士または自治会、自主防災組織、婦人団

体等の各団体を対象とした講習、現地指導、消防相談等を行う。 

エ．地域住民の積極的な協力を得るため、常時の広報はもとより、火災または水災

の多発時期及び火災予防運動週間等に広報活動を実施する。 

オ．家庭内における火災予防の徹底を図るため、自主防災組織の結成を促進し、初

期消火訓練、防火講習会及び防災訓練等への参加を通して一般家庭における火災

予防と地域の連帯意識の高揚を図る。 

カ．保育所、幼稚園等において幼年消防クラブの結成を促進し、防火の心得を理解

させ、火遊びによる火災の撲滅を図るとともに、将来的な予防的成果を期待し、

小中学生を対象とした少年消防クラブの結成・育成も推進する。 

 

４．救助・救急体制の充実 

救助・救急の充実を図るため、救助隊員・救急隊員の知識の高度化、救急車両の整

備拡充、資機材の充実強化及び市民への啓発に努める。 

 

ア．救急救命士の育成に努める。 

イ．災害時に救急隊員が負傷者のトリアージ（※）を適切に行えるよう研修の実施

に努める。 

ウ．救命・救急機能を強化した救急車両の整備拡充を図る。 

エ．救助工作車や救助用資機材、高度救助用資機材の整備拡充を図る。 

オ．救命講習会等を開催し、市民の応急手当に関する知識・技能の普及を推進する。 

カ．市民による救助活動が行えるよう、指定緊急避難場所・指定避難所等に必要な

資機材の整備を促進する。 

 

（※）トリアージ 

震災などの大規模災害による災害現場、医療救護所等における傷病者の重傷度、

緊急度等を分析し、医療機関や搬送の優先順位を決めることであり、医師、保健

師、看護師、救急隊員が実施主体となる。 
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５．防火管理者に対する指導 

消防法により選任されている防火管理者に対し、防火対象物に係る消防計画の作成、

防災訓練の実施、消防設備等の点検、火気の使用等の監督、収容人員の管理及びその

他防火管理上必要な業務を適切に実施するよう指導する。 

 

６．広域消防応援体制の整備 

大規模災害の発生に備え、消防機関相互の応援協定の締結に努めるほか、受け入れ

体制の整備に努める。 

市及び奈良県広域消防組合では、以下の協定を締結している。 

 

ア．奈良県消防広域相互応援協定 

イ．阪奈（金剛・葛城・生駒山系）林野火災消防相互応援協定 

ウ．阪奈隣接市町林野火災消防相互応援協定 

エ．西名阪自動車道消防相互応援協定 
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第５節 応急医療体制の整備 

実施担当 福祉健康部 

 

計画方針 
・市は、災害時に迅速かつ適切な医療が行えるよう医療関係機関と連携

しながら、災害時医療体制を整備する。 

 

１．現地医療体制の整備 

市は、医療関係機関と協力し、災害時に通常の医療体制では対応できない多数の患

者が発生した場合や、医療機関の被害により被災地域に医療の空白が生じた場合に、

適切な医療が実施できるよう、災害時の医療体制の整備を図るとともに、消防、医療

機関及び医療機関相互の連絡体制を整備する。 

また、応急救護所及び医療救護所では、被災者のトリアージ（治療の優先順位の決

定）や搬送前の応急処置、軽傷者の治療を行う。 

さらに、災害の種類や時間経過に伴い量的・質的に変化する医療ニーズに対応し、

医師の専門性を生かした医療救護を行う。 

 

※応急救護所：災害発生直後の短期間、災害現場付近に設置する救護所 

 医療救護所：災害発生直後から中長期にわたって指定避難所等に併設される救護所 

 

（１）災害医療情報の収集伝達体制（医療情報システム）の整備 

現行の救急医療情報システムを活用するとともに、迅速かつ的確な情報の収集伝

達ができる通信手段や情報収集システムの整備に努める。 

 

（２）医師会等との協力体制の確立 

一時に多数の傷病者が発生したり、交通が混乱して患者の搬送ができない場合に

対応するため、香芝市医師会等と常に協力体制を形成しておくなど、確実な現地医

療体制を整備する。 

また、県及び医療関係機関に対して医療救護班の派遣を要請した場合において、

円滑な受入れ及び救護所への配置調整が行える体制と窓口を整備する。 

 

（３）医療救護班等の整備 

香芝市医師会等の協力を得て、医療救護班等の編成数や構成、派遣基準や派遣方

法等についてあらかじめ計画する。 

なお、医療救護班の構成は、医師２名、保健師または看護師２名、補助員２名の
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計６名を標準として１班を構成し、必要に応じて薬剤師等を加える。 

また、歯科医療救護班は、歯科医師１名、歯科衛生士２名、補助員１名、計４名

を標準として１班を構成する。 

 

（４）医療救護所の設置 

災害発生直後から、主に軽傷病者に対する医療や被災住民等の健康管理が行える

よう、保健センターや指定避難所となる４校の市立中学校医務室等を救護所設置予

定場所とする。 

また、医療機関を指定する場合は、開設者と調整する。 

 

２．後方医療体制の整備 

（１）協力病院の拡充 

県指定の地域災害拠点病院である大和高田市立病院（中和保健医療圏）を中心に、

多数の傷病者発生に対応できるよう、県や関係機関と連携して、協力病院の拡充に

努める。 

 

（２）後方医療体制 

救護所等で対応できない重症、重篤患者の二次、三次医療を提供するため、被災

を免れた全ての医療機関で後方医療活動を実施する。 

なお、災害が甚大であればあるほど、医療機関は後方医療活動を優先する。 

 

３．医薬品等の確保供給体制の整備 

医療関係機関及び関連業者の協力を得て、医療用資機材及び医薬品等の確保供給体

制を整備する。 

 

（１）医療用資機材の確保体制の整備 

災害の発生後、緊急に必要となる医療資機材等については、備蓄を推進する。 

また、香芝市医師会や関連業者との協力によって医療用資機材の調達体制の整備

を図る。 

 

（２）医薬品等の確保供給体制の整備 

保健センターを中心に、災害発生後３日間において必要とする医療品等の備蓄を

推進するとともに、平常時から香芝市薬剤師会や関連業者との協力体制の整備に努

める。 
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また、災害用医薬品及び血液製剤等を迅速に供給するため、県との連携を図り、

調達体制の整備及び備蓄のあり方についての検討を進める。 

 

４．広域搬送拠点 

市は、広域後方医療施設への傷病者の搬送に当たり、広域搬送拠点として使用する

ことが適当な大規模な空き地等をあらかじめ抽出するなど、災害発生時における救急

医療体制の整備に努める。 

搬送拠点では、県や独立行政法人国立病院機構などの広域後方医療関係機関と協力

しつつ、広域後方医療施設への傷病者の搬送に必要なトリアージ（治療の優先順位の

決定）や救急措置等を行うための場所・設備について、あらかじめ整備するよう努め

る。 

 

５．災害医療に関する普及啓発 

市及び医療機関は、市民に対する救急蘇生法、自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の使

用方法、止血法、骨折の手当法、トリアージの意義、メンタルヘルスケア等災害時の

医療的措置等についての普及啓発に努める。 
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第６節 防疫体制の整備 

実施担当 福祉健康部、市民環境部 

 

計画方針 
・市は、災害時に必要な資機材等の確保・供給、関係機関の協力体制の

整備及び保健衛生等の普及・啓発を図る。 

 

１．防疫班の編成 

災害の被災地域や指定避難所等は、衛生条件の悪化や感染症等の疾病の発生が予想

されるため、中和保健所と連携し、防止するための保健衛生・防疫体制を整備する。 

防疫班は、数名（４～５名）により編成する。 

 

２．防疫・保健衛生用資機材等の確保 

防疫のために必要な薬剤や器具を備蓄するとともに、薬品業者等と連携し、必要資

機材が確保できる体制を確立する。 

 

３．防疫に係る教育の実施 

保健衛生・防疫活動の方法や内容について、市職員等への研修を行うとともに、学

校教育の中においても、児童生徒に対する指導を行っていく 

また、市職員は、平常時より防疫作業の習熟を図るとともに、災害時を想定した防

疫訓練を実施する。 
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第７節 緊急輸送体制の整備 

実施担当 市民環境部、都市創造部 

 

計画方針 
・市は、災害発生時に消火、救助、救急並びに緊急物資の供給を迅速、

的確に実施するため、緊急輸送体制の整備に努める。 

 

１．陸上輸送体制の整備 

（１）緊急輸送道路の選定 

ア．県選定の緊急輸送道路 

県が選定している本市に係る緊急輸送道路は次のとおりである。 

 

■緊急輸送道路 

道路区分 路線名称 

高速自動車国道 西名阪自動車道  

一般道路 

国道 165 号 

国道 165 号バイパス（県道御所・

香芝線と重複） 

国道 168 号 

県道御所・香芝線 

中和幹線 

 

 

 

イ．市の緊急輸送道路の指定 

市は、県が選定する緊急輸送道路と市の防災中枢施設や防災拠点、市が選定す

る災害活動用緊急ヘリポート、市で指定する地域医療機関、災害協力病院及び指

定緊急避難場所・指定避難所等を連絡する道路を市の緊急輸送道路として指定す

る。 

 

（２）緊急輸送道路の整備 

緊急輸送道路の管理者は、多重性・代替性を確保するよう、効率的な緊急輸送道

路網の整備を図る。 

 

（３）災害時の応急点検体制等の整備 

緊急輸送道路の管理者は、平常時からその安全性を十分に監視・点検するととも

に、災害時の通行支障に関する情報の収集体制や応急点検体制を整備する。 
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２．輸送手段の確保体制 

関係機関は、陸上輸送等の輸送手段を確保するための体制や災害時における運用手

段を整備する。さらに、緊急時において確保できる車両等の配備や運用をあらかじめ

計画するとともに、不足が生じる場合を想定して、民間業者との協定に努める。 

市は、県消防防災ヘリコプター等の受け入れ体制を確立するため、次の事項を定め

ておく。 

 

ア．要請担当窓口 

イ．派遣要請手続 

ウ．ヘリコプター臨時離着陸場の指定 

エ．その他必要な事項 

 

３．交通規制・管理体制の整備 

道路管理者は、市における道路施設の破損・決壊等が生じて通行が危険であり、応

急復旧を必要とする場合に、道路法による交通規制を実施するために必要な資機材を

整備する。 

 

４．事業者との協力体制の整備 

災害時の人員、応急資機材等の輸送等を迅速かつ効率的に行えるよう、民間事業者

と緊急時の輸送協力体制について協定締結等の整備を行う。 

 

ア．物流システムのノウハウ、輸送拠点となる施設を有する民間企業の協力を得る

ことにより、物資の管理・輸送体制を確保する。 

イ．災害時において、物資の輸送等に必要な燃料を確保するため、民間企業及び団

体との協定締結に努める。 

ウ．効率のよい物流体制実現のためには、発災直後から物流専門家が現地で調整を

行うことが有効であることから、協力体制の確立に努める。 
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第８節 避難収容体制の整備 

実施担当 市民環境部、福祉健康部、都市創造部、教育委員会 

 

計画方針 
・市は、各種災害から市民の安全を確保するため、総合的かつ計画的な

避難対策の推進を図る。 

 

１．避難の定義 

本計画では、「避難」を「安全確保行動」と定義づけ、「災害から生命、身体を守る

危険回避行動」と「自宅を離れて一定期間仮の生活をおくる行動」の２つに分類する。

本節でいう「避難」は「災害から生命、身体を守る危険回避行動」を意味する。 

なお、避難収容施設としては、災害対策基本法改正（平成 25 年６月）を踏まえて、

以下のように区分する。 

 

指定緊急避難場所 

（法第 49 条の 4） 

災害が発生し、または発生するおそれがある場合における円

滑かつ迅速な避難のための立退きの確保を図るための施設また

は場所（洪水その他の政令で定める異常な現象の種類ごとに指

定） 

指定避難所 

（法第 49 条の 7） 

災害が発生した場合に、避難のために立ち退きを行った居住

者や滞在者等を避難のために必要な間滞在させ、または自ら居

住の場所を確保することが困難な被災した市民その他の被災者

を一時的に滞在させるために適切な避難施設 

 

２．避難路の選定 

市は、次の事項に留意して避難路を選定し、平常時から市民への周知徹底に努める。 

また、ハザードマップ等により、浸水想定区域や土砂災害警戒区域等の情報を周知

するとともに、区域外であっても必ずしも安全ではなく、注意する必要があることを

周知する。 

 

ア．原則として、指定緊急避難場所またはこれに準ずる安全な場所に通じる道路と

する 

イ．可能な限り崖、河川等により水害・土砂災害の危険がない道路とする 

ウ．道路沿いに火災、爆発等の危険性の大きい工場等がない道路とする 

エ．避難路となる道路、橋梁及びトンネル等、道路施設自体の安全性について十分

検討し、必要ならば適切な措置を講ずる 
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３．指定緊急避難場所の選定 

（１）指定基準 

市長は、災害時における緊急の避難場所として、以下の基準に適合する施設また

は場所を、災害の種類ごとに指定する。 

 

ア．災害の種類 

（ア）洪 水 

（イ）崖崩れ、土石流、地滑り 

（ウ）地 震 

（エ）大規模な火事 

（オ）内水はん濫 

イ．指定基準 

（ア）災害が発生し、または発生するおそれがある場合において、居住者、滞在

者その他の者（以下、「居住者等」という。）等に開放されること。 

（イ）居住者等の受け入れの用に供すべき屋上その他の部分（安全区域外にある

指定緊急避難場所の場合は、当該部分及び当該部分までの避難上有効な階段

その他の経路）について、物品の設置または災害による落下、転倒もしくは

その他の事由により避難上の支障を生じさせないものであること。 

（ウ）災害が発生した場合において、人の生命または身体に危険が及ぶおそれが

ないと認められる土地の区域（安全区域）内にあるものであること。 

ただし、次の（エ）（オ）に適合する施設については、この限りでない。 

（エ）災害により生ずる水圧、波力、振動、衝撃その他の予想される事由により、

当該施設に作用する力によって損壊、転倒、滑動または沈下その他構造耐力

上支障のある事態を生じない構造のものであること。 

（オ）洪水等が発生し、または発生するおそれがある場合に使用される施設に

あっては、想定される洪水等の水位以上の高さに居住者等の受け入れの用に

供すべき屋上その他の部分が配置され、かつ、当該居住者受入用部分までの

避難上有効な階段その他の経路があること。 

（カ）地震に対する安全性に係る建築基準法並びにこれに基づく命令及び条例の

規定に適合するものであること。 

（キ）当該場所またはその周辺に地震が発生した場合において人の生命または身

体に危険を及ぼすおそれのある建築物、工作物その他のものがないこと。 

 

（２）指定にあたっての注意事項 

市長は、指定緊急避難場所を指定しようとする時は、当該指定緊急避難場所の管

理者の同意を得る。 
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（３）県への通知 

市長は、指定緊急避難場所を指定した時は、その旨を知事に通知するとともに、

公示する。 

 

（４）指定の取消 

市長は、当該指定緊急避難場所が廃止され、または基準に適合しなくなったと認

める時は、指定を取り消す。 

その際、その旨を知事に通知するとともに、公示する。 

 

（５）留意事項 

指定緊急避難場所から指定避難所への円滑な移動を図るため、平常時から市民等

に対して制度の趣旨と指定緊急避難場所等の所在地情報の周知徹底を図る。 

 

４．指定緊急避難場所及び避難路の整備 

指定緊急避難場所及び避難路について、市は、自ら若しくはその管理者（設置者）

と十分調整を図り、次のとおり整備に努める。 

また、指定緊急避難場所の安全性や整備状況について把握し、毎年市民に公表する。 

 

ア．指定緊急避難場所に指定されている施設等の耐震性の確保 

イ．高齢者や障害者等に配慮した指定緊急避難場所への避難誘導標識等の整備 

ウ．幅員や明るさなど避難路における通行の安全性の確保 

エ．近隣居住者等を加えた指定緊急避難場所の鍵の分散管理 

 

５．その他の避難地、避難路の選定 

市は、避難地及び避難路を選定する。 

 

（１）火災時の避難地及び避難路の選定 

ア．一時避難地（大規模火災及び地震時は、指定緊急避難場所として利用） 

火災発生時に、市民が一時的に避難できる場所を一時避難地として選定する。 

イ．広域避難地 

火災の延焼拡大によって生じる輻射熱、熱気流から市民の安全を確保できる場

所を広域避難地として選定する。 

現在、市には広域避難地の指定がないため、総合公園や運動公園の整備にあわ

せて、広域避難地の指定を行う。 
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ウ．避難路 

広域避難地や一時避難地に通じる避難路を選定する。 

 

（２）その他の避難地及び避難路の選定 

浸水、土石流、地すべり及び崖崩れに備え、それぞれの地域の実情及び災害特性

に応じた安全な避難地、避難路を選定する。 

 

＜資料編＞ 

資料８―１ 一時避難地一覧 

 

（３）避難地、避難路の安全性の向上 

関係機関と協力し、一時避難地、広域避難地及び避難路を、災害時要援護者（要

配慮者）にも配慮して整備するとともに、消防水利の確保等、総合的に安全性の向

上を図る。 

 

ア．一時避難地 

（ア）避難地標識等による市民への周知  

（イ）周辺の緑化の促進 

（ウ）複数の進入口の整備 

イ．広域避難地 

（ア）避難地標識の設置 

（イ）非常電源付きの照明設備・放送設備の整備 

（ウ）周辺における耐震・耐火建築物の整備促進及び緑化の促進 

（エ）複数の進入口の整備 

ウ．避難路 

（ア）沿道における耐震・耐火建築物の整備促進及び緑化の促進 

（イ）落下・倒壊物対策の推進 

（ウ）誘導標識、誘導灯の設置 

（エ）段差解消、誘導ブロックの設置等 

 

６．指定避難所の選定、整備 

家屋の滅失、損壊により避難を必要とする市民を臨時に収容することのできる指定

避難所を選定、整備する。 

 

（１）指定避難所の選定 

ア．選定基準 

指定避難所は、小学校区を基本に、河川、道路、鉄道等の地形・地物や避難に要
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する距離等を考慮し、小・中学校をはじめとする公共施設を選定したうえで、耐震

化・不燃化の促進、備蓄のためのスペースや通信設備等の整備に努める。 

また、災害時要援護者（要配慮者）や女性に配慮を行い、避難生活に必要な物資

等の備蓄を進める。 

なお、市長は、次の事項に留意して指定避難所を選定し、平常時から市民への周

知徹底に努める。 

（ア）避難のための立退きを行った居住者等または被災者（以下、「被災者等」と

いう。）を滞在させるために必要かつ適切な規模であること。 

（イ）速やかに、被災者等を受入れ、または生活関連物資を被災者等に配布する

ことが可能な構造または設備を有すること。 

（ウ）想定される災害による影響が比較的少ない場所にあること。 

（エ）車両その他の運搬手段による輸送が比較的容易な場所にあること。 

（オ）主として高齢者、障害者、乳幼児その他の特に配慮を要する災害時要援護

者（要配慮者）を滞在させることが想定されるものにあっては、災害時要援

護者（要配慮者）の円滑な利用の確保、要配慮者が相談し、または助言その

他の支援を受けることができる体制の整備その他の災害時要援護者（要配慮

者）の良好な生活環境の確保に資する事項について基準に適合すること。な

お、指定避難所のうち当該基準を満たす施設を福祉避難所という。 

イ．指定に当たっての注意事項 

市長は、指定避難所を指定しようとする時は、当該指定避難所の管理者の同意

を得る。 

ウ．県への通知 

市長は、指定避難所を指定した時は、その旨を、知事に通知するとともに、公

示する。 

エ．指定の取消 

市長は、当該指定避難所が廃止され、または基準に適合しなくなったと認める

時は、指定を取り消す。その際、その旨を、知事に通知するとともに、公示する。 

オ．市民への周知 

市長は、広報紙、掲示板、パンフレット等により、指定避難所の場所を周知す

る。 

 

（２）福祉避難所の確保 

高齢者や身体障害者をはじめとする災害時要援護者（要配慮者）を避難させるた

め、事業者等の協力を得て、社会福祉施設等を福祉避難所として確保するよう努め

る。 

 

（３）指定避難所以外の避難収容施設の確保 

地震等の大規模災害による多数の避難生活者の発生に備え、市所管施設以外の公
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共施設及び民間施設の管理者と協議を行うなど、指定避難所以外の避難収容施設の

確保に努める。 

 

（４）指定避難所の運営管理体制の整備 

市は、指定避難所の運営管理体制を整備する。 

 

ア．指定避難所の管理者不在時の開設体制 

イ．指定避難所を管理するための責任者の派遣 

ウ．災害対策本部との連絡体制 

エ．自主防災組織、施設管理者との協力体制 

 

（５）設備の充実による避難施設としての機能強化 

ア．非常用電源、自家発電機 

イ．衛星携帯電話等複数の通信手段 

ウ．照明設備 

エ．食料、飲料水、生活用品 

オ．マスクや手指消毒液 

カ．冷暖房器具 

キ．マッチ、プロパンガス、固形燃料等の燃料 

ク．簡易トイレ 

ケ．パーティション 等 

 

（６）災害時要援護者（要配慮者）等を考慮した整備 

ア．紙おむつ等の介護用品 

イ．高齢者や食物アレルギーを持つ人に対応した食事 

ウ．生理用品 

エ．粉ミルク、おむつ等の乳幼児用品 

 

＜資料編＞ 

資料８―２ 指定緊急避難場所一覧 

資料８―３ 指定避難所一覧 

資料８―４ 福祉避難所一覧 

 

７．避難所運営マニュアルの作成 

災害時における迅速かつ円滑な指定避難所の管理・運営等を図るため、県が作成し

た「奈良県避難所運営マニュアル」に基づき、避難所運営のためのマニュアルを作成
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する。 

 

８．避難所生活の長期化に対応した環境整備  

高齢者や障害者、女性、子供など、多様な視点に配慮しながら、避難所生活が長期

化した場合の環境整備を図る。 

 

ア．水道や下水道の復旧が長期化する場合、し尿処理ができない場合などの衛生対

策を推進する。 

イ．施設の機能維持のため、非常用電源設備を整備・強化する。 

ウ．避難者が指定避難所で亡くなることがないように、二次被害の防止対策を推進

する。 

エ．持病の悪化やインフルエンザ等の集団感染を防ぐため、被災者の健康管理、衛

生管理体制を整備する。 

オ．医療・保健・福祉など多様な専門職の視点を取り入れる。 

カ．女性や子育てに配慮した施設・設備の整備に努める。 

（ア）乳幼児のいる家庭専用部屋の設置 

（イ）女性用物干し場の設置 

（ウ）トイレ・更衣室以外にも女性専用スペースの設置など 

キ．指定避難所、不在住宅等の防犯対策を推進する。 

ク．避難所運営訓練を実施し、訓練より明らかになった課題等について対策を講じ

る。 

ケ．福祉関係者等の協力のもと、介護・ケア等の支援を充実させる。 

 

９．避難誘導体制の整備 

（１）市 

ア．地域特性を考慮した避難誘導体制の整備に努めるとともに、災害時要援護者

（要配慮者）の誘導に配慮し、集団避難が行えるよう自主防災組織、赤十字奉仕

団、自治会等、地域住民組織と連携した体制づくりを図る。 

イ．平常時から、福祉部局を中心に関係機関と連携して、福祉サービスを利用して

いる高齢者、障害者等の所在等について、本人の意思及びプライバシーの保護に

十分留意しつつ継続的な把握に努める。 

ウ．国の「災害時要援護者の避難支援プラン」を参考にして、避難行動要支援者の

登録制度を確立し、避難行動要支援者名簿の作成による情報把握、市・支援者・

関係機関の間での情報共有、避難誘導及び安否確認の支援体制の整備に努める。 

エ．関係者との情報の共有については、災害時要援護者（避難行動要支援者）の情

報提供の同意の有無を尊重しながら共有に努めるとともに、災害時要援護者（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
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の整備、避難訓練の実施を推進する。 

オ．広域的な災害時において円滑な広域避難が可能となるよう、他の地方公共団体

との広域一時滞在に係る応援協定を締結するなど、具体的な広域避難・受入方法

を含めた手順等を定める。 

カ．小中学校と保護者との間で、災害発生時における児童生徒等の保護者への引渡

しに関するルールづくりについて、あらかじめ定めるよう促すとともに、小学校

就学前の子どもたちの安全で確実な避難のため、災害発生時における幼稚園・保

育所等の各施設と市、各施設間における連絡・連携体制の構築に努める。 

キ．言葉の不自由な外国人に対しては、あらかじめ外国語による避難等に関するパ

ンフレットを作成・配布するよう努める。 

 

（２）学校、病院等の施設管理者 

学校、病院、社会福祉施設等、多数の人が利用する施設の管理者は、災害時に施

設内の利用者等を安全に避難させるため、体制を整備する。 

なお、指定避難所になる学校等の防災上重要な施設の管理者は、次の事項に留意

して避難計画を作成するとともに、避難訓練を行い避難の万全を期する。 

 

ア．学 校 

（ア）避難経路 

（イ）避難誘導及びその指示伝達の方法 

（ウ）収容施設の確保 

（エ）避難後の教育・保健・衛生・給食等の実施方法 

イ．病 院 

（ア）他の医療機関または安全な場所へ患者等を集団で避難させるための収容施

設の確保及び移送方法 

（イ）治療・保健・衛生・給食等の実施方法 

ウ．社会福祉施設等 

（ア）指定緊急避難場所・指定避難所及び避難経路 

（イ）避難誘導及びその指示伝達の方法 

（ウ）収容施設の確保 

（エ）保健・衛生・給食等の実施方法 

 

（３）屋内での待避等の安全確保措置 

ア．屋内での待避等の安全確保措置 

災害が発生しようとしている場合において、避難のための立退きを行うことに

より、かえって人の生命または身体に危険が及ぶおそれがあると認める時は、市

は、必要と認める地域の居住者等に対し、屋内での待避その他の屋内における避

難のための安全確保に関する措置を指示する。 
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イ．知事への報告 

アの規定により、屋内での待避等の安全確保措置を指示した時は、速やかに市

はその旨を知事に報告する。 

 

（４）指定行政機関の長等による助言 

市は、避難のための立退きを勧告し、もしくは指示し、または屋内での待避等の

安全確保措置を指示しようとする場合において、必要があると認める時は、指定行

政機関の長もしくは指定地方行政機関の長または知事に対し、勧告または指示に関

する事項について、助言を求めることができる。 

この場合、助言を求められた指定行政機関の長もしくは指定地方行政機関の長ま

たは知事は、所掌事務に関し、必要な助言を行うことになっている。 

 

１０．不特定多数が利用する施設  

駅、その他の不特定多数の者が利用する施設の管理者は、避難誘導に係る計画の作

成及び訓練の実施に努める。 

また、必要に応じて多数の避難者の集中や混乱にも配慮した計画、訓練とするよう

努める。 

 

１１．応急仮設住宅対策 

災害によって住家が減失し、自らの資力では住宅を確保できない被災者に対し、早

期に一時的な居住の安定が図られる体制の整備に努める。 

 

（１）建設候補地の事前選定 

あらかじめ、市域の都市公園、公共空地等の中から、応急仮設住宅が建設可能な

候補地の選定に努める。 

 

（２）高齢者・障害者に配慮した住宅確保体制の整備 

高齢者や障害者の生活に配慮した構造・設備の応急仮設住宅が確保されるよう、

県と連絡調整を行う。 

 

 



第 2編 災害予防計画 第 2章 災害に備えた防災体制の確立 

第 9節 二次災害防止体制の整備 

2-49 

第９節 二次災害防止体制の整備 

実施担当 市民環境部、都市創造部 

 

計画方針 

・市及び県は、各種災害後の二次災害の発生を防ぐため、建築・砂防関

係団体と協力し、被災した建築物や地盤等の不安定な地域の危険度を

判定するための制度を整備する。 

 

１．応急危険度判定制度等の整備 

地震または豪雨等による建築物の倒壊、部材の落下等により引き起こされる人命へ

の危害（二次災害）を防止するため、被災した建築物や宅地の危険度判定制度の整備

に努める。 

 

（１）被災建築物・宅地応急危険度判定士の養成 

県及び建築関係団体の主催による危険度判定講習会の受講を普及し、被災建築

物・宅地応急危険度判定士の養成に努める。 

また、奈良県被災建築物・宅地応急危険度判定連絡協議会が実施する実地訓練等

により、判定士の技能向上を図る。 

 

（２）実施体制の整備 

災害後の判定活動を速やかに実施できるよう、奈良県被災建築物・宅地応急危険

度判定連絡協議会を通じて、実施体制（連絡網の構築、資機材の備蓄等）を構築す

る。 

また、応急危険度判定に必要なマニュアル、備品、宿泊施設の整備に努めるとと

もに、県へ要請し、派遣された被災建築物・宅地応急危険度判定士の受け入れ体制

の整備を図る。 

 

（３）制度の普及啓発 

県及び建築関係団体の協力を得て、応急危険度判定制度の趣旨について市民の理

解が得られるよう広報紙等を通じて普及啓発に努める。 

 

２．砂防ボランティア（斜面判定士等）制度の活用 

土砂災害から市民を守るために、県と県砂防ボランティア協会が協力して行う斜面

判定士制度の活用を推進する。 



第 2編 災害予防計画 第 2章 災害に備えた防災体制の確立 

第 9節 二次災害防止体制の整備 

2-50 

 

（１）実施主体の整備 

県及び砂防関係団体との連携によって、斜面判定士制度の活用を図る。 

 

（２）制度の普及啓発 

県及び県砂防ボランティア協会と協力して、斜面判定士制度の趣旨について市民

の理解が得られるよう、広報紙等を通じて普及啓発に努める。 
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第１０節 緊急物資確保体制の整備 

実施担当 市民環境部、福祉健康部、都市創造部、上下水道部、教育部 

 

計画方針 

・市は、各種災害による家屋の滅失、損壊等により水、食糧、生活必需

品の確保が困難な市民に対して、必要な物資を供給するため、その確

保体制を整備する。 

・市民・事業所は、災害発生直後の水、物資（食糧、生活必需品）の確

保を自ら図っておく。 

 

１．給水体制の整備 

関係機関は相互に協力して、発災後３日間は１日１人当たり３リットルの飲料水を

供給し、それ以降は順次供給量を増加できるよう体制の整備に努める。 

 

（１）給水拠点の整備 

ア．基幹施設の整備 

イ．緊急遮断弁の整備 

ウ．県営水道応急給水栓の設置 

エ．飲料水貯水槽施設の設置 

オ．浄化型水泳プールの整備 

 

（２）給水用資機材の整備 

ア．給水タンク車等の配備 

イ．給水タンク・仮設給水栓の配備 

ウ．緊急時用浄水装置の整備 

エ．給水袋等の備蓄 

オ．パック水・缶詰水の備蓄 

 

（３）応急給水体制の強化 

ア．応急給水マニュアルの整備 

イ．相互応援体制の整備 

迅速かつ的確な給水活動等に必要な情報を収集し、総合調整、指示、支援を行

うために、県及び近隣市町村と相互に協力する。 
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２．生活必需物資確保体制の整備 

現物備蓄及び流通備蓄双方の特性を踏まえ、備蓄手法、備蓄品目、数量等を検討し、

計画的に備蓄の充実を図る。 

 

（１）重要物資の備蓄 

ア．アルファ化米、乾パン等 

イ．高齢者用食、粉ミルク、ほ乳ビン 

ウ．毛布 

エ．衛生用品（おむつ（高齢者用を含む）、生理用品等） 

オ．災害用トイレ（簡易トイレ、仮設トイレ等） 

 

（２）その他の物資の確保 

備蓄物資の他に必要な物資を確保するため、民間事業者等と緊急時の物資調達に

関する協定を締結するなど確保体制を整備する。 

なお、長期にわたる避難生活を想定して確保する物資は次のとおりである。 

 

ア．精米、即席麺などの主食 

イ．野菜、漬物、菓子類などの副食 

ウ．高齢者用食、粉ミルク、哺乳ビン 

エ．毛布 

オ．被服（肌着等） 

カ．炊事道具・食器類（鍋、炊飯用具等） 

キ．光熱用品（ＬＰガス、ＬＰガス用品、簡易コンロ、乾電池、懐中電灯等） 

ク．日用品（石鹸、タオル、ちり紙、歯ブラシ、ラップ等） 

ケ．衛生用品（おむつ、生理用品等） 

コ．医薬品等（常備薬、救急セット） 

サ．高齢者・障害者等用介護機器、補装具、日常生活用具等（車椅子、トイレ、盲

人用つえ、補聴器、点字器等） 

シ．棺桶、遺体袋 

ス．その他必要物資 

 

（３）備蓄・供給体制の整備 

危険分散を図り、また速やかに物資等を輸送・提供するため、分散備蓄等の体制

整備に努めるとともに、関係機関や民間事業者との協定締結等により物資の確保を

図る。 
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ア．広域避難地及び指定避難所を併設する一時避難地での備蓄倉庫の確保 

イ．備蓄物資の点検及び更新 

ウ．定期的な流通在庫量の調査の実施 

エ．供給体制の整備（自主備蓄、生産者備蓄、流通備蓄） 

オ．救援物資集積拠点の選定 

カ．市町村間の応援協定の締結 

キ．事業者との協定締結による備蓄の確保 

 

３．市民による備蓄の推進 

一人あたり１週間分の食料、飲料水、生活必需品の備蓄、非常持ち出し品の準備な

ど、必要な当座の物資を各人で確保しておくよう周知する。 

市民は、東日本大震災の経験から「自らの安全は自らが守る」という原則に基づき、

１週間分以上の食料、飲料水、生活必需品を非常時に持ち出しができる状態で備蓄す

るよう努める。 

特に、食物アレルギー等の食事に関して配慮が必要な市民は、平常時から１週間分

の分量を自ら確保するよう努める。 

この分量を確保するために、ローリングストック法（※）等により、ストックが可

能な食料及び生活必需品を備蓄し、日常生活の中で継続して備蓄できるように努める。 

 

（※）ローリングストック法とは、日常的に非常食を食べて、食べたら買い足すとい

う行為を繰り返し、常に家庭に新しい非常食を備蓄する方法 
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第１１節 廃棄物処理体制の整備 

実施担当 市民環境部 

 

計画方針 

・市は、災害の発生に備え、廃棄物処理施設の稼働が円滑に行われるよ

う、平常時より維持管理のための点検や体制づくり等を整備し、対策

を確立する。 

 

１．災害時の相互協力体制 

「奈良県災害廃棄物等の処理に係る相互支援に関する協定（平成 24 年８月１日締

結）」に基づき、災害発生時における県の相互支援体制（施設・人員等）の整備に協

力するとともに、関係する施設等が最大限の処理能力を発揮できるよう、平常時から

必要な整備・維持管理に努める。 

また、処理活動に係る動員体制の整備及び市町村間の応援協定、関係業者等との協

定の締結に努める。 

 

２．廃棄物処理施設の整備等 

（１）施設の整備 

焼却処理施設、リサイクル施設等の計画的な整備、及び耐震化や不燃堅牢化を推

進するとともに、災害時に円滑な稼働が損なわれることなく処理能力を最大限に発

揮できるよう、平常時から施設設備の整備点検等に努める。 

また、停電時の非常用自家発電設備及び断水時の機器冷却水、設備の稼働が不能

となった場合の代替設備の確保に努める。 

 

（２）廃棄物の仮置場、仮設トイレ等の確保 

災害時に排出される廃棄物を一時保管するための仮置場を計画・確保するととも

に、仮設トイレ及びその管理に必要な薬剤等の調達にかかる体制の整備に努める。 

 

（３）収集運搬車両や必要な資機材等の確保 

災害時に排出される廃棄物の収集運搬車両・体制の整備に努める。 
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第１２節 火葬場等の確保 

実施担当 市民環境部 

 

計画方針 

・災害時には、遺体の火葬等が円滑に実施できない場合が想定されるた

め、あらかじめデータベースの整理や、葬祭業者や近隣府県等との連

携体制を整備する。 

 

１．火葬データベースの整備 

火葬の際の受け入れ先となる葬祭業者等を把握し、火葬データベースとして整備す

る。 

 

２．応援協力体制の確立 

葬祭業者等との連携・協力体制をはじめ、近隣市町村間による火葬受け入れ等の応

援体制を整備する。 
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第１３節 応急住宅等供給体制の整備 

実施担当 都市創造部 

 

計画方針 

・一般社団法人プレハブ建築協会との連携や、県産材を利用した応急仮

設住宅の供給等、迅速に応急住宅を提供できる体制の整備に努める。 

・大規模災害時には広域的な観点に立った実質的な供給体制が構築でき

るよう、関係機関との検討・調整に努める。 

 

１．応急仮設住宅の供給体制の整備 

災害に対する安全性に配慮しつつ、応急仮設住宅を設置できる用地を把握し、県や

一般社団法人プレハブ建築協会と連携しつつ災害時における応急仮設住宅の設置が円

滑に実施できるよう体制の整備に努める。 

 

２．応急仮設住宅の設置数想定 

応急仮設住宅の設置について、住宅被害想定に基づき必要戸数の想定を検討する。 

 

３．公営住宅の空家状況の把握 

災害時における被災者用の住居として、耐震性が確保された利用可能な公営住宅の

空家状況を把握し、災害時に迅速に提供できるよう体制の整備に努める。 

また、避難が長期間に及ぶ可能性があるなか、被災者の本格的な生活再建を支援す

る観点から、本来入居者として入居できるような仕組みの構築に努め、金銭的な負担

が生活再建の妨げにならないよう家賃負担の軽減等の配慮を行う。 
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第１４節 ライフライン確保体制の整備 

実施担当 上下水道部、企画部 

 

計画方針 
・市及び関係機関は、災害が発生した場合に、迅速かつ的確な応急復旧

を行うため、平常時からライフラインの防災体制の整備に努める。 

 

１．上水道 

災害時における被害の拡大防止、水道水の安定供給及び迅速かつ的確な応急復旧を

行うために、平常時から防災体制を整備する。 

 

（１）応急復旧体制の強化 

ア．上水道施設の被害状況等を迅速かつ的確に把握し、円滑な応急復旧活動を行う

ため、平常時から損傷度が高いと予想される施設の把握に努める。 

イ．応急復旧活動マニュアル等を整備するとともに、マッピングシステム等の情報

管理システムの整備を行う。 

 

（２）災害対策用資機材の整備・点検 

ア．被災した上水道施設を迅速に応急復旧できるよう、必要な応急復旧用資機材等

の備蓄を推進するとともに、調達体制の確保・整備に努める。 

イ．平常時から給水車等の保有資機材の点検を行うとともに、緊急時の輸送体制を

確保する。 

 

（３）防災訓練の実施 

情報収集連絡体制及び関係機関との協力体制の充実強化、緊急対応・応急復旧の

手順の熟知、並びに防災意識の高揚を図るため、計画的に防災訓練を実施する。 

 

（４）協力体制の整備 

ア．災害時に資機材や復旧要員等の応援が得られるよう、応援要請協定先との協力

体制の確立に努める。 

イ．災害時に迅速な応急復旧活動等に必要な上水道施設の情報を収集し、総合調整、

指示、支援を行うために、県及び日本水道協会奈良県支部の相互応援協定先との

相互協力体制の確立に努める。 

また、災害時に備え、平常時から県営水道との連絡体制の強化に努める。 



第 2編 災害予防計画 第 2章 災害に備えた防災体制の確立 

第 14 節 ライフライン確保体制の整備 

2-58 

２．下水道 

災害時における被害の拡大防止、衛生的生活環境の維持及び迅速かつ的確な応急復

旧を行うために、平常時から下水道の防災体制を整備する。 

 

（１）応急復旧体制の強化 

下水道事業業務継続計画（下水道ＢＣＰ）の整備により、下水道施設の被害状況

等を迅速かつ的確に把握し、円滑な応急復旧活動を行うため、管路の被害予想をと

りまとめ、整理しておく。 

また、平常時より災害に備えるとともに、災害時の応急対策において活用できる

よう、防災訓練の実施等により関係職員に周知徹底する。 

 

（２）災害対策用資機材の整備・点検 

ア．被災した下水道施設を迅速に応急復旧できるよう、必要な応急復旧用資機材等

の備蓄を推進するとともに、調達体制の確保・整備に努める。 

イ．平常時から保有資機材の点検に努めるとともに、緊急時の輸送体制を確保する。 

 

（３）防災訓練の実施 

情報収集連絡体制及び関係機関との協力体制の充実強化、緊急対応・応急復旧の

手順の熟知、並びに防災意識の高揚を図るため、計画的に防災訓練を実施する。 

また、防災訓練から得られた問題点の整理及びその改善に努める。 

 

（４）協力体制の整備 

災害時に資機材や復旧要員等の応援が得られるよう、関係業者等との協定締結に

努めるとともに、県及び近隣市町村との協力応援体制を整備する。 

 

３．その他のライフライン（電力、ガス、電話等） 

災害時における被害の拡大防止、電力、ガスの安定供給、電気通信の確保、並びに

これらのライフラインの迅速かつ的確な応急復旧を行うために、平常時から防災体制

を整備する。 

 

（１）応急復旧体制の強化 

ア．市は、ライフライン関連事業者（以下「各事業者」という。）との連絡体制を

確保し、ライフライン施設の被災状況の収集や伝達に努める。 

イ．各事業者は、所管する施設の被害状況等を迅速かつ的確に把握し、円滑な応急
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復旧活動を行うため、平常時から損傷度が高いと予想される施設の把握に努める

とともに、情報伝達施設の整備等により被災情報の連絡体制を強化する。 

ウ．各事業者は、重要施設へのライフラインの供給を確保するため、優先復旧につ

いてあらかじめ計画を策定する。 

エ．電力及びガス事業者は、電力やガスによる二次災害を防止するため、緊急時供

給停止システムを強化するとともに、被災施設の巡視点検の体制や方法について、

あらかじめ定める。 

オ．各事業者は、所管する施設について応急復旧マニュアル等を整備するとともに、

施設管理図面等の整備・分散保管を図る。 

カ．各事業者は、所管する施設の被災状況や復旧情報等について的確に広報できる

よう平常時から市との連携体制の整備に努める。 

 

（２）災害対策用資機材の整備・点検 

ア．各事業者は、被災したライフライン施設を迅速に応急復旧できるよう、災害対

策用資機材等を必要数確保するとともに、調達体制の確保・整備に努める。 

イ．各事業者は、平常時から保有資機材の点検に努めるとともに、緊急時の輸送体

制を確保する。 

 

（３）防災訓練の実施 

ア．各事業者は、緊急対応・応急復旧の手順の熟知、並びに従業者の防災意識の高

揚を図るため、計画的に防災訓練を実施する。 

イ．情報収集連絡体制や関係機関との協力体制の充実強化を図るため、国の中央防

災会議や都道府県、市町村が主催して行う総合的な防災訓練に積極的に参加し、

これに協力する。 

 

（４）協力体制の整備 

ア．災害時に資機材や復旧要員等の応援が得られるよう、関連工事会社や他の地域

のライフライン事業者との相互協力体制を整備する。 

イ．災害時の一時的な供給力不足に対応するため、他の地域のライフライン事業者

との相互融通体制を確保する。 

 

４．市民への広報 

災害時の対応について平常時から広報活動を実施し、市民の意識向上を図る。 

 

ア．市は、平常時から飲料水等の備蓄の重要性、節水、水質汚濁防止、非常時の下

水放流排除の制限等について広報に努める。 
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イ．電力会社及びガス事業者は、感電、漏電、ガスの漏洩、爆発、出火等の二次災

害を防止するため、災害時における注意事項等について広報する。 

ウ．電気通信事業者は、災害時の通信幅輳緩和のため、緊急通話以外の電話の自粛、

緊急通話の場合にかかりやすい公衆電話の利用等、災害時の電話利用における注

意事項について広報する。 

 

５．災害伝言ダイヤル等の運用 

各事業者は、災害発生により著しく通信の輻輳が発生した場合は、安否等の情報を

円滑に伝達できる災害用伝言ダイヤルや災害用伝言板等を速やかに提供する。 

市は、各事業者に対して、テレビ・ラジオ等による広報活動等により、利用方法を

市民に周知するように依頼する。 

 

■災害用伝言ダイヤル 

録音：１７１＋１＋被災者の電話番号＋伝言内容（被災地エリアの利用者） 

再生：１７１＋２＋被災者の電話番号 
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第１５節 交通確保体制の整備 

実施担当 都市創造部 

 

計画方針 
・道路及び鉄道の管理者は、各種災害時における安全かつ円滑な交通を

確保するため、平常時から交通確保体制の整備に努める。 

 

１．道路施設 

道路管理者は、危険物及び障害物の除去等に対応するため、資機材の調達について

関係機関との協力体制を整備する。 

また、災害発生後直ちに道路施設の被害状況の把握及び安全点検を行うための人員

の確保等の体制の整備に努める。 

また、道路災害による負傷者等が発生した場合に備え、道路管理者、医療機関及び

消防機関等は、救助・救急・医療及び消火活動について、平常時より関係機関相互の

連携強化に努める。 

道路利用者等に対しては、道路防災週間等の防災関連行事を通して、災害・事故の

危険性を周知するとともに、市ホームページやパンフレット等により、防災・事故に

対する知識の普及に努める。 

 

２．鉄道施設 

鉄道管理者は、乗客の避難、応急復旧のための資機材を整備する。 

また、災害発生後直ちに鉄道施設の被害状況及び安全点検を行うための人員の確保

等の応急点検体制の整備に努める。 

 

ア．防災施設の維持管理計画 

イ．災害警備体制の確立 

ウ．災害応急対策用資機材の備蓄及び調達計画の確立 

エ．防災訓練の実施 
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第１６節 防災営農対策の推進 

実施担当 都市創造部 

 

計画方針 

・市及び関係機関は、各種災害から農畜産物の被害を未然に防止し、ま

たは最小限にくいとめるため、技術の普及、指導体制の確立等必要な

措置を講じる。 

 

１．防災営農指導体制の確立 

市及び農業協同組合は、各種災害による農産物等の被害の軽減を図り、防災営農を

推進するため、防災営農指導体制の確立を図る。 

 

２．防災営農技術の普及 

市は、営農指導に関して広報及び研修会等を実施し、農地及び農業用施設の防災営

農技術の普及を図る。 

 

３．家畜伝染病の予防と対策 

家畜伝染病の発生予防及びまん延防止のため、国、県（奈良県家畜保健衛生所）の

対策マニュアルに基づき、注射・消毒等の指導を行う。 

※鳥インフルエンザ、BSE 等の発生（国内・県内・市内）時は、県の防疫対策マニュ

アルに基づき対応する。 
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第１７節 罹災証明書発行体制等の整備 

実施担当 総務部、福祉健康部、奈良県広域消防組合 

 

計画方針 
・市は、災害時における罹災証明書の円滑な発行を行うため、体制づく

り等の必要な措置を講じる。 

 

総務部は、市民の生活再建を迅速に実施するために必要となる「被災者台帳」を作

成するため、罹災証明書発行体制を整備する。 

罹災証明書発行の根拠となる住家被害認定調査については、被害想定に基づく必要

人員数・資機材等の把握、不足の場合の調達体制、他自治体からの受援体制等につい

て検討のうえ、順次必要な整備を行う。 

また、総務部と奈良県広域消防組合は、被災住民に迅速かつ的確な対応が取れるよ

う、福祉健康部等と事前協議等を行い、罹災証明書発行事務に係る連携体制を確立す

る。 

なお、罹災証明書の発行に際しては、被災した住家の被害認定調査を行う職員の確

保が必要となることから、認定を行うための被害認定調査体制の整備を図るとともに、

正確かつ速やかに調査を行うことができるよう、「災害に係る住家の被害認定基準運

用指針（内閣府）」や、県や被災経験のある自治体より調査経験のある職員の協力を

要請し、被害認定調査を担当する市職員の研修等の実施により、ノウハウを持った人

材の育成に努める。 
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第３章 地域防災力の向上 
 

第１節 防災意識の高揚 

実施担当 市民環境部、総務部、福祉健康部、教育委員会、各部各課 

 

計画方針 

・市は、防災知識の普及啓発、防災訓練の実施等により、市民の防災意

識の高揚に努める。 

・実施に当たっては、災害時要援護者（要配慮者）に配慮するととも

に、平常時から地域において災害時要援護者（要配慮者）を支援する

体制の整備を図る。 

 

１．防災知識の普及啓発 

市民が、平常時より災害に対する備えを心がけ、災害時においては自発的な防災活

動を行うよう、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し、教育機

関のみならず、公民館等の社会教育施設の活用など、多様な主体が関わり合う地域コ

ミュニティの中で防災知識の普及啓発を行い、市民の理解促進を図る。 

 

（１）普及啓発の内容 

ア．災害の知識 

（ア）災害の態様や危険性 

（イ）各関係機関の防災体制及びこれらの機関が講じる措置 

（ウ）地域の危険場所 

イ．災害への備え 

（ア）１週間分の飲料水、食糧及び生活物資の備蓄 

（イ）非常持ち出し品の準備 

（ウ）家具、什器類の固定、家屋・施設・塀・擁壁の安全対策 

（エ）家屋・施設の耐震診断及び改修 

（オ）指定緊急避難場所・指定避難所、家族との連絡方法等の確認 

（カ）自主防災組織活動、防災訓練等の防災活動への参加 

ウ．災害時の行動 

（ア）様々な条件下（屋内外、運転中等）における身の安全確保の方法、初期消

火、救助、応急手当の方法 

（イ）情報入手の方法 

（ウ）自家用車の使用自粛等の注意事項 
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（エ）災害時要援護者（要配慮者）への支援 

（オ）初期消火、救出救護活動 

（カ）心肺蘇生法、応急手当の方法 

（キ）避難生活に関する知識 

 

（２）普及啓発の方法 

ア．パンフレット等による啓発 

（ア）防災パンフレット（ハザードマップ等）、ＤＶＤ等の作成・活用 

（イ）市広報紙及びテレビ、ラジオ、インターネット等マスメディアを利用した

普及啓発 

（イ）外国人や視覚障害者・聴覚障害者等が理解できるよう、外国語、点字版の

作成やＤＶＤへの字幕・手話通訳の挿入等 

イ．活動等を通じた啓発 

（ア）防災週間（９月１日を含む１週間）、防災とボランティアの週間（１月 15

日～21 日）をはじめ防災に関する諸行事にあわせた講演会等の開催 

（イ）市民防災訓練の実施 

（ウ）職員による出前講座の実施 

（エ）地域社会活動等の促進・活用による普及啓発 

（オ）防災器具・災害写真等の展示や貸出 

（カ）起震車を活用した地震体験による防災意識の高揚 

 

２．防災訓練 

市及び関係機関は、市民の防災意識の高揚を図るため、関係機関の積極的参加と市

民、自主防災組織及びその他関係団体の協力を得て、継続的に各種災害に関する訓練

を実施する。 

また、防災訓練の実施に当たっては、災害時要援護者（要配慮者）や老若男女など

多くの市民参加、学校、自主防災組織、民間事業者、ボランティア団体など地域に関

係する多様な主体との連携を図るとともに、訓練のシナリオに緊急地震速報や緊急速

報メールを取り入れるなど、災害発生時の対応行動の習熟を図る。 

 

（１）総合訓練 

本計画で定める被害想定を基本として関係機関との合同により、下記の各種訓練

を統合して行う。 
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（２）個別訓練 

ア．組織動員訓練 

休日、夜間等、勤務時間外において、災害が発生した場合、これに対処するた

めに必要な職員を早期に招集し、活動体制を確立するための訓練を実施する。 

イ．非常通信連絡訓練 

災害時において、有線通信が不通となり、または利用することが著しく困難な

場合に、無線通信系及び他の手段による通信連絡の円滑な遂行を図るため、通信

手続、無線機の操作及び非常通信に関する訓練を実施する。 

ウ．消防訓練 

火災の防御と避難者の安全確保等の被害を軽減するための消防活動訓練を実施

する。 

エ．災害救護訓練 

多数の要救助者及び被災者が発生した場合における人命救助、救出、医療救護

及び被災者に対する給水、給食等市民の生命及び身体を災害から保護するための

訓練を実施する。 

オ．避難訓練 

避難勧告または指示、避難誘導等、市民を安全に避難させるための訓練と合わ

せて指定避難所の開設・運営訓練を実施する。 

また、災害時要援護者（要配慮者）の積極的参加をもって、孤立者、負傷者、

高齢者及び障害者等の避難誘導や介助方法、集団避難等の実践的な訓練等につい

ても重点的に実施する。 

カ．施設復旧訓練 

災害により土木施設、上下水道施設、ガス施設、電気施設及び通信施設等の生

活関連施設並びに危険物施設等に被害が生じたことを想定し、これを迅速に復旧

する訓練を実施する。 

キ．水防訓練 

水防管理団体は、水防活動を円滑に遂行するため、水位・雨量観測、資機材の

輸送、水防工法、水門等の操作、気象予警報の伝達等について訓練する。 

ク．収集及び伝達訓練 

災害の発生の状況、避難勧告・指示、自主避難による各指定緊急避難場所・指

定避難所等への避難者の人数等について、迅速かつ的確に情報収集し、防災関係

機関に伝達する訓練を実施する。 

ケ．災害図上訓練 

大きな災害が発生する想定のなかで、危険が予測される地域や事態を図上で考

察し、応急対応や事前対策を検討する訓練を実施する。 

 

（３）市民防災訓練 

市は、市民の防災に関する意識と防災行政力の向上に資するため、自主防災組織
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等の市民を主体とする地区別ごとの訓練に対し、関係者の派遣等の援助を実施する

とともに、関係機関などの訓練にも市民が積極的に参加するよう要請する。 

 

（４）学校における防災教育 

市は、子供たちの防災意識の高揚を図るため、学校における体系的な防災教育に

関する指導内容の整理、防災教育のための指導時間の確保など、それぞれの発達段

階や経験に応じた防災教育を実施する。 

また、学校において、外部の専門家や保護者等の協力のもと、防災に関する計画

やマニュアルの策定が行われるよう促す。 

なお、様々な災害発生時における危険について理解し、正しい備えと適切な行動

がとれるようにするため、次に掲げる内容について留意する。 

 

ア．火災発生時における危険の理解と安全な行動の仕方 

イ．地震発生時における危険の理解と安全な行動の仕方 

ウ．風水害、落雷等の気象災害発生時における危険の理解と安全な行動の仕方 

エ．放射線の理解と原子力災害発生時の安全な行動の仕方 

オ．指定緊急避難場所・指定避難所の役割と避難経路についての理解、避難の仕方 

カ．災害に関する情報の活用や災害に対する備えについての理解 

キ．地域の防災活動の理解と積極的な参加・協力 

ク．災害時における心のケア 

 

教職員に対しては、防災に係る知識を習得させるための研修を定期的に実施する。 

また、学校内においては防災委員会や職員会議を通して、教職員の防災に対する

意識の高揚を図る。 

さらに、災害発生時の児童生徒等に対する的確な指示、誘導や初期消火及び負傷

者に対する応急手当等、防災に関する専門的な知識の習得及び技能の向上を図る。 

 

（５）市職員に対する防災教育 

市は、職員に対して、災害時における適正な判断力を養い、防災活動を適確に遂

行できるよう、講習会、研修会等の実施及び防災知識の手引書等を配布して、防災

知識の普及徹底を図る。 

 

（６）防災上重要な施設の管理者等の教育 

市は、防災上重要な施設の管理者等に対し防災教育を実施して、防災知識の普及

啓発を図る。 

また、防災上重要な施設の管理者は、防災関係機関と協力して防災訓練、安全講

習会等を通じて職員の防災意識の高揚を図り、出火防止、初期消火、避難誘導等災
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害時における的確な行動力を養い、自主防災体制の整備を図る。 

 

（７）災害教訓の伝承 

市は、過去に発生した災害の教訓を後世に伝えるために、また、伝承の重要性に

ついて啓発を行うため、当該災害に係る資料を収集・保存し、広く一般に閲覧でき

るよう公開に努める。 
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第２節 自主防災体制等の整備 

実施担当 市民環境部 

 

計画方針 

・市、市民、事業所は、地域の市民、事業所による自主的な防災活動が

被害の拡大の防止に果たす役割をふまえて、地域における自主防災体

制の整備に努める。 

・自主防災組織の編成にあたっては、女性の参画や昼夜間の活動に支障

がないような組織編制の促進に努める。 

 

１．自主防災組織の育成 

平常時からコミュニティ活動を促進し、地域の連帯感の醸成に努めるとともに、住

民組織の防災活動への取り組みについて啓発し、自主防災組織の育成に努める。 

 

（１）実施責任者 

市長は、災害対策基本法第５条第２項の規定に基づき、自主防災組織の充実を図

り、地域防災のための地域住民活動の推進に努める。 

市民は、災害に備えるための手段を講じると共に、自主防災組織等の防災活動に

積極的に参加し、防災に寄与するよう努める。 

 

（２）自主防災組織の結成促進 

市は、地域住民相互の助け合いの精神による自主的な防災活動の推進を図るため、

自主防災組織の結成を促進する。その際、女性、高齢者、生徒・学生、事業者など

の多様な人材の参画の促進に努める。 

市民は、自らの安全確保と被害の防止・軽減を図るため、自主的な防災組織づく

りに主体的に参加するよう努める。 

 

（３）活動内容 

ア．平常時の活動 

（ア）防災に対する心構えの普及啓発（ミニコミ誌等の冊子発行、講習会の開催

等） 

（イ）災害発生の未然防止（消火器等の防災用品の啓発、家具の安全診断・固定、

建物や塀の耐震診断等） 

（イ）災害発生への備え（災害時要援護者（要配慮者）の把握、避難地・避難

路・指定緊急避難場所・指定避難所の把握、消防資機材や備蓄品の管理、地



第 2編 災害予防計画 第 3章 地域防災力の向上 

第 2節 自主防災体制等の整備 

2-70 

域内における危険箇所の点検等） 

（エ）災害発生時の活動の習得（情報伝達・避難・消火・救急処置・炊き出し訓

練等） 

イ．災害時の活動 

（ア）避難誘導（安否確認、集団避難、災害時要援護者（要配慮者）の避難支援

等） 

（イ）救出救護（救助用資機材を使用した救出、負傷者の救護等） 

（ウ）初期消火（消火器や可搬式ポンプによる消火等） 

（エ）情報伝達（地域内の被害情報や避難状況の市への伝達、救援情報等の市民

への周知等） 

（オ）物資分配（物資の運搬、給食、分配） 

 

（４）育成方法 

地域の実情に応じた自主防災組織の育成に努める。 

 

ア．自主防災組織の必要性の啓発 

イ．地域住民組織に対する情報提供（研修会等の実施） 

ウ．防災リーダーの育成（養成講習会等の開催） 

エ．教育啓発施設等を活用した体験教育等の実施 

オ．消防資機材の配付または整備助成、倉庫の整備助成及び支援 

カ．防災訓練の実施 

 

（５）自主防災組織間の連携 

各地域における自主防災組織の強化・育成とともに、平常時からの自主防災組織

間の情報交換、合同訓練などを通じて、組織間の連携強化及び地域間の防災活動に

みられる格差の解消に努める。 

 

２．事業所による自衛消防組織の整備 

事業所に対して、従業員・利用者の安全確保、地域への貢献といった観点から自衛

消防組織を整備するよう啓発する。 

 

（１）啓発の内容 

ア．平常時の活動 

（ア）防災に対する心構えの普及啓発（社内報、掲示板の活用等） 

（イ）災害発生の未然防止（社屋内外の安全化、非常用マニュアルの整備、防災

用品の整備等） 
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（ウ）災害発生への備え（飲料水・食糧・その他物資、資機材の備蓄、非常持ち

出し品の準備、避難方法等の確認等） 

（エ）災害発生時の活動の習得（情報伝達・避難・消火・救急処置訓練等） 

イ．災害時の活動 

（ア）避難誘導（安否確認、避難誘導、災害時要援護者援助等） 

（イ）救出救護（救助用資機材を使用した救出、負傷者の救護等） 

（ウ）初期消火（消火器や屋外消火栓、可搬式ポンプによる消火等） 

（エ）情報伝達（地域内での被害情報の市への伝達、救援情報等の周知等） 

（オ）地域活動への貢献（地域活動・関係機関の行う応急対策活動への協力、施

設の開放等） 

 

（２）啓発の方法 

香芝市商工会等の経済団体と連携して、事業所による自衛消防組織の整備につい

て指導・助言する。 

 

ア．市広報紙等を活用した啓発 

イ．教育啓発施設等を活用した体験教育等実施 

ウ．消防法に規定する予防査察の機会を活用した指導・助言 

 

３．救助活動の支援 

地域住民による自主防災組織が自発的に行う人命救助活動を支援するため、平常時

から関係機関等の必要な場所に救助・救急用資機材を整備するとともに、自主防災組

織と連携した防災訓練及び応急手当訓練を実施する。 

 

４．地区防災計画の策定 

自主防災組織は、当該地区内の居住者及び当該地区に事業所を有する事業者（以下

「地区居住者等」という。）が共同して行う防災訓練、地区居住者等による防災活動

に必要な物資及び資材の備蓄、災害が発生した場合における地区居住者等の相互の支

援その他の当該地区における防災活動に関する計画（以下「地区防災計画」という。）

を策定することができる（災害対策基本法第 42 条第３項）。 

市は、地区防災計画素案の提案を受けた場合、市防災会議において、その必要があ

ると認める時は、本計画に当該地区防災計画を定める（災害対策基本法第 42 条の２）。 
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第３節 消防団員による地域防災体制の充実強化 

実施担当 消防団、市民環境部 

 

計画方針 

・消防団は、地域住民を中心とした組織として、他の組織と連携しなが

ら地域の安全確保に努める。また、消防団員数を確保することにより

防災力、消防力の強化を図る。 

・市は、団員確保に向けた啓発や資機材の整備等、消防団の充実強化に

努める。 

 

１．消防団の役割 

消防団は、地域住民を中心とした組織として、幅広い防災力と地域コミュニティと

の連携を強化し、地域住民の被害軽減・安全確保に努める。 

 

２．他の組織との連携 

（１）奈良県広域消防組合との連携 

地域の防災力の柱となる奈良県広域消防組合との連携をさらに強化する。 

 

ア．消防防災に関する普及啓発活動、特別警戒等の予防活動 

イ．大規模災害時を想定した実践的な実動（初期消火・避難誘導・応急手当等）・

図上訓練 

 

（２）自主防災組織との連携 

自主防災組織との連携をさらに強化する。 

 

ア．定期的な合同訓練等による連携強化 

イ．自主防災組織の活性化等を図る際の積極的な協力 

 

（３）事業所との連携 

団員を雇用している事業所の理解と協力を得るための取り組み、事業所の防災活

動との連携のための取り組みを強化する。 

 

ア．特別の有給休暇（ボランティア休暇）や社内表彰等を活用する事業所に対して

表彰制度を創設・充実 
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イ．事業所の自衛消防組織との連携の促進 

 

（４）地域コミュニティとの連携 

将来を見据えた市民ニーズや地域の実情を踏まえつつ、地域コミュニティにおい

て消防団の果たすべき役割を検討する。 

 

３．消防団員数の確保 

（１）総団員数の確保 

消防団が、要員動員力等の特性を発揮するため、各地域の実情に応じた適正な団

員数の確保を図る。 

 

（２）被雇用者（サラリーマン）団員の活動環境の整備 

就業構造の変化等に対応し、サラリーマン団員の活動環境の整備を図る。 

 

（３）女性及び若年層等の入団促進等 

消防団の組織の活性化のため、女性消防団員及び若年層の入団促進と、団員数の

確保に努める。 

また、機能別分団員（大規模災害・予防広報等特定の活動を実施する分団員）に

ついても同様に入団の促進と団員数の確保に努める。 
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第４節 支援・受援体制の整備 

実施担当 市民環境部、福祉健康部、都市創造部 

 

計画方針 

・東日本大震災における対応の経験を踏まえて、市外被災地への人的支

援、市外からの避難者の受入れを実施する場合に、市としての対応、

県や関係団体との連携した支援体制の整備に努める。 

・他の市町村や防災関係機関からの支援を迅速かつ円滑に受けることが

できるよう受援体制を整備する。 

 

１．支援体制の整備 

ア．保健師、土木及び農林関係等、派遣可能な専門職員の人数を把握しておく。 

イ．個別につながりのある市町村との関係を強化し、災害時の相互の連携協力を確

認しておく。 

ウ．被災者を長期間受け入れる場合を想定し、賃貸住宅の斡旋等について事業者と

協議を行う。 

エ．災害時における応援協定、全国市長会等からの要請等に基づいて、被災地に迅

速に職員を派遣する体制を整備する。 

 

２．受援体制の整備 

ア．災害時応援協定を締結した市町村との関係を強化し、災害時の相互の連携協力

を確認しておく。 

イ．災害時に要請する応援業務（人の派遣、物資の供給、指定避難所の運営等）を

整理しておく。 

ウ．迅速、円滑に応援が受けられるよう、各応援機関の執務スペース、宿泊場所、

物資、資機材の集積場所、車輌の駐車スペース、ヘリポート等を確保する。 
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第５節 災害時要援護者（要配慮者）の安全確保対策 

実施担当 福祉健康部、市民環境部 

 

計画方針 

・災害時における自力避難が困難な高齢者、障害者、乳幼児、妊産婦、

外国人等（以下、「災害時要援護者（要配慮者）」という。）の安全

を確保するため、在宅の災害時要援護者（要配慮者）対策、社会福祉

施設等における対策及び外国人等への対策等を推進する。 

 

「要配慮者」（従来の災害時要援護者）とは、災害の危険を察知したり、救助を申

請したり、災害に対する情報を理解したり、災害にどう対応すべきかについて、何ら

かのハンディを負っている人たちが該当する。具体的には、一人暮らしや寝たきり等

の高齢者、身体障害者、知的障害者、精神障害者、難病患者、妊産婦、乳幼児・児童、

外国人などである。 

また、「避難行動要支援者」とは、災害対策基本法（第 49 条の 10）により、市に

居住する「要配慮者」のうち、災害が発生し、または災害が発生するおそれがある場

合に自ら避難することが困難な者であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るた

め特に支援を要する者である。 

 

１．避難行動要支援者名簿の作成等 

市は、避難行動要支援者の把握に努め、避難支援や安否確認、生命・身体の保護等

に必要な措置を行うための基礎資料となる避難行動要支援者名簿を作成し、保管する。 

 

（１）避難行動要支援者名簿の作成 

名簿の作成・更新、外部への提供は、福祉健康部が行う。 

名簿の作成や活用に当たっては、（２）以下の事項に留意して行う。 

 

（２）避難支援等関係者となる者 

市関係部署、奈良県広域消防組合香芝消防署、香芝警察署、社会福祉協議会、自

治会、消防団、自主防災組織、民生委員・児童委員、地域支援者 

 

（３）避難行動要支援者名簿に掲載する者の範囲 

ア．世帯構成員が全員 70 才以上の方（昼間・夜間ひとり暮らし・高齢者のみ世帯

を含む） 
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イ．要介護認定者（要介護３以上） 

ウ．身体障害者手帳１・２級所持者 

エ．療育手帳Ａ判定所持者 

オ．精神障害者保健福祉手帳１級所持者 

カ．特定疾患医療受給者 

 

（４）名簿作成に必要な個人情報及びその入手方法 

名簿には、以下に掲げる個人情報を登録する。 

なお、名簿の個人情報は、福祉健康部等の市関係部署が保有する情報により確認

する。 

 

ア．氏名、性別、生年月日 

イ．住所（または居所） 

ウ．電話番号その他の連絡先 

エ．避難支援等を必要とする理由 

オ．上記に掲げるもののほか、避難支援等の実施に関し、市長が必要と認める事項 

 

（５）名簿の更新に関する事項 

ア．１年に１回更新 

イ．登録事項に変更が生じた場合は、届出によりその内容を変更する 

ウ．名簿登録者が死亡、市外転出、及び名簿登録の要件に該当しなくなった場合は、

登録を抹消する 

 

（６）名簿情報の提供に際し情報漏えいを防止するために市が求める措置及び

市が講ずる措置 

ア．名簿を外部に提供する際には、秘密の保持、施錠のある保管場所での管理、名

簿複製の禁止等を明記した「提供等に関する覚書」を交わす措置を講ずる 

イ．名簿を外部に提供する際には、災害時要援護者（要配慮者）に対する支援活動

以外には一切利用しない旨を明記した受領書の提出を求める 

 

（７）災害時要援護者（要配慮者）が円滑に避難のための立退きを行うことが

できるための通知または警告の配慮 

市の「避難勧告等の判断・伝達マニュアル」に基づき、災害時要援護者（要配慮

者）の円滑な避難を考慮した措置を講ずる。 
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（８）避難支援等関係者の安全確保 

避難支援等関係者が、避難行動要支援者について避難の支援、安否確認等を実施

する際は、自身の安全確保に十分配慮した上で実施する。 

 

２．災害時要援護者（要配慮者）情報の共有 

要配慮者の個人情報保護に留意した上で、避難支援等関係者等との連携を図るとと

もに、避難行動要支援者名簿や災害時要援護者（要配慮者）の登録情報等を活用して、

災害時要援護者（要配慮者）に関する情報を収集し、必要に応じて共有化に努める。 

 

３．地域における支援体制のネットワークづくり 

市は、事前に把握した災害時要援護者（要配慮者）の情報をもとに、安否確認や避

難誘導、指定避難所での支援を円滑に実施するため、自治会や自主防災組織、民生委

員・児童委員、福祉サービス事業者等と連携を図り、必要な支援体制の整備に努める。 

なお、自治会や自主防災組織、民生委員・児童委員等は、平常時より災害時要援護

者（要配慮者）への声かけや見守りを行い、災害時の円滑な安否確認及び避難誘導等

につなげるよう努める。 

 

４．指定避難所対策 

（１）指定避難所の整備 

ア 指定避難所となる施設においては、福祉仕様のトイレ、スロープ、手すり等の

整備及び仮設スロープの確保に努める。 

イ 指定避難所等へ手話通訳、要約筆記、介護を行う一般ボランティア等の派遣が

できるよう、平常時から社会福祉協議会等との連携に努める。 

 

（２）福祉避難所の整備 

県と連携を図りながら、社会福祉施設等の管理者との協議により、災害時要援護

者（要配慮者）が相談等の必要な生活支援が受けられるなど、安心して生活ができ

る体制を整備した福祉避難所の選定に努める。 

 

（３）転送体制の整備 

ア 入所可能な社会福祉施設を把握する。 

イ 災害発生時の受け入れについて、協力を依頼する。 
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５．外国人等への対策 

言葉に不自由または地理に不案内な外国人や旅行者等が安心して行動できるような

環境をつくるため、防災情報の提供及び地域社会との連携に努める。 

 

（１）防災情報の提供 

外国人向けの防災リーフレット等の広報印刷物の作成・配布に努め、表記は多言

語となるよう配慮する。 

また、観光客等に対して、市メールや市ホームページ等を活用して、市内の指定

避難所へ誘導する。 

 

（２）案内標識の検討 

避難地・避難路・指定緊急避難場所・指定避難所の案内標識の設置にあたっては、

日本語表記にあわせて、外国語でも表記することとし、表記する言語について検討

する。 

また、観光地に、その近くの指定緊急避難場所・指定避難所を掲示するように協

力を要請する。 

 

（３）地域社会との連携 

ア．地域での支援体制づくりに努める。 

イ．指定避難所等に、通訳を行う一般ボランティアが派遣できるよう、平常時から

社会福祉協議会との連携に努める。 

ウ．観光地の責任者は、従業員に対して避難誘導やパニック防止等の指導・訓練を

実施するよう努める。 

エ．防災訓練の際には、外国人の積極的な参加を呼びかける。 
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第６節 帰宅困難者支援体制の整備 

実施担当 市民環境部 

 

計画方針 

・大規模地震等により、鉄道等の公共交通機関が運行に支障をきたした

場合には、帰宅困難者の発生が予想されることから、市は、東日本大

震災の事例や教訓を踏まえて帰宅困難者対策の推進を図る。 

 

１．普及啓発 

災害時の基本原則である「むやみに移動しない」ということの周知徹底を図るとと

もに、地震等の災害発生時には徒歩での帰宅が避けられなくなる場合があり、日頃か

ら携帯ラジオ・地図等の備えや帰宅経路の想定、家族との安否確認の方法（災害用伝

言ダイヤル、災害用伝言板 Web171、メール等の利用）等についての意識啓発を図る。 

 

２．情報提供の体制づくり 

指定避難所、交通機関の運行や復旧状況等の情報を迅速に提供できるよう、市ホー

ムページや緊急速報メール等の活用、駅、交番、主要公共施設等における張り紙、放

送等により、情報提供体制を整備する。 

 

３．事業所等における対策 

事業所等における災害時の施設内での一時滞在等のルールづくりや、そのための水、

食料、毛布などの備蓄の推進を啓発する。 

コンビニエンスストア、ガソリンスタンド等の民間事業者について、トイレ利用や

情報提供も含めて、協力を求める。 
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第７節 ボランティア活動支援環境の整備 

実施担当 市民環境部、福祉健康部、教育委員会 

 

計画方針 

・大規模な災害の発生時には、国内・海外から多くの支援申入れが予想

され、災害時のボランティアによる医療、巡回相談、炊き出し、物資

搬送、建築物の危険度判定等の幅広い分野での協力を得ることができ

る。 

・市及び関係機関は、県ボランティア・ＮＰＯ活動情報提供システム等

を活用しながら、活動分野の把握や受け入れ及び連携を図る体制整備

を推進し、ボランティア活動環境の整備に努める。 

 

１．基本的な考え 

ボランティアは、自主的・自発的に活動するものであるが、災害時には一定の情報

がないと効果的な活動が期待できない。 

災害時におけるボランティア活動が有効かつ機能的に発揮されるためには、市（災

害対策本部）の連携・支援が必要となることから、市との関係を明確にする必要があ

る。 

 

ア．市は、ボランティアの自主性を尊重する。 

イ．ボランティアの受け入れや活動方針の決定、人員の派遣等についてもボラン

ティアで組織する調整機関（以下「ボランティア調整機関」という）の自主性を

尊重する。 

ウ．市は、ボランティア調整機関と連携を図るとともに、その活動に対して支援と

協力を行う。 

 

２．ボランティアの受け入れ体制の整備 

市及び社会福祉協議会を中心として、下記の支援活動を行うボランティアの受け入

れ体制を整備する。 

 

ア．被災者に対する炊き出し 

イ．救援物資の受付・配分の協力 

ウ．高齢者等の災害時要援護者（要配慮者）の介助 

エ．指定避難所運営の手伝い 

オ．指定避難所内における給食・給水・清掃等の世話 

カ．要救護者等のニーズ把握や安否確認 
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キ．近隣住民等と連携した様々な生活支援活動 

ク．その他被災者に対する支援の協力に係る活動 

 

３．平常時の連携 

災害時に迅速に、ボランティア調整機関が機能し、自主的に活動できるようにする

ためには、平常時から香芝市社会福祉協議会ボランティア連絡協議会等のボランティ

ア組織と連携し、災害時にボランティア調整機関が円滑に組織化されるように活動

リーダーの育成を図る等、ボランティア活動が活発に行われるように市民意識の高揚

を図る。 

災害時には、市とボランティアとが相互に協調し合えることが必要であり、ボラン

ティア調整機関の組織化が図れるよう、次の機関または組織等へ協力を依頼する。 

さらに、災害時にボランティアとの情報連絡が円滑に行えるよう、事前登録を行え

るように努める。 

 

ア．市内の社会福祉施設、民間福祉団体、社会福祉協議会等のボランティア組織 

イ．市内のアマチュア無線クラブ 

ウ．地域住民組織 

エ．他市町村のボランティア組織 

オ．企業労働団体 

カ．学 校 

キ．一般ボランティア 

 

このほか、ボランティア調整機関の中核を担えるコーディネーターの養成に努める。 

 

４．ボランティア活動への支援 

災害時に迅速にボランティア活動が機能するよう、ボランティア団体等が相互に連

携し活動できるようネットワーク化を支援するとともに、活動拠点、資機材及び活動

時の保障等の支援並びに活動しやすい環境づくり等の条件整備に努める。 

市は、災害時にボランティアの受け入れ及び活動のための拠点を、あっせん若しく

は提供できるように努める。 

また、ボランティア活動に伴う事故等に備えたボランティア活動保険への加入など、

活動上の安全確保を行う。 
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第８節 文教対策の推進 

実施担当 教育委員会 

 

計画方針 

・児童生徒等及び教職員の安全を確保し、学校、その他教育機関の建物

等の文教施設及び設備を災害から守るために必要な計画を策定し、そ

の推進を図る。 

 

１．児童生徒等の安全確保対策 

ア．東日本大震災において、児童や生徒を無人の自宅に帰宅するよう指導し問題と

なった例を踏まえ、震度５弱以上の地震が発生した場合は、安全が確認された後

に保護者へ引き渡しを原則とする。 

保護者が引き取れない、または時間を要する場合には、学校等で待機すること

を基本とする。 

学校等が被害を受けている場合は、あらかじめ学校等が定めた近隣にある指定

緊急避難場所等で待機することを基本とする。 

イ．大規模地震等の発生時には、通信手段が不通となることが予想されるため、平

常時より保護者に対して、児童生徒等の引き渡しや待機の対応について周知して

おく。 

ウ．非常時における児童生徒等の引き渡しに関して、保護者への情報伝達が確実に

行えるよう、複数の連絡先及び連絡手段（固定電話、学校のメールやホームペー

ジ等）を整備するよう努める。 

エ．児童生徒等を学校や幼稚園等で避難・待機させることができるよう、飲食料品

等の備蓄を整備する。 

オ．学校や幼稚園等は、災害発生時における児童生徒等の安全を確保するため、平

常時より危機管理マニュアル等を整備しておく。 

 

２．登下校・登退園の安全確保 

児童生徒等の登下校・登退園時の安全を確保するため、あらかじめ指導計画を学

校・園ごとに策定し、平常時から児童生徒等及び保護者への周知を図る。 

 

（１）通学路の安全確保 

ア．通学路は、香芝警察署、消防団、自主防災組織等と連携し、校区内の危険箇所

を把握しておく。 

イ．各児童生徒等の通学路・通園路及び誘導方法について、常に保護者と連携をと
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り確認しておく。 

ウ．幼児の登退園時は、原則として個人またはグループごとに保護者が付き添うよ

うにする。 

 

（２）登下校等の安全指導 

ア．地震災害時の登下校の安全対策等について、防災訓練等により検証し、指導計

画の内容を確認し、必要に応じて改善を行う。 

イ．通学路や通園路の危険個所は、児童生徒等への注意喚起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

項を指導する。 
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第９節 企業防災の促進 

実施担当 市民環境部 

 

計画方針 

・企業及び事業所（以下、事業所等という。）は、災害時に果たすべき

役割を十分に認識し、防災活動の推進に努めるとともに、被災後速や

か に 事 業 を 再 開 で き る よ う 、 事 業 継 続 計 画 （ BCP ： Business 

Continuity Plan）を策定する。 

・市は、事業所等の防災活動や事業継続計画策定等を支援する。 

 

１．事業所等の役割 

（１）災害時に果たす役割 

災害時に果たすべき役割（生命の安全確保、二次災害の防止、事業の継続、地域

貢献・地域との共生）を十分に認識し、各事業所等において防災活動の推進に努め

る。 

災害応急対策または災害復旧に必要な物資もしくは資材または役務の提供を業と

する事業者等（飲食品、衣料品、医薬品、運送、建設等）は、災害時においてもこ

れらの事業活動を継続的に実施するとともに、当該事業活動に関し、市が実施する

防災に関する施策に協力するように努める。 

 

（２）平常時の対策 

勤務時間外の連絡体制の整備、非常時体制の整備、建物の耐震化、機械設備等の

転倒・落下防止対策、二次災害（爆発、火災、毒劇物の漏洩、エレベーター内への

閉じ込め等）の防止対策等を講じておく。 

また、従業員の安全等を確保するため、避難経路の確保・周知、避難訓練等の防

災訓練の実施、災害時に公共交通機関の停止等により帰宅できない従業員のための

食料等物資の備蓄に努めるなど、平常時からの防災体制の構築に努める。 

さらに、災害時に重要業務を継続するための事業継続計画を策定・運用するよう

努めるとともに、燃料・電力など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り組みを継続的に実施するなど、

防災活動の推進に努める。 
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２．市の役割 

地域経済への影響を最小限にとどめるため、事業所等が被災後、速やかに事業を再

開できるよう事業継続計画策定に必要な情報提供を行うなど、危機管理体制の整備が

図られるよう普及啓発活動等を行い、事業所等の防災力向上を促進する。 

また、事業所等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

極的参加の呼びかけ、防災に関するアドバイスを行う。 
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第１章 応急活動実施体制の確立 
 

項 目 実施担当 

第１節 地震発生時における組織動員の概要 各部各班 

第２節 組織体制 各部各班 

第３節 動員体制 各部各班 

第４節 参集時における活動 各部各班 

第５節 人員の確保等 要員班、各部各班 

第６節 地震情報の収集・伝達 情報収集整理班、本部班、各部各班 

第７節 災害広報・広聴対策 情報収集整理班 

第８節 広域応援等の要請・受入れ 本部班、要員班 

第９節 自衛隊災害派遣の要請要求・受入れ 本部班、関係各部各班 

第 10 節 災害救助法の適用 本部班 

 

第１節 地震発生時における組織動員の概要 

実施担当 各部各班 

 

計画方針 

・震度４の地震が発生した場合、被害情報の収集など災害応急対策を実

施するために、危機管理監を指揮者とする災害警戒体制をとる。 

・震度５弱以上の地震が発生した場合、市長は自らを本部長として「香

芝市災害対策本部」を設置して職員の動員配備を行い、活動体制を確

立する。 

・職員は、休日夜間等の勤務時間外に地震が発生した場合、参集指令を

待つことなく、発生した地震の震度に応じて、自主的に所属の勤務場

所若しくはあらかじめ指定した場所に参集する。（自主参集） 
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■発生震度別体制 

 

震度４  震度５弱  震度５強以上 

↓  ↓  ↓ 

災害警戒体制 

（警戒配備） 

 災害対策本部 

（１号動員） 
 

災害対策本部 

（２号動員） 

↓  ↓  ↓ 

被害情報等の収集  被害情報等の収集  被害情報等の収集 

↓  ↓  ↓ 

被害が発生  
市内各地に被害が発生 

大規模な被害が発生 
 

局地的な被害の場合

は１号動員に移行 

被害が無い場合は 

体制を維持し、 

情報収集等を継続 

 
被害が無い場合は 

災害警戒体制に移行 
 

被害が無い場合は 

災害警戒体制に移行 

 

 

１．災害警戒体制 

災害対策本部を設置するに至らない地震が発生した場合、または応急対策の必要が

生じた場合は、市長の指示により危機管理監を長とする災害警戒体制をとり、災害対

策本部に準じた体制をもって対処する。 

 

２．災害対策本部 

災害対策基本法第 23 条の２に基づき、市域に地震が発生し、その対策を必要とす

る場合、市長は災害対策本部を設置し、災害応急対策を実施する。 

災害対策本部は、市長が本部長となり、職員を統括して災害応急対策及び二次災害

予防を実施する。 

 

 

３．勤務時間外 

勤務時間外に地震が発生した場合は、自主参集とする。 

参集後は、設置された体制に準じて活動を開始する。 
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第２節 組織体制 

実施担当 各部各班 

 

１．災害警戒体制（警戒配備） 

（１）設置基準 

ア．市域に震度４の地震が発生した場合 

イ．東海地震警戒宣言発令の報を受けた場合 

ウ．その他、市長が必要と認めた場合 

 

（２）廃止基準 

ア．市長が、災害応急対策がおおむね終了したと認めた場合 

イ．調査の結果、災害対策本部の設置により災害応急対策を実施する方が望ましい

震災規模であると市長が認めた場合 

 

（３）組織及び運営 

災害警戒体制の組織、運営については、別に定めた災害対策本部組織及び所掌事

務に準じる。 

 

（４）設置及び廃止の通知 

市長は、災害警戒体制を設置または廃止した場合は、各部にその旨を通知する。 

 

２．災害対策本部（１号動員、２号動員） 

（１）設置基準 

ア．市域に震度５弱以上の地震が発生した場合 

イ．その他、市長が必要と認めた場合 

 

（２）廃止基準 

ア．本部長が、市域において災害応急対策がおおむね終了したと認めた場合 

イ．調査の結果、市域に大きな被害がないと本部長が認めた場合には、必要に応じ

て、被害状況に即した体制（災害警戒体制、１号動員）に移行する。 
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（３）組織及び運営 

ア．本部の組織 

災害対策本部の組織、運営については、別に定めた災害対策本部組織及び所掌

事務に基づく。 

本部においては、本部長、副本部長及び本部員で構成する災害対策本部会議を

開催し、災害応急対策に関する重要事項について協議し、災害応急対策活動実施

時の指令を行う。 

 

イ．災害対策本部会議 

災害対策本部会議（以下、本部会議という。）は、災害応急対策に関する重要

事項を協議し、実施の指令を行うため、本部長が必要に応じて招集する。 

ただし、本部長は、極めて緊急を要し、本部会議を招集するいとまがない場合

は、副本部長または一部の本部員との協議をもってこれに代える。 

 

■災害対策本部会議の構成及び協議事項 

本
部
会
議
の
構
成 

職 名 構 成 員 

本 部 長 市長 

副 本 部 長 副市長、教育長 危機管理監 

本 部 員 

部長級の職員 

防災担当課長 

その他本部長が指名する者 

本
部
会
議
に
お
け
る
協
議
事
項 

・災害応急対策の基本方針に関すること。 

・動員配備体制に関すること。 

・各部各班間の調整事項に関すること。 

・避難勧告・指示及び警戒区域の設定に関すること。 

・自衛隊災害派遺依頼に関すること。 

・他市町村への応援要請に関すること。 

・国、県及び関係機関との連絡調整に関すること。 

・災害救助法適用要請に関すること。 

・激甚災害の指定の要請に関すること。 

・その他災害応急対策の実施及び調整に関すること。 

 

（４）設置及び廃止の通知 

本部長は、災害対策本部を設置または廃止した場合は、各部、知事、防災会議委

員、報道機関、市民等にその旨を通知する。 
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（５）設置場所 

災害対策本部は、市役所西側会議室棟第６会議室に設置する。 

ただし、当該施設が使用不能と判断される場合、または震災の規模その他の状況

により応急対策の推進を図る必要がある場合は、市長の判断により、ふたかみ文化

センター等の市有施設に設置する。 

この場合、各部、知事、関係機関、防災会議委員、報道機関等には、電話等に

よって周知徹底を図る。 

 

（６）本部表示等の掲示 

ア．災害対策本部が設置された場合、市役所正面玄関及び本部の入口に「香芝市災

害対策本部」の標識を掲示する。 

イ．職員の身分証明は、職員が常に所持している職員証による。 

 

（７）職務・権限の代行 

災害対策本部の本部長は市長が当たり、市長が不在の場合には、副市長、教育長、

危機管理監の順位で代行する。 

 

（８）対策の実施 

各部は、それぞれの組織を整備し、本部の決定に基づき災害対策活動を実施する。 

本部から各部各班へ決定事項が迅速かつ的確に伝わるよう、各部の部長は、災害

対策本部に集合する。 

 

（９）現地災害対策本部の設置 

本部長は、災害応急対策を局地的または特定地域において重点的に実施する必要

がある場合、現地災害対策本部を設置する。 

現地災害対策本部は、本部長が指示する活動内容に応じて必要な人材を確保し、

弾力的に構成する。 

 

＜資料編＞ 

資料１―１ 香芝市災害対策本部組織表 

資料１―２ 香芝市災害対策本部所掌事務表 
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３．勤務時間外（自主参集） 

勤務時間外に、市域で震度４以上の地震が発生した場合、職員は、各自が担当する動

員基準に準じて、速やかに自主参集を行う。 
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第３節 動員体制 

実施担当 各部各班 

 

１．動員基準 

ア．市域に震度４（気象庁発表）の地震が発生した場合、または東海地震警戒宣言

発令の報を受けた場合は災害警戒体制における動員とする。 

イ．市域に震度５弱（気象庁発表）の地震が発生した場合は、あらかじめ指定され

た職員を動員する。 

ウ．市域に震度５強以上（気象庁発表）の地震が発生した場合は、全職員の動員と

する。 

 

体 制 動員区分 動員基準 動員内容 

災害警戒 

体 制 
警戒配備 

・市域で震度４の地震

が発生した場合 

・東海地震警戒宣言発

令の報を受けた場合 

災害対策本部設置以前の体制とし

て状況に応じて速やかに災害対策本

部を設置できる体制とする。 

災害対策 

本 部 

１号動員 

（指定職員） 

・市域で震度５弱の地

震が発生した場合 

地震により局地的な被害が発生し

た場合に、あらかじめ指定された各

部各班の職員をもって直ちに活動を

行うことができる体制とする。 

２号動員 

・市域で震度５強以上

の地震が発生した場

合 

大規模の震災が発生した場合は、

各部各班の全員をもって直ちに完全

な活動を行うことができる体制とす

る。 

 

２．勤務時間内における動員体制 

（１）連絡方法 

各対策部への連絡は、総合調整部本部班が庁内放送または電話によって行う。 

 

（２）活動体制への移行 

平常時の勤務体制から、各班を編制して、直ちに災害応急活動時の動員体制に切

り替える。 
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３．勤務時間外における動員体制 

（１）参集方法 

職員は、自らラジオ、テレビ、インターネット等によって地震情報を収集し、動

員基準に定める震度の地震を確認した場合は、動員配備該当職員は、連絡がなくと

も直ちに参集する。 

なお、参集手段は、原則として徒歩、自転車及びバイクによるものとし、自動車

で参集する場合は、通行が可能かどうかを判断したうえで参集する。 

 

（２）参集場所 

職員の参集場所は、特に定められた場合を除き、日常業務の勤務場所とする。 

ただし、勤務場所に不在の場合や勤務時間外において非常招集を受けた場合で、

交通途絶等のため勤務場所に参集困難な場合は、可能な限り最寄りの市の施設に参

集し、本部に連絡を取り指示を受ける。 

 

（３）動員状況の報告及び連絡 

ア．すべての職員は参集後、所属班長に参集を報告する。 

イ．班長は、参集職員の氏名、参集時刻、参集免除者等の班員参集状況を部長に報

告するとともに、参集状況を情報収集部要員班へも報告する。 

ウ．総合調整部本部班は、防災活動を実施するため職員を動員した場合は、その状

況を速やかに県に報告する。 
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第４節 参集時における活動 

実施担当 各部各班 

 

１．参集途上の活動 

職員は、参集場所に参集する場合、その途上において情報収集活動等、以下の事

項に十分留意して参集する。 

 

ア．被災状況等の情報収集 

参集途上の職員は、被災状況等の概況把握を行い、参集場所に参集後直ちに

「応急被災状況報告書」（資料編 資料３－１）を作成し、所属班長を通じて情

報収集部情報収集整理班に報告する。 

（ア）道路交通施設の被害状況、道路の渋滞状況 

（イ）鉄道施設の被害状況及び運行状況 

（ウ）建築物等の倒壊等被災状況 

（エ）河川、ため池等の被災状況及び水位の状況 

（オ）崖崩れ等の土砂災害の状況 

（カ）火災発生状況 

（キ）被災者・避難者の状況 

（ク）その他必要な状況 

イ．被災者の救助・救護活動 

参集途上の職員は、人命救助を必要とする被災現場に遭遇した場合は、香芝警

察署、奈良県広域消防組合香芝消防署に通報するとともに、状況に応じた救助・

救護活動を行う。 

 

２．参集後の活動 

各部各班の長は、直ちに参集職員の確認及び調整を行い、地震発生直後の活動体

制を整備するとともに、災害対策本部等の設置の準備を行う。 

 

ア．関係機関との連絡 

通信手段を確保し、県、自衛隊、その他防災関係機関との連絡をとり、地震情

報の収集や協力・応援体制の確保を行う。 

イ．被害情報の収集・集約 

迅速かつ的確に災害応急対策活動が実施できるよう、職員の参集途上における

被害状況報告や市民、自治会等からの被害情報を収集・集約する。 

ウ．緊急輸送体制の確保 

車両の確保を行うとともに、あらかじめ緊急輸送路として指定している道路の
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被害状況調査や交通規制のための準備を行う。 

エ．救急医療体制の確保 

医療機関と連絡をとり重傷者搬送先病院を確保するとともに、医療救護班の要

員の確保や医療救護所の開設準備等、医療救護活動のための体制を整備する。 

オ．生活必需品等の確保 

備蓄している食糧や生活必需品等の点検を行うとともに、災害時における物資

の援助や調達に関する協定を結んでいる関係機関との連絡をとり、被災者への食

糧や生活必需品等の配布準備を行う。 

カ．飲料水の確保 

上水道班は、上水道施設の被害状況を調査するとともに、被災者への給水活動

のための準備を行う。 

 

３．指定避難所開設の準備 

あらかじめ指定避難所に参集することが指名されている職員は、速やかに定めら

れた指定避難所に参集し、災害対策本部が設置され、避難部避難所班が指定避難所

に到着するまでの間、指定避難所の開設のための準備を行う。 

 

ア．被害状況調査 

小・中学校等の指定避難所として選定されている施設の被害状況調査を行うと

ともに、周辺地域の被害情報を把握し、避難者の実態把握に努める。 

イ．避難者の受入れ準備 

避難してきた市民が冷静に避難行動が行えるように、避難者の受入れ準備を行

う。 

 

４．消防署・消防団における活動 

奈良県広域消防組合香芝消防署員及び消防団員は、被災者の人命救助や火災の処

理を行う。 
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第５節 人員の確保等 

実施担当 要員班、各部各班 

 

計画方針 
・他の部・班により、応援に回ることができるよう、情報収集部要員班

は、被害の状況や程度によって、臨機応変に人員調整を行う。 

 

１．人員確保 

各部長は、各班の防災活動の遂行において、現状の人員で対応し難いと判断される

場合には、部内で人員調整をし、なおかつ応援が必要な場合は、情報収集部要員班に

要請する。 

この場合、情報収集部要員班は速やかに可能な範囲において、応援要員の派遣を行

う。 

 

２．平常業務の機能確保 

全職員が動員の配備体制下では、震災発生から時間経過とともに、平常業務の機能

を確保していく必要があるため、これらの業務機能の確保については、総合調整部本

部班と協議のうえ、市民サービス部門等から優先して平常業務を確保していく。 

 

３．動員対象から除外する職員 

次に掲げるいずれかに該当する職員は、非常招集を免除する。 

これに該当する職員は、速やかに災害対策本部に連絡し、以後の指示を受ける。 

ただし、参集を妨げる事態が収束出来次第、直ちに参集しなければならない。 

 

ア．職員自身が震災発生時に療養中または震災の発生により傷病の程度が重傷であ

る場合 

イ．親族に死亡者または重傷の傷病者が発生し、当該職員が付き添う必要がある場

合 

ウ．自宅から火災が発生し、または周辺で火災が発生し、延焼するおそれがある場

合 

エ．同居する家族に高齢者、障害者、乳幼児等があり、当該職員の介護や保護がな

ければ、その者の最低限の生活が維持できない場合 

オ．当該職員が居住する自宅が全壊、半壊等の被害を受けた場合 

カ．その他の事情により特に所属班長がやむを得ないと認めた場合 
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＜資料編＞ 

資料１―３ 香芝市災害対策本部動員表 
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第６節 地震情報の収集・伝達 

実施担当 情報収集整理班、本部班、各部各班 

 

１．地震に関する情報の種類 

地震に関する情報の種類及びその内容は次のとおりである。 

 

種 類 発表官署 内  容 

緊急地震速報 気象庁 

2 以上の観測点で観測かつ、震度 5 弱以上を予測し

たときに、発生時刻、震源、予測震度 4 以上の地域

名を発表。（一般向けで、主にテレビ・ラジオ放

送、携帯電話速報メールなどによる） 

震度速報 気象庁 
地震発生約１分半後に、震度３以上を観測した地域

名と地震の揺れの発現時刻を速報。 

震源に関する 

情報 
気象庁 

地震の発生場所(震源)やその規模(マグニチュード)

を発表。 

「津波の心配はない」または「若干の海面変動があ

るかもしれないが被害の心配はない」旨を付加。 

震源・震度に 

関する情報 
気象庁 

地震の発生場所(震源)やその規模(マグニチュー

ド)、震度 3 以上の地域名と市町村名を発表。 

震度 5 弱以上と考えられる地域で、震度を入手して

いない地点がある場合は、その市町村名を発表。 

なお、緊急地震速報（警報）で震度 6 弱以上を「特

別警報」と位置づけている。 

各地の震度に 

関する情報 
気象庁 

震度１以上を観測した地点のほか、地震の発生場所

(震源)やその規模(マグニチュード)を発表。 

震度 5 弱以上と考えられる地域で、震度を入手して

いない地点がある場合は、その地点名を発表。 

奈良県震度情報 

ネットワーク 

システムの震度 

奈良県 

奈良県震度情報ネットワークシステムの各震度計は

震度１以上で震度を観測し、県防災統括室に送信さ

れる。 

県防災統括室では、この震度情報を震度１以上で奈

良地方気象台に、震度３以上で県内市町村及び消防

本部に、震度４以上で消防庁、県警警備２課、陸上

自衛隊第４施設団に通知する。 
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２．地震情報の伝達系統 

地震情報の伝達系統については次のとおりである。 

 

■地震情報の伝達系統 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※（県防）：県防災行政無線  （防シ）：県防災危機管理情報システム  

（専用）：専用電話 （警電）：警察電話  （警無）：警察無線  （内）：内線電話 

 

 

３．地震情報等の伝達機関における措置 

地震情報等を受けた場合、直ちに庁内各部、出先機関に通知する。 

各部、出先機関にあっては、通報を待つのみでなく、積極的に関係機関と情報交換

を行うとともに、ラジオ、テレビ、インターネット等にも注意し、的確な情報収集に

留意しなければならない。 

 

県高田土木事務所 

県防災統括室 

 

震度情報 

ネットワーク 

 

駐在所 

 

 

交番 

奈
良
地
方
気
象
台 

香
芝
市 

奈
良
県
広
域
消
防
組
合
香
芝
消
防
署 

市 
 

 

民 

県警警備第二課 

（県防） 

香芝警察署 
（専用） 

（専用） 

（県防） 

（警電） （警電） 

県関係各課 

（内）、庁内放送 

（県防）・（防シ） 

（警無） 

（専用） 
ＮＨＫ奈良放送局 
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４．異常現象発見措置 

地震発生後に、堤防からの漏水や、地割れ等、被害が発生するおそれがある異常現

象を発見した者は、遅滞なくその旨を市長、施設管理者、警察官または消防職（団）

員に通報する。 

通報を受けた者は、その旨を速やかに市長に、また市長は、県及び香芝警察署、奈

良県広域消防組合香芝消防署等の関係機関に通報するとともに、市民に対してその危

険性を周知徹底する。 

 

５．地震被害に関する情報の収集・伝達系統 

市内に地震が発生した場合に、その震災に係わる各種情報を、市、市民及び関係機

関に速やかに伝達する。 

また、香芝市内郵便局と締結した「災害時及び平常時における香芝市と香芝市内の

郵便局との協力に関する協定」により、被災者の避難先及び被災状況等の情報の提供

を要請する。 

 

各部各班による 

被 害 状 況 調 査 
 関 係 機 関  

香 芝 市 内 

郵 便 局 
 

自治会 

市民 等 

 

 

情 報 収 集 部 

情 報 収 集 整 理 班 

被害情報の伝達 

総 合 調 整 部 

本 部 班 

被害情報の報告 

災 害 対 策 本 部 会 議 

応急対策の指示 

国     県 

関係機関  等 

報告 総 合 調 整 部 

本 部 班 

人員の調整 情 報 収 集 部 

要 員 班 

応急対策活動の要請 

 

情 報 収 集 部 

情 報 収 集 整 理 班 

 総務部総務班 総務部被害調査班 

市民部環境班  救援部救援班 

建設部調査復旧班  避難部避難所班 

上下水道部上水道班  上下水道部下水道

班 

消防部（香芝消防署、香芝市消防団） 

広報 
 

市 民  自治会 

避難所      等 
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６．被害状況の把握 

迅速かつ的確な応急対策活動の実施に必要な被害概要について、地震発生後、なる

べく早期に把握するとともに、関係機関、市民等の協力を得て詳細な被害状況を把握

する。 

 

（１）被害状況の把握 

ア．実施担当 

各部各班は、事務分掌に基づき被害状況を把握し、情報収集部情報収集整理班

に報告する。なお、勤務時間外の場合は、出勤途上の情報も把握する。 

イ．把握する内容 

（ア）人的被害の発生状況 

（イ）建物被害（全壊、大規模半壊、半壊、全焼、半焼、一部損壊）の状況 

（ウ）火災・土砂災害等の二次災害の発生状況、危険性 

（エ）避難の状況、市民の動向 

（オ）道路交通の状況 

（カ）ライフラインの被害状況、供給等の停止状況 

（キ）その他災害の拡大防止措置上必要な状況 

ウ．把握の手段 

（ア）防災行政無線を用いる。 

（イ）電話、携帯電話、ファクシミリ等を用いる。 

（ウ）市が所有する車両の乗り合い利用、職員のバイク・自転車の借り上げ、徒

歩等によって行う。 

 

（２）被害概況の集約 

情報収集部情報収集整理班は、各部各班からの報告に基づき、次の被害概況を取

りまとめる。 

 

ア．人的被害 

死者、行方不明者、負傷者の状況 

イ．建物被害 

全壊、大規模半壊、半壊、全焼、半焼、一部損壊の状況 

ウ．公共土木施設等の被害 

（ア）道路、橋りょうの状況 

（イ）河川、水路、ため池の状況 

（ウ）土砂災害の状況 

（エ）道路交通、公共交通機関の状況 

（オ）ライフラインの状況 
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エ．その他 

（ア）消火・人命救助活動の状況 

（イ）医療活動の状況 

（ウ）避難勧告または指示、警戒区域の設定状況 

（エ）その他必要な情報 

 

７．詳細被害状況の把握 

（１）把握する内容及び実務担当 

各部各班は、震災発生後速やかに、市内全域について自己の班に属する被害状況

の把握を行う。 

 

 

把握する内容 実施担当 

人 的 被 害 
死者、行方不明者の状況 情報収集部情報収集整理班 

負傷者の状況 情報収集部情報収集整理班 

住 家 被 害 
全壊、大規模半壊、半壊、全焼、 

半焼、一部損壊の状況 
総務部被害調査班 

非 住 家 被 害 
公共建物（官公署庁舎等） 総務部総務班 

その他（倉庫、車庫等） 総務部被害調査班 

そ の 他 被 害 

田畑の被害状況 市民部市民班 

文教施設の被害状況 避難部避難所班 

医療機関の被害状況 救援部救援班 

道路、橋りょうの被害状況 建設部調査復旧班 

河川、水路、ため池の被害状況 建設部調査復旧班 

山地災害危険地区等の被害状況 建設部調査復旧班 

上水道施設の被害状況 上下水道部上水道班 

下水道施設の被害状況 上下水道部下水道班 

ごみ焼却施設等の被害状況 市民部環境班 

火葬場の被害状況 市民部環境班 

電気、ガス、電話、鉄道の被害状況 情報収集部情報収集整理班 

 

（２）調査方法 

被害状況の調査方法は、２人１組で外観目視により行う。 

また、被害状況を専門的に把握するために必要と認められる場合は、部内で調整

のうえ、他班の協力によって調査を行う。 
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（３）罹災状況、被害金額の把握 

現地調査により把握した被害状況に基づき、自己の班に属する罹災状況と被害金

額を把握する。 

 

把握する内容 実施担当 

罹 災 状 況 罹災世帯数、罹災者数 情報収集部情報収集整理班 

被 害 金 額 

公共文教施設の被害金額 避難部避難所班 

その他公共施設の被害金額 総務部総務班 

農林水産業施設の被害金額 市民部市民班 

公共土木施設の被害金額 建設部調査復旧班 

農林、商工の被害金額 市民部市民班 

 

（４）被害状況の報告 

現地調査により把握した被害状況、罹災状況及び被害金額を「被害状況調査報告

書（別紙様式）」（資料編 資料３－３）にとりまとめ、情報収集部情報収集整理

班に報告する。 

なお、自己の班に属さない被害であっても、緊急の報告を受けた場合は、速やか

に情報収集部情報収集整理班へ報告する。 

 

（５）被害状況等の判定 

被害状況等の判定は、下記の災害救助法の適用基準に該当する程度のものとする。 

 

被害項目 認定基準 

人
的
被
害 

死 者 
当該災害が原因で死亡し、死体を確認した者、または死体を確認するこ

とができないが死亡したことが確実な者とする。 

行方不明者 当該災害が原因で所在不明となり、かつ死亡の疑いのある者。 

負傷者 

（重傷者） 

（軽傷者） 

災害のため負傷し、医師の治療を受け、または受ける必要のある者のう

ち、「重傷者」とは１月以上の治療を要する見込みの者とし、「軽傷者」

とは、１月未満で治療できる見込みの者とする。なお、重軽傷者の別が把

握できない場合はとりあえず負傷者として報告する。 

住
家
の
被
害 

住 家 
現実に居住のため使用している建物をいい、社会通念上の住家であるか

どうかを問わない。 

世 帯 生計を一つにしている実際の生活単位をいう。 

全 壊 

（全 焼） 

(全流出) 

住家がその居住のための基本的機能を喪失したもの、すなわち、住家全

部が倒壊、埋没、焼失したもの、または住家の損壊が甚だしく、補修によ

り元通りに再使用することが困難なもので、具体的には、住家の損壊、焼

失した部分の床面積がその住家の延床面積の 70％以上に達した程度のもの

または住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で

表し、その住家の損害割合が 50％以上に達した程度のものとする。 
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被害項目 認定基準 

住
家
の
被
害 

大規模半壊 

居住する住宅が半壊し、構造耐力上主要な部分の補修を含む大規模な補

修を行わなければ当該住宅に居住することが困難なもので、具体的には、

損壊部分がその住家の延床面積の 50%以上 70%未満のもの、または住家の

主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住

家の損害割合が 40%以上 50%未満のものとする。 

半 壊 

（半 焼） 

住家がその居住のための基本的機能の一部を喪失したもの、すなわち、

住家の損壊が甚だしいが、補修すれば元通りに再使用できる程度のもの

で、具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の 20％以上 70％未満の

もの、または住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害

割合で表し、その住家の損害割合が 20％以上 50％未満のものとする。 

床上浸水 

上記の全半壊、全半焼、流出に該当しない場合であって、浸水がその住

家の床上以上に達した程度のもの、または土砂、竹木等の堆積等により、

一時的に居住することができない状態になったものをいう。 

床下浸水 浸水がその住家の床上以上に達しない程度のものをいう。 

一部損壊 
住家の損壊程度が半壊にいたらないもの。 

ただし、窓ガラス２～３枚割れた程度のものは除く。 

非住家の被害 

非住家（住家以外の建物）のうち、全壊、半壊程度の被害を受けたも

の。なお、官公署、学校、病院、公民館、神社、仏閣等は非住家とする。 

ただし、これらの施設に常時、人が居住している場合には、当該部分は

住家とする。「公共建物」とは、例えば、役場庁舎、公民館、公立保育所

等の公用または公共の用に供する建物とする。「その他」とは、公共建物

以外の倉庫、土蔵、車庫等の建物とする。 

 

注）住戸被害戸数については「独立した家庭生活を営むことができるように建築され

た建物または完全に区画された建物の一部」を戸の単位として算定する。 

損壊とは、住家が被災により損傷、劣化、傾斜等何らかの変化を生じることによ

り、補修しなければ元の機能を復元し得ない状況に至ったものをいう。 

主要な構成要素とは、住家の構成要素のうち造作物を除いたものであって、住家

の一部として固定された設備を含む。 

大規模半壊は、「被災者生活再建支援法の一部を改正する法律の施行について

（平成 19 年 12 月 14 日付府政防第 880 号内閣府政策統括官（防災担当）通知）」に

よる。 
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被害項目 報告基準 

そ
の
他
の
被
害 

田
畑
の
被
害 

流失 

埋没 
耕土が流出し、または砂利等のたい積のため耕作が不能となったもの 

冠水 植付け作物の先端が見えなくなる程度に水につかったもの 

文教施設 
小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、盲学校、ろう学校、養

護学校及び幼稚園における教育の用に供する施設をいう。 

道 路 

「道路」とは、道路法第２条第１項に規定する道路のうち、橋りょうを除

いたものとする。 

「道路決壊」とは、高速自動車道、一般国道、都道府県及び市町村道の一

部が損壊し、車両の通行が不能となった程度の被害をいう。 

橋りょう 

「橋りょう」とは、道路を連結するために河川、運河等の上に架橋された

橋とする。 

「橋りょう流失」とは、橋りょうの一部または全部が流失し、車両の通行

が不能となった程度の被害をいう。 

河 川 

「河川」とは、河川法が適用され、若しくは準用される河川若しくはその

他の河川またはこれらのものの維持管理上必要な堤防、護岸、水利、床止

その他の施設若しくは沿岸を保全するために防護を必要とする川岸とす

る。 

「堤防決壊」とは、河川法にいう１級河川及び２級河川の堤防、あるいは

ため池の堤防が決壊し、復旧工事を要する程度の被害をいう。 

砂 防 

「砂防」とは、砂防法第１条に規定する砂防施設及び同法第３条の規定に

よって同法が準用される砂防のための施設または同法第３条の２の規定に

よって同法が準用される天然の河岸とする。 

清掃施設 「清掃施設」とは、ごみ処理及びし尿処理施設とする。 

鉄 道 
「鉄道不通」とは、汽車、電車等の運行が不能になった程度の被害とす

る。 

電 話 
「電話」とは、通信不能となった一般電話回線のうち、最大時の回線数を

いう。 

電 気 「電気」とは、停電した戸数のうち、最大時の戸数をいう。 

水 道 
「水道」とは、上水道または簡易水道で断水している戸数のうち、最大時

の戸数をいう。 

下水道 
「下水道」とは、公共下水道に接続している戸数のうち、下水道流下機能

支障となっている最大時の戸数をいう。 

ガ ス 
「ガス」とは、一般ガス事業または簡易ガス事業で供給停止となっている

戸数のうち、最大時の戸数をいう。 

ブロック塀 「ブロック塀」とは、倒壊したブロック塀または石垣の箇所数をいう。 

罹 

災 

者 

罹災世帯 

「罹災世帯」とは、災害により住家が全壊、半壊及び床上浸水の被害を受

け、通常の生活を維持できなくなった生計を一にしている世帯とする。 

例えば、寄宿舎、下宿その他これに類する施設に宿泊する者で共同生活を

営んでいる者については、これを一世帯として扱い、また同一家屋の親

子、夫婦であっても、生活が別であれば分けて扱うものとする。 

罹災者 「罹災者」とは、罹災世帯の構成員とする。 
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８．被害状況等の集約・整理等 

（１）被害状況等の集約・整理 

総合調整部本部班及び情報収集部情報収集整理班は、各部から収集した被害状況

等の情報及び資料を集約・整理するとともに、各部や関係機関からの求めに応じて、

速やかに報告できるよう準備する。 

また、必要に応じて次に掲げる資料を作成する。 

 

ア．被害関連情報、配備指令等の状況、被害状況等 

イ．被害分布図等 

ウ．市内における被害総額 

 

（２）集約・整理の注意事項 

被害状況等の集約・整理に当たっては、次の点に留意する。 

 

ア．確認された情報と未確認の情報（至急確認すべき情報）を区別すること。 

イ．確認された情報に基づき震災の全体像を把握すること。 

ウ．応援要請等に係る情報を整理すること。 

エ．情報の空白地帯を把握すること。 

オ．被害が軽微な地区または被害がない地区を把握すること。 

 

９．県及び国への報告 

震災の状況が次の基準に該当する場合は、総合調整部本部班は県に報告する。 

 

（１）報告の基準 

ア．市域で震度４以上の地震が発生した場合 

イ．災害救助法の適用基準または小災害に対する救助内規の適用基準に合致する震

災が発生した場合 

ウ．震災の状況及びそれが及ぼす社会的影響からみて、報告の必要性があるもの 

エ．震災に対し、国の財政的援助を要すると認められる場合 

オ．震災が当初は軽微であっても、今後拡大し発展するおそれがある場合、あるい

は２市町村にまたがるような広域的な震災で、市が軽微な被害であっても、全体

的に大規模な同一震災の場合 

カ．災害対策本部を設置した場合 

キ．その他、特に報告の指示があった場合 
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（２）報告要領 

震災が発生したときから、当該震災に対する応急対策が完了するまでの間、「災

害概況即報（第４号様式(その１)）」（資料編 資料３－４）または「被害状況即

報（第４号様式(その２)）」（資料編 資料３－５）により、県防災統括室に対し

て、次の要領により報告を行う。 

 

ア．災害概況即報（早期災害報告様式） 

震災発生時の早期報告として、個別の災害現場の概況等を報告する場合には、

「災害概況即報（第４号様式(その１)）」（資料編 資料３－４）により、直ちに

次の情報を県防災行政無線等で県（防災統括室）に報告する。 

（ア）人命危険の有無及び人命災害の発生状況 

（イ）火災等の二次災害の発生状況及びその危険性 

（ウ）避難の必要の有無及び避難の状況 

（エ）地域住民の動向 

（オ）道路交通状況 

（カ）その他災害の発生拡大防止措置上必要な事項 

なお、震災時の第１報のように死傷者の有無、火災の発生等の被害状況の把握

が不十分な場合においても、県に報告する。 

イ．被害状況即報 

地震による被害を覚知したときは、直ちに、「被害状況即報（第４号様式(その

２)）」（資料編 資料３－５）により第１報を報告し、以後判明したものから逐

次県防災行政無線等により報告する。 

ただし、知事が必要と認める場合は、その指示にしたがって報告する。 

ウ．災害確定報告 

応急対策終了後、14 日以内に「被害状況即報（第４号様式(その２）」（資料編 

資料３－５）により報告するものである。 

ただし、知事が必要と認める場合は、その指示にしたがって報告する。 

エ．災害年報 

毎年１月１日から 12 月 31 日までの震災による被害の状況を翌年３月 10 日ま

でに「災害年報（第３号様式）」（資料編 資料３－６）により報告する。 

 

（３）119番通報殺到状況の報告 

火災が同時多発あるいは多くの死傷者が発生し、消防機関への通報が殺到した場

合には、直ちに消防庁、県防災統括室それぞれに対し、通報が殺到している状況を

報告する。 
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（４）国への報告 

ア．震度５強以上の地震が発生した場合は、第１報を県に対してだけでなく、消防

庁に対しても、直ちに、分かる範囲で報告する。 

この場合において、消防庁長官から要請があった場合については、第１報後の

報告についても引き続き行う。 

イ．県への報告が、通信の途絶等によりできない場合は、内閣総理大臣（消防庁）

に対して直接災害情報を報告する。 

ただし、この場合にも市は県との連絡確保に努め、連絡がとれるようになった

後は県に対して報告する。 

 

奈良県防災統括室の連絡先 

代表電話 0742-22-1101 内線 2275 

直通電話 0742-27-8425(ダイヤルイン) 

ＦＡＸ 0742-23-9244 

奈良県防災行政無線（衛星） 67-111-9011 

奈良県防災行政無線ＦＡＸ（衛星） 67-111-9210 

夜間等代表電話 0742-27-8944 

消防庁への報告先 

 区     分 平日（9:30～17:45） 左記以外（宿直室）  

ＮＴＴ回線 
ＴＥＬ 03-5253-7527 03-5253-7777 

ＦＡＸ 03-5253-7537 03-5253-7553 

地域衛星通信ネットワーク 
ＴＥＬ 67-048-500-90-43422 67-048-500-90-49102 

ＦＡＸ 67-048-500-90-49033 67-048-500-90-49036 
 

 

１０．通信手段の確保 

地震発生後、総合調整部本部班は直ちに無線通信機能の点検を行うとともに、支障

が生じた施設・設備の復旧を行う。 

また、携帯電話等の移動通信回線も活用し、緊急情報連絡用の通信手段の確保に努

める。 

なお、震災に関する通信が緊急を要するものである場合は、電気通信事業者の電気

通信設備の優先的利用、警察事務、消防事務、水防事務等の有線電気通信設備及び無

線設備の使用、放送事業者に放送を行うことを求めることができる。（災害対策基本

法第 57 条） 

 

（１）電気通信設備の利用 

ア．総合調整部本部班は、電気通信事業者に対し、応急回線の作成や利用制限等の

措置による通信輻輳(ふくそう)の緩和及び通信の疎通確保を要請する。 

イ．優先利用 

総合調整部本部班は、必要に応じて電気通信事業者に対して非常電話または非



第 3編 地震災害応急対策計画 

第 1章 応急活動実施体制の確立 第 6 節 地震情報の収集・伝達 

3-24 

常電報を申し込み、電気通信設備の優先利用による非常通信を行う。 

 

（２）有線電話途絶時の措置 

有線電話途絶のため、地震情報の収集・伝達に支障を来す場合は、次のような措

置を講じる。 

 

ア．県、近隣市町村との連絡 

県防災行政無線を利用して行う。 

また、必要に応じ、消防無線、警察無線、非常通信、携帯電話を活用するとと

もに、状況によっては伝令の派遣を行う。 

イ．関係機関との連絡 

総合調整部本部班は、関係機関に対し、職員の総合調整部への派遣及び所属機

関との連絡用無線機等を可能な限り携行するよう要請する。 

ウ．消防電話・警察電話等の利用 

総合調整部本部班は、他に通信連絡の手段がなく緊急を要する場合、奈良県広

域消防組合香芝消防署または香芝警察署に業務用専用回線の利用を要請する。 

エ．非常通信の利用 

総合調整部本部班は、有線電話が途絶し、かつ防災行政無線による通信が困難

な場合、電波法に基づき、次に掲げる機関の無線局を利用し、震災に関する通信

の確保を図る。 

（ア）警察、鉄道会社等の関係機関が保有する無線 

（イ）放送局が保有する無線 

（ウ）アマチュア無線等 

 

（３）災害現場等出動者との連絡 

災害現場等に出動している各部職員との連絡は、携帯電話、防災行政無線、伝令、

派遣等の適当な手段によって行う。 
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第７節 災害広報・広聴対策 

実施担当 情報収集整理班 

 

計画方針 

・地震発生直後の速やかな災害情報の広報は、人心の安定やパニック防

止等を図るうえで重要であることから、関係機関と協力のうえ、市民

向けの広報活動を実施する。 

 

１．実施機関 

情報収集部情報収集整理班は、関係機関との密接な連携協力のもとに広報内容の一

元化を図り、市民に混乱が生じないよう配慮する。 

 

２．広報の内容 

次の事項を中心に広報活動を実施する。 

なお、広報内容は簡潔で誤解を招かない表現に努める。 

 

（１）地震発生直後の広報 

ア．地震の規模、余震、気象の状況 

イ．出火防止、初期消火の呼びかけ 

ウ．災害時要援護者（要配慮者）への支援の呼びかけ 

エ．避難勧告または指示、避難先の指示 

 

（２）その後の広報 

ア．二次災害の危険性 

イ．安否情報 

ウ．被災状況とその見通し 

エ．ライフラインや交通施設等の復旧状況 

オ．交通規制情報 

カ．医療機関等の医療関連情報 

キ．ごみ、し尿収集等の生活関連情報 

ク．食糧、生活必需品の供給及び給水に関する情報 

ケ．救援物資等の取扱い 

コ．その他人心安定及び社会秩序保持に関すること 
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（３）広報の方法 

ア．広報紙の掲示、配布等による広報 

イ．広報車やハンドマイク等による現場広報 

ウ．指定避難所等における職員の派遣、チラシの掲示・配布 

エ．インターネットの活用 

オ．自主防災組織等の市民団体の協力 

カ．コミュニティメディアを通じての広報 

キ．報道機関への情報提供 

 

（４）震災時の広報体制 

ア．広報責任者による情報の一元化 

イ．広報資料の作成 

ウ．関係機関との連絡調整 

  

（５）災害時要援護者（要配慮者）に配慮した広報 

災害時要援護者（要配慮者）への広報は、文字放送や手話、ファクシミリ、テレ

ホンサービス、インターネット等のメディアを活用するほか、ボランティア等の協

力を得て、手話、点字、外国語等による広報を行う。 

 

３．報道機関との連携 

（１）緊急放送の実施 

緊急を要する場合で、他の有線電気通信設備または無線設備による通信ができな

い場合あるいは著しく困難な場合においては「災害対策基本法に基づく放送要請に

関する協定」（昭和54年３月１日）に基づき、県を通じて報道機関に、震災に関す

る通知、要請、伝達、予警報等の放送を依頼する。 

 

（２）報道機関への情報提供 

震災に関する情報及び被災者に対する生活情報、応急対策の実施状況等について、

放送業者、通信社、新聞社等の報道機関に対して、定期的な情報提供を行う。 

 

４．広聴活動の実施 

情報収集部情報収集整理班は、被災地の地域住民の要望事項等を把握するとともに、

市民からの各種問い合わせに速やかに対応できるよう、専用電話及び専用ファクシミ

リを備えた窓口を開設する等、積極的に広聴活動を実施する。 
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５．安否情報の提供等 

（１）安否情報の提供 

情報収集部情報収集整理班は、必要に応じて安否問合せ窓口を庁内に設置し、来

庁者の問合せへの対応を行う。 

なお、以下に掲げる者から、被災者の安否に関する情報の照会があったとき、内

閣府が定める政令の要件を満たす場合に限り、市が把握する情報に基づき回答する

ことができる。その際、当該安否情報に係る被災者または第三者の権利利益を不当

に侵害することのないよう配慮する。 

また、照会に対する回答を適切に行い、または回答の適切な実施に備えるために

必要があると認めるときは、関係地方公共団体の長、消防機関、警察その他の者に

対して、被災者に関する情報の提供を求めることができる。 

 

ア．被災者の同居の親族の場合 

被災者の居所、負傷もしくは疾病の状況または連絡先その他安否の確認に必要

と認められる情報 

イ．被災者の同居でない親族または職場等の関係者の場合 

被災者の負傷または疾病の状況 

ウ．被災者の知人等被災者の安否情報を必要とすることが相当であると認められる

者の場合 

県、市が保有している安否情報の有無 

 

上記のほか、被災者が提供について同意している安否情報については、その同意

の範囲内で、または公益上特に必要があると認めるときは、必要と認める限度にお

いて、当該被災者にかかる安否情報を提供することができる。 

 

（２）安否情報の照会 

安否情報について照会しようとする者は、市や県に対し、次の事項を明らかにし

て行う。 

 

ア．氏名、住所（法人その他の団体にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる

事務所の所在地）その他の照会者を特定するために必要な事項 

イ．照会にかかる被災者の氏名、住所、生年月日及び性別 

ウ．照会をする理由 
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（３）被災者台帳の作成 

被災者の被害状況や支援の実施状況、支援にあたっての配慮事項等を一元的に集

約した被災者台帳を作成し、関係各部各班で共有するとともに、応急対策に活用す

る。 

被災者台帳の作成にあたっては、必要となる被災者情報について、県に対して、

災害救助法に基づく救助を行った被災者の情報提供を求めることができる。 
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第８節 広域応援等の要請・受入れ 

実施担当 本部班、要員班 

 

計画方針 

・震災に際して、本市のみでは対応が不十分となる場合には、災害対策

基本法等に基づき、関係機関や団体に対して職員の派遣を要請し、応

急対策または災害復旧対策の万全を期する。 

 

１．応援の要請 

応急措置を実施するために、労働力の提供を短期間、身分の移動を伴わずに、応援

を要請する。 

なお、要請については総合調整部本部班が窓口となり、受入れは情報収集部要員班

が実施する。 

 

（１）応援要請のできる要件 

市域に震災が発生したとき、次の場合に応援の要請を行う。 

 

ア．応急措置を実施するため必要があると認める場合 

イ．自己の持つ消防力等の現有活動勢力では、消防、水防、救助等効果的な応急措

置の実施が困難な場合 

ウ．緊急を要するとき、地理的にみて近隣の市町村に応援を求めた方がより効果的

な応急措置の実施ができると認められる場合 

 

（２）応援に当たっての要請事項 

ア．震災の状況及び応援を要請する理由 

イ．応援を必要とする期間 

ウ．応援を希望する物資・資機材等の品目及び数量 

エ．応援を必要とする場所 

オ．応援を必要とする活動内容 

カ．その他必要事項 

 

（３）知事に対する応援要請 

災害対策基本法第68条に基づき、知事に対して応援要請を行う。 

この場合には、県防災統括室を通じて要請する。 
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（４）他の市町村等に対する応援の要請 

協定締結した関係機関に対し、協定内容に基づき必要な食糧、医療品、生活必需

品、資機材等の物資援助の要請を行う。 

また、他の市町村に対し災害対策基本法第67条に基づき、応援要請を行う。 

 

＜資料編＞ 

資料７―１ 災害時応援協定締結一覧 

 

２．消防活動に係る応援の要請・受入れ 

奈良県広域消防組合で消防活動を迅速かつ的確に実施することが困難な場合、関係

法令や協定に基づき、他市町村消防機関の応援を要請する。 

 

（１）大地震発生時における相互応援 

震災時においては、個々の市町村・組合の消防力及び消防応援協定を締結してい

る隣接市町村等の消防力をもってしても、防御または救助等が困難であることが予

想されるため、県内の市町村等による統一的な消防広域相互応援協定に基づき、市

町村等の区域を越えて必要な消防力を被災地に投入し、人命の救助を最優先し、被

害の軽減を図る。 

 

ア．県内市町村相互の広域応援体制 

（ア）自らの消防力では対処できない場合にあっては、奈良県消防広域相互応援

協定に基づく協定市に応援を要請する。 

（イ）奈良県消防広域相互応援協定に基づく応援要請は、奈良県消防広域応援基

本計画に基づき、奈良県広域消防組合消防本部から代表消防本部を通じて他

の協定市へ行う。 

イ．他都道府県からの応援体制 

奈良県消防広域相互応援協定に基づく応援をもってしても対処できないときは、

奈良県広域消防組合消防本部から代表消防本部を通じて知事に対し応援要請を行

う。 

ウ．応援受入体制の整備 

応援要請を行う際には、次により受入体制を整備する。 

（ア）応援消防隊の結集場所、誘導方法の明確化 

（イ）応援消防隊との指揮命令・連絡体制の明確化 

（ウ）応援消防隊の種別、隊数、資機材の把握 

（エ）資機材の手配 

（オ）応援消防隊の野営場所、ヘリポートの確保 

 



第 3編 地震災害応急対策計画 

第 1章 応急活動実施体制の確立 第 8 節 広域応援等の要請・受入れ 

3-31 

（２）大規模災害応援 

地震による大規模な震災が発生した場合に、被災地近隣の消防本部が「消防組織

法第39条」に基づき、いち早く被災地に駆けつけ、効率的な消火、救急、救助等の

応援活動を展開することにより、被害の軽減を図る。 

この体制は、主に発災直後から「緊急消防援助隊運用要綱」に定める消防庁長官

の措置（消防組織法第44条）による体制が機能し始めるまでの間実施されるもので

あり、消防庁長官の措置による応援体制が行われた時点で、同法に基づく体制とな

る。 

 

（３）緊急消防援助隊の派遣 

緊急消防援助隊は、「緊急消防援助隊運用要綱」に基づき地震等の大規模災害の

発生に際し、被災地の消防の応援のため速やかに被災地に赴き、人命救助活動を行

う。 

緊急消防援助隊は平成７年６月に発足し、市町村長は設置した救助、救急及び後

方支援部隊について、その隊数を消防庁に登録している。 

出動については、消防庁長官が被災地の属する都道府県の知事と緊密な連携を図

り、緊急消防援助隊の出動の有無を判断し、「消防組織法第44条」の規定に基づき、

適切な措置をとるものとされている。 

 

３．職員の派遣要請 

地震発生時に応急対策、復旧対策を実施するときに、本市の職員のみでは対応がで

きない場合は、県、他の市町村、関係機関等に対し、職員の長期的な派遣を要請する

ことができる。 

 

（１）県、他の市町村または指定地方行政機関に対する派遣の要請 

災害対策基本法第29条、または地方自治法第252条の17の規定により職員の派遣を

要請することができる。 

なお、その場合の手続は、次の事項を記載して文書で行う。 

 

ア．派遣を要請する理由 

イ．派遣を要請する職員の職種別人数 

ウ．派遣を必要とする期間 

エ．派遣される職員の給与その他の勤務条件 

オ．その他職員の派遣について必要な事項 
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（２）職員の派遣のあっせんの要請 

市長は、災害対策基本法第30条に基づき、応急対策または復旧対策のため必要が

あるときは、知事に対して、指定地方行政機関等の職員の派遣についてあっせんを

求めることができる。 

なお、総合調整部本部班は、その場合の手続を、次の事項を記載した文書で行う。

ただし、文書をもってしては時機を失するおそれがある場合は、口頭または電話等

により申し入れ、事後速やかに文書を作成し、正式に要請する。 

 

ア．派遣のあっせんを求める理由 

イ．派遣のあっせんを求める職員の職種別人数 

ウ．派遣を必要とする期間 

エ．派遣される職員の給与その他の勤務条件 

オ．その他職員の派遣のあっせんについて必要な事項 

 

(３) 経費の負担 

派遣職員の待遇及び経費の負担については、災害対策基本法第32条、第92条、同

施行令17、18、19条及び「阪神・淡路大震災復旧対策等のための職員派遣について」

（平成７年２月23日付け自治公第５号自治省行政局公務員部公務員課長通知）によ

る。 

 

４．民間との協力 

（１）災害対策基本法その他の法律に基づく従事命令、協力命令 

応援の要請、職員の派遣要請等で十分な要員を確保できない場合は、公共職業安

定所に労働者の供給のあっせんを求めるほか、従事命令等を執行し、要員の確保に

努める。 

 

ア．従事命令等の種類と執行者 

災害応急対策作業 命令区分 根拠法令 執行者 

災害応急対策事業 

 

(災害応急対策全般) 

従事命令 

災害対策基本法 第65条第１項 市長 

〃 第65条第２項 警察官 

〃 第65条第３項 
派遣を命じられた 

部隊等の自衛官 

災害救助作業 

(災害救助法に 

基づく救助) 

従事指示 災害救助法 第24条 
知事 

協力命令 〃 第25条 
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災害応急対策作業 命令区分 根拠法令 執行者 

災害応急対策事業 

(災害救助を除く 

応急処置) 

従事命令 災害対策基本法 第71条第１項 知事 

委任を受けた 

市長 協力命令 〃 第71条第２項 

災害応急対策事業 

(災害応急対策全般) 
従事命令 警察官職務執行法 第４条 警察官 

消防作業 従事命令 消防法 第29条第５項 
消防吏員 

消防団員 

 

イ．従事命令等の対象者 

命令区分（作業対象） 対象者 

災害対策基本法による市長、警察官、海

上保安官の従事命令 

（災害応急対策全般） 

当該市の区域の市民、または当該応急措置を

実施すべき現場にある者 

災害対策基本法及び災害救助法による知

事の従事命令 

 

（災害応急対策及び救助作業） 

１．医師、歯科医師または薬剤師 

２．保健師、助産師、看護師、准看護師、診

療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技

師、救急救命士または歯科衛生士 

３．土木技術者または建築技術者 

４．大工、左官またはとび職 

５．土木業者または建築業者及びこれらの者

の従事者 

６．鉄道事業者及びその従事者 

７．軌道経営者及びその従事者 

８．自動車運送事業者及びその従事者 

９．船舶運送業者及びその従事者 

10．港湾運送業者及びその従事者 

災害対策基本法及び災害救助法による知

事の従事命令 

（災害応急対策及び救助作業） 

救助を要する者及びその近隣の者 

警察官職務執行法による警察官の従事命

令（災害応急対策全般） 
その場に居合わせた者、その物件の管理者 

消防法による消防吏員または消防団員の

従事命令（消防作業） 
火災の現場付近にある者 

 

ウ．公用令書の交付 

従事命令または協力命令を発するとき、または発した命令を変更あるいは取消

すときは災害対策基本法に定める公用令書を交付する。 

エ．費 用 

市長が災害対策基本法第 71 条の規定に基づいて発した従事命令により災害応

急対策に従事した者に対しては実費を弁償する。 

オ．損害補償 

従事命令または協力命令により災害応急対策に従事した者が、そのことにより
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死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかった場合には条例の定めるところによりそ

の損害を補償する。 

 

（２）公共職業安定所の労働者供給 

ア．公共職業安定所に対しては、次の事項を明らかにして必要な労働者の供給あっ

せんを依頼する。 

（ア）必要労働者数 

（イ）作業の内容 

（ウ）作業実施期間 

（エ）賃金の額 

（オ）労働時間 

（カ）作業場所の所在 

（キ）残業の有無 

（ク）労働者の輸送方法 

（ケ）その他必要な事項 

イ．賃金の支払 

賃金は、通常の例を勘案したうえで、市において予算措置し、就労現場におい

て作業終了後、直ちに支払う。 

なお、作業終了後、直ちに賃金を支払うことができない場合は、就労証明書を

発行するとともに支給日を労働者本人に通知しなければならない。 

ウ．労働者の輸送 

災害応急対策実施機関は、労働者の毎日の作業就労に際し、労働者の住居と作

業現場との距離、作業能率その他を考え、できるだけ車両等による労働者の輸送

を考慮する。 

 

（３）自治会等の民間団体の協力 

震災時における地域の防災活動について、自治会や企業等に協力を求める。 

 

５．要員の対策従事 

震災時における災害対策実施機関の職員、民間協力団体、雇い上げた一般労働者並

びに従事命令・協力命令による労働者は、次によりそれぞれ震災対策に従事する。 

 

（１）災害対策実施機関の職員 

この職員は各機関で定める計画にしたがい、その対策に従事する。 
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（２）民間協力団体 

協力団体の活動内容は主として次のとおりであるが、活動内容の選定に当たって

は、協力団体等の意見を尊重して行う。 

 

ア．炊き出し、その他災害救助活動の協力 

イ．清掃及び防疫 

ウ．災害応急対策用物資、資機材の輸送及び配分 

エ．応急復旧現場における危険を伴わない軽易な作業 

オ．軽易な作業の補助 

カ．その他上記の作業に類した作業 

 

（３）一般労働者 

ア．罹災者の救出 

イ．罹災者の安全な場所への避難誘導 

ウ．医療及び助産における各種移送業務 

エ．飲料水の供給 

オ．救済用物資の輸送 

カ．その他災害応急対策実施上の補助業務 

 

（４）従事者 

従事命令または協力命令を受けた者は、その公用令書に記載された業務に従事す

る。 

 

（５）派遣職員 

派遣要請を受けた職種に応じて指示された業務に従事する。 

 

６．県消防防災ヘリコプターの受入れ 

県消防防災ヘリコプターの派遣を要請した場合は、災害時用臨時ヘリポート等の準

備に万全を期す。 

また、市及びヘリポートとなる施設の管理者は、ヘリポートの被災状況を調査し、

県災害対策本部に報告する。 

なお、受入れに際しては、次の措置をとる。 

 

（１）受入れ体制 

ア．離着陸場所の確保及び安全対策 
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イ．傷病者等の搬送先の離着陸場所及び病院等への搬送手配 

ウ．空中消火用資機材、空中消火基地の確保 

エ．その他必要な事項 

 

（２）発着場の開設 

ア ヘリポートに紅白の吹き流しまたは国旗等を掲揚して、地上の風向を知らせる。 

イ 離着陸地点には、 Ｈ 記号を石灰、墨汁、絵の具等を用いて表示する。 

ウ ヘリポート周辺への一般人の立ち入りを禁止し、事故防止に努める。 

エ ヘリポートの発着に障害となる物体については、除去または物件所在地の表示

をする。表示方法は、上空から良く判断できるよう、白布または赤布等を縛り付

ける。 

オ 離着陸周辺の木片、小石等は吹き飛ばされるため、できるだけ取り除く。 

カ 離着陸の際は砂塵が発生するため、その防止対策として消防車等による散水を

行う。 

 

 



第 3編 地震災害応急対策計画 

第 1章 応急活動実施体制の確立 第 9 節 自衛隊災害派遣の要請要求・受入れ 

3-37 

第９節 自衛隊災害派遣の要請要求・受入れ 

実施担当 本部班、関係各部各班 

 

計画方針 

・市民の人命または財産を保護するため必要と認めた場合は、県に対し

自衛隊の災害派遣要請を依頼するとともに、受入体制を整備し、災害

応急対策に万全を期する。 

 

１．災害派遣依頼基準 

ア．人命救助のため応援を必要とするとき。 

イ．大規模な震災が発生し、または発生することが予想され、緊急に応援を必要と

するとき。 

ウ．市内で大規模な震災が発生し、応急措置のための応援を必要とするとき。 

エ．救助物資の輸送のため応援を必要とするとき。 

オ．主要道路の応急復旧のため応援を必要とするとき。 

カ．応急措置のための医療、防疫、給水及び通信支援等の応援を必要とするとき。 

 

２．派遣依頼手続 

ア．市長は、自衛隊に対し災害派遣を要請する場合は、知事に派遣要請を依頼する。 

イ．自衛隊派遣要請依頼手続は、総合調整部本部班が行う。 

ウ．知事への依頼ができない場合は、市長は直接自衛隊に対して派遣依頼の通知を

することができる。 

自衛隊は、災害状況の通知を受け、その事態に照らし、特に緊急を要する場合

は自主的判断に基づき部隊を派遣することができる。 

市長は、通知した旨を知事へ報告する。 

エ．災害対策に当たる各部は、震災時の状況や被害状況等を勘案し、自衛隊派遣に

関して市長へ上申する。 

オ．派遣の依頼は、原則として文書によるものとし、次の事項を記載する。 

（ア）震災の状況及び派遣を依頼する事由 

（イ）派遣を希望する期間 

（ウ）派遣を希望する区域及び活動内容 

（エ）その他参考となるべき事項 

ただし、文書をもってしては時期を失するおそれがある場合は、前記各記載事

項を口頭または電話等により申し入れ、事後速やかに文書を作成し、正式に依頼

する。 
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カ．自衛隊緊急時連絡網 

ア．陸上自衛隊 第４施設団長（主として陸上自衛隊等に関する場合） 

京都府宇治市広野町風呂垣外１－１ 

電話 ０７７４－４４－０００１ 

通信相手 第４施設団本部 第３科 総括班 

 （内線２３５、２３６、２３７） 

夜間通信先 第４施設団本部付隊当直（当直室）（内線２２３） 

ＦＡＸ ０７７４－４４－０００１（交換切替、内線２３３） 

 
（大久保駐屯地の交換台を呼び出し、内線２３３に

切替えを依頼した後、ＦＡＸボタンを押す。） 

県防災無線 ６７－５７１－１１ 

 （夜間：６７－５７１－１２） 

県防災無線FAX ６７－５７１－２１ 

イ．航空自衛隊 奈良基地司令（主として航空自衛隊に関する場合） 

奈良県奈良市法華寺町１５７８ 幹部候補生学校 

電 話 ０７４２－３３－３９５１（内線２１１、夜間内線２２５） 

 

キ．陸上自衛隊第４施設団に連絡がとれない場合 

陸上自衛隊第４施設団に連絡がとれず、派遣の依頼ができない場合は、次の機関に連

絡する。 

陸上自衛隊 第３師団長（主として陸上自衛隊に関する場合） 

兵庫県伊丹市広畑１－１ 

通信先：第３師団 第３部 防衛班 

電 話：０７２７－８１－００２１（内線３３３、夜間内線３０１） 

ＦＡＸ：０７２７－８１－００２１（交換切替、内線２３４） 

 

３．派遣部隊の受入体制 

派遣を依頼したときは、直ちにその旨を関係機関に連絡するとともに、その受入体

制について自衛隊の救援活動が円滑に実施できるように以下のことを行う。 

 

（１）派遣部隊の誘導 

自衛隊が派遣されることとなったときは、香芝警察署長に対し派遣部隊の誘導に

ついて依頼する。 

 

（２）受入体制 

ア．派遣部隊及び関係機関との連絡調整のため、連絡担当者を指名する。 

イ．受入体制の確立 

派遣部隊の集結場所及び宿泊場所等を確保する。 

ウ．作業計画及び資機材等の整備 
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自衛隊の部隊が行う作業が円滑かつ迅速に実施できるよう作業内容及び計画を

策定するとともに、作業実施に必要な資機材を準備する。 

エ．ヘリポートの設営等 

大規模震災に際し、ヘリコプターを使用することとなった場合は、震災時用臨

時ヘリポート等の準備に万全を期する。 

 

（３）自衛隊の活動内容 

以下の事項について、震災の態様に応じた活動を自衛隊に依頼する。 

 

ア．被害状況の把握 

イ．避難の援助 

ウ．避難者等の捜索及び救助 

エ．消防活動 

オ．道路の啓開 

カ．応急医療、救護及び防疫 

キ．人員及び物資の緊急輸送 

ク．炊飯及び給水 

ケ．物資の無償貸付けまたは譲与 

コ．危険物の保安及び除去 

サ．その他必要な活動 

 

４．経費の負担区分 

災害派遣部隊の活動に要する次の経費については、原則として市が負担するものと

し、市において負担するのが適当でないものについては、県がそれぞれ負担する。 

 

ア．災害派遣部隊の宿泊施設等の借上料、損料、光熱水費、電話料及び付帯設備料 

イ．上記に規定するもののほか必要経費で協議の整ったもの 

 

５．派遣部隊等の撤収依頼 

作業の進捗状況を把握し、派遣の目的を達成したとき、または必要がなくなったと

判断したときは、派遣部隊その他の関係機関と協議のうえ、知事に対して文書をもっ

て撤収の依頼を行う。 
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第１０節 災害救助法の適用 

実施担当 本部班 

 

計画方針 
・一定規模以上の震災に際しての救助活動については、災害救助法の適

用を申請し、法に基づいて実施する。 

 

１．救助の実施 

災害救助法に基づく救助活動は、知事が実施し、市長がこれを補助する。 

ただし、震災の事態が急迫し、知事による救助活動の実施を待つことができない場

合、市長は災害救助法に定める救助活動を実施するとともに、事後速やかに知事に報

告し、指示を受ける。 

また、知事の職権の一部を委任された場合は、委任された救助事項については、市

長が実施責任者となって応急救助活動を実施する。 

 

■災害救助法における救助の種類及び実施機関 

救助の種類 実施機関 

１ 避難所の設置 
２ 炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供給 
３ 被災した者の救出 
４ 埋葬 
５ 遺体の捜索及び処理 
６ 応急仮設住宅の供与 
７ 被服、寝具その他生活必需品の給与または貸与 
８ 医療及び助産 
９ 被災した住宅の応急修理 
10 生業に必要な資金、器具または資料の給与または貸与 

11 学用品の給与 

12 震災によって住居またはその周辺に運ばれた土石、竹木等で日常

生活に著しい支障を及ぼしているものの除去 

知 事 
 

及び 
 

市 長 

 

２．適用基準 

災害救助法の適用基準は、当該市町村の区域及び当該市町村の区域を包括する都道

府県の区域内の人口規模と、住家に被害を受けた世帯の数及びその程度に応じて定め

られており、本市においては以下の基準で適用を受ける。 

 

ア．市域内の住家滅失世帯が 80 世帯以上に達するとき。 
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イ．県下の住家滅失世帯数が 1,500 世帯以上であって、市域内の住家滅失世帯数

が 40 世帯以上に達するとき。 

ウ．県下の住家滅失世帯数が 7,000 世帯以上である場合であって、市域内の住家

滅失世帯数が多数であるとき。 

エ．震災が隔絶した地域に発生したものである等、震災にかかった者の救護を著し

く困難とする特別の事情がある場合で、かつ多数の世帯の住家の滅失があるとき。 

オ．多数の者が生命若しくは身体に危害を受け、または受けるおそれが生じたとき。 

 

３．住家滅失世帯数の算定基準 

ア．全壊（焼）世帯は１世帯とする。 

イ．半壊または半焼する等著しく損傷した世帯は、２世帯をもって１世帯とする。 

ウ．床上浸水、土砂の堆積等で一時的な生活困難世帯は３世帯をもって１世帯とす

る。 

 

４．適用手続 

ア．市長は、市における震災の程度が適用基準のいずれかに該当し、または該当す

る見込みがある場合は、直ちにその状況を知事に報告し、法の適用について協議

するとともに、現に被害者が救助を要する状態にあるときは、法の適用を申請す

る。 

イ．震災の事態が急迫して、知事による救助の実施を待ついとまがないときは、災

害救助法による救助に着手し、その状況を直ちに知事に報告するとともに、その

後の措置について知事の指揮を受けなければならない。 

 

５．救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準 

災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準は、「災害救助

法による救助の程度、方法及び期間早見表」（資料編 資料３－７）に示すとおりで

あるが、救助の期間については震災の規模、被害の程度等、震災の状況により応急救

助に必要な範囲内において内閣総理大臣の承認を得て延長することがある。 

 

６．費 用 

災害救助法第 33 条により、救助に要する費用は県が支弁する。 

ただし、同法第 36 条により国庫は一定の割合で県が支弁した救助費の一部を負担

する。 
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７．県の小災害に対する救助内規 

市域で、「災害救助法」の適用基準に達しないが、県の「小災害に対する救助内規」

における小災害の範囲に達する場合、同内規に基づき知事が応急救助を実施する。 

この応急救助に対応して各部各班は、別に定めた所掌事務により被災者に応急救助

を実施する。 

 

８．日本赤十字社による救助 

日本赤十字社奈良県支部は内規に基づき、下記の救助を行う。 

 

（１）全・半壊及び全・半焼の場合 

 

毛 布 １人に対して１枚（11 月～翌３月は２枚） 

日用品セット １世帯に対して１個（内容は４人分） 

バスタオル １人に対して１枚 

布 団 １人に対して１組 

 

（２）床上浸水または指定避難所等に避難の場合 

 

毛 布 １人に対して１枚（11 月～翌３月は２枚） 

日用品セット １世帯に対して１個（内容は４人分） 

 

（３）死亡者の遺族 

 

見舞金 
１人に対して 20,000 円 

ただし、災害救助法が適用された場合を除く。 
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第２章 初動期の応急活動 
 

項 目 実施担当 

第１節 災害時要援護者（要配慮者）の支援 救援班 

第２節 避難誘導 本部班、避難所班、救援班、消防部、

警察、自主防災組織、地元自治会役

員、施設管理者 

第３節 指定避難所の開設・運営 避難所班、本部班 

第４節 帰宅困難者対策 情報収集整理班、救援班、市民班、避

難所班 

第５節 救助・救急活動 救援班、消防部、警察 

第６節 医療救護活動 救援班、消防部、本部班 

第７節 緊急輸送活動 調査復旧班、本部班、総務班、道路管

理者 

第８節 交通規制 調査復旧班、本部班、情報収集整理

班、道路管理者、警察 

第９節 交通の安全確保 調査復旧班、情報収集整理班、本部

班、施設管理者、警察 

第 10 節 大規模消火対策 消防部 

第 11 節 二次災害の防止 調査復旧班、情報収集整理班、本部

班、総務班、避難所班、上水道班、下

水道班 

施設管理者、警察 

第 12 節 支援・受援体制の整備 本部班、要員班、関係各部各班 

 

第１節 災害時要援護者（要配慮者）の支援 

実施担当 救援班 

 

計画方針 
・高齢者、障害者、乳幼児等の災害時要援護者（要配慮者）を重点に継

続した福祉サービスを行う。 

 

１．災害時要援護者（要配慮者）の被災状況の把握 

救援部救援班は、災害時要援護者（要配慮者）の安否確認並びに被災状況及び被災

した災害時要援護者（要配慮者）の福祉ニーズの把握に努める。 
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（１）災害時要援護者（要配慮者）等の安否確認及び被災状況の把握 

ア．自治会や自主防災組織、民生委員・児童委員、ボランティア等の協力を得て、

速やかに住宅に残された災害時要援護者（要配慮者）の安否確認を行うとともに、

被災状況の把握に努める。 

また、保護者を失う等の要保護園児・児童の早期発見、保護に努める。 

イ．社会福祉施設の施設設備、職員、入所者等の被災状況の把握に努める。 

 

（２）福祉ニーズの把握 

被災した災害時要援護者（要配慮者）に対して、居宅、指定避難所及び応急仮設

住宅等において福祉サービスが組織的・継続的に提供できるよう、福祉ニーズの把

握に努める。 

 

２．被災した災害時要援護者（要配慮者）への支援活動 

救援部救援班は、被災した災害時要援護者（要配慮者）に対し、在宅福祉サービス

の継続的提供や情報提供の支援活動に努める。 

 

（１）在宅福祉サービスの継続的提供 

ア．被災した災害時要援護者（要配慮者）に対し、居宅、指定避難所及び応急仮設

住宅において補装具や日常生活具の交付、ホームヘルパーの派遣等、在宅福祉

サービスの継続的な提供に努める。 

イ．被災した園児・児童やその家族の心的外傷後ストレス障害（ＰＴＳＤ）等に対

応するために、心のケア対策に努める。 

 

（２）災害時要援護者（要配慮者）の施設への緊急入所 

社会福祉施設入居者が安心して生活を送れるよう必要な支援を行うとともに、居

宅や指定避難所等では生活ができない災害時要援護者（要配慮者）については、本

人の意思を尊重したうえで、社会福祉施設への緊急一時入所の措置を迅速かつ的確

に実施する。 

 

（３）情報の提供 

関係団体やボランティア等の協力を得て、災害時要援護者（要配慮者）に対する

居宅、指定避難所、応急仮設住宅等における福祉サービスの情報提供を行う。 
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（４）福祉避難所 

災害時要援護者（要配慮者）の避難状況に応じて福祉避難所も開設し、一般の指

定避難所での生活が困難な高齢者、障害者を受け入れる。 

 

３．被災した外国人への支援活動 

（１）情報の提供 

ア．被災した外国人に対し、被害の状況、避難勧告・指示等の避難情報、医療救護

情報、食糧や飲料水、生活必需品等の供給情報の提供に努める。 

イ．情報提供の手段として、広報紙・掲示板等における外国語による情報提供、放

送局との連携による外国語放送、通訳ボランティアによる情報提供等に努める。 

ウ．観光地の運営者等は、防災に関する外国語会話集やコミュニケーションカード、

多言語のアナウンス、災害時多言語情報作成ツールの活用、さらに、通信が可能

な場合はスマートフォン用アプリ「Safety tips」※の活用を図る。 

※ (財)自治体国際化協会が作成・提供しているツールで、多言語対応した掲示、

携帯メール・サイト、音声メディアの作成を支援する。 

 

（２）支援サービス 

ボランティアの協力を得て、外国人に対する相談窓口を指定避難所に設置するよ

う努める。 

救援部救援班は、旅行会社等と外国人旅行者の被災情報を交換し、指定避難所等

に滞在する外国人旅行者の安否確認を行う。 

また、必要に応じて、一時滞在施設を確保する。 
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第２節 避難誘導 

実施担当 
本部班、避難所班、救援班、消防部、警察、自主防災組織、地元自治会

役員、施設管理者 

 

計画方針 

・人的被害を軽減するため、関係機関が連絡調整を密にし、あらかじめ

定めた基準により、市民を速やかに安全な指定緊急避難場所・指定避

難所に避難誘導する。 

・避難の際には、障害者、高齢者、乳幼児、妊産婦、外国人等の災害時

要援護者（要配慮者）、特に、避難行動要支援者に十分配慮する。 

 

１．避難勧告・指示 

市民の生命または身体を震災から保護し、その他災害の拡大を防止するため特に必

要があると認める場合は、避難勧告または指示を行う。 

実施責任者は、避難勧告または指示を行った場合、その旨を速やかに関係機関に通

報する。 

緊急の場合以外は、原則として実施責任者相互の連絡協議のもとに行う。 

なお、市長は、必要な場合には、気象台、河川管理者（県、国）等に対し、避難勧

告または指示等に関する助言を求めることができる。 

 

（１）避難のための立ち退き勧告または指示等の権限 

■避難勧告・指示の実施責任者 

種別 勧告または指示を行う要件 勧告・指示を行う者 根拠法令 

災 

害 

全 

般 

市民の生命及び身体を災害から保護し、その他

災害の拡大を防止するため特に必要と認めると

き。 

市長 
災害対策基本法 

第60条 

市において、事務の全部または大部分を行うこ

とができなくなったとき、市長が実施すべき事

務の全部または一部を代行する。 

知事 
災害対策基本法 

第60条 

(1) 市長が避難のための立ち退きを指示するこ

とができないと認めるとき。 

(2) 市長から要求があったとき。 

(3) 人の生命若しくは身体に危険を及ぼし、ま

たは財産に重大な損害を及ぼすおそれがあ

り、指示が急を要するとき。 

警察官 

(1)(2)は 

災害対策基本法 

第61条 

(3)は 

警察官職務執行法 

第4条 

危険な事態が生じ、かつ警察官がその場にいな

い場合 

自衛官 

（災害派遣を命

じられた部隊） 

自衛隊法第94条 
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種別 勧告または指示を行う要件 勧告・指示を行う者 根拠法令 

地
す
べ
り 

地すべりによって著しい危険が切迫していると

認められるとき。 

知事、その命を

受けた職員 

地すべり等防止法 

第25条 

 

（２）避難勧告 

実施基準 

・建築物等の倒壊等、災害の発生が予想されるとき。 

・火災が拡大するおそれがあるとき。 

・爆発等のおそれがあるとき。 

・地すべり、山崩れ、ため池の決壊等により危険が切迫しているとき。 

・その他地域住民の生命、身体を災害から保護するため必要と認めると

き。 

伝達内容 

・避難対象地区 

・避難先 

・避難路 

・避難の理由 

・避難時の注意事項 

・その他の必要事項 

伝達方法 

        
 

災

害

対

策

本

部 
  

緊急速報メール 
   

避
難

地

区
住

民 

 
       
   

各出先機関の職員の口頭伝達 
   

      

  
 

消防車両(サイレン、警鐘、拡声器) 
 

  
  

   
電話、伝令 

ファクシミリ 
防災行政無線 

      
     

自治会 
   

        
         
   

報道機関 
   

  
 

   

 広報車 
 

   
  

       

避難勧告 

伝達文 

（例文） 

こちらは、香芝市です。○時○分、（避難すべき事由）ため、○○地区

に避難勧告を発令しました。 

直ちに（指定緊急避難場所・指定避難所の施設名）へ避難してくださ

い。 

なお、二次災害発生の恐れがありますので、十分注意して避難してくだ

さい。 
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（３）避難指示 

実 施 基 準 
・状況がさらに悪化し、避難すべき時期が切迫したとき。 
・災害が発生した現場に残留者がいる場合 

伝 達 内 容 ・避難勧告と同じ 

伝 達 方 法 
避難勧告と同じ伝達方法を繰り返すとともに、必要に応じ直接口頭に

より伝達する。 

避 難 指 示 
伝 達 文 
（例文） 

こちらは、香芝市です。○時○分、（避難すべき事由）ため、○○地区

に避難指示を発令しました。 

大変危険な状態です。避難中の方は、直ちに（指定緊急避難場所・指定

避難所の施設名）へ避難を完了してください。避難に十分な時間がない場

合は、近くの安全な場所に避難してください。 

なお、二次災害発生の恐れがありますので、十分注意してください。 

 

（４）避難勧告・指示の解除 

本部長は、避難の必要がなくなったときは、避難している市民に対し、直ちにそ

の旨を公示・広報する。 

 

（５）県への報告 

市長が避難勧告または指示、解除をしたときは、その旨を速やかに知事へ報告す

る。 

 

２．指定緊急避難場所への避難 

ア．市長は、震災後、火災等の二次災害の発生または発生するおそれがあり、避難

準備情報及び避難勧告・指示を行った場合、被災状況に応じて、安全な指定緊急

避難場所を選定し、市民に周知する。 

イ．選定された指定緊急避難場所の施設管理者は、速やかに開設する。 

ただし、施設管理者が開設困難な場合は、所管する職員が開設する。 

ウ．自主避難あるいは避難勧告等の発令に応じて避難行動を開始した市民は、選定

された指定緊急避難場所へ避難を行う。 

エ．避難部避難所班は、選定した指定緊急避難場所について、避難収容状況のとり

まとめを行う。 

オ．指定避難所が開設されている場合は、当該指定緊急避難場所の本来の用途に戻

すため、安全を確認しながら避難者を指定避難所に移動する。 
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３．避難者の誘導 

避難誘導は、消防職員（消防団員）、警察官、自主防災組織、地元自治会役員及び

施設管理者等の協力を得て組織的に行うものとし、極力安全と統制を図り実施する。 

 

ア．誘導に当たっては、定められた指定緊急避難場所・指定避難所へ自治会単位で

の集団避難を心掛け、妊産婦、傷病人、乳幼児、高齢者、障害者及びこれらの者

に必要な介助者を優先して行う。 

なお、これらの誘導に当たっては迅速、的確に行う。 

イ．指定緊急避難場所・指定避難所及び避難路等を明示する案内標識を設置する等、

迅速に避難できるよう措置する。 

ウ．避難路については、安全を十分確認し、特に危険な箇所は誘導員の配置、誘導

ロープの設置を行い、また夜間においては、可能な限り投光器、照明器具を使用

して避難中の事故防止に万全を期する。 

エ．避難に当たっては、携行品を必要最小限に制限し、早期に避難を完了させる。 

オ．避難は、避難者が各個に徒歩で行うことを原則とするが、避難者が自力で立ち

退き不可能な場合は、車両等により行う。 

カ．震災が広範囲で大規模な立ち退き移送を要し、市では対応不可能なときは、県

に協力を要請する。 

 

４．災害時要援護者（避難行動要支援者）の避難完了確認 

救援部救援班は、災害時要援護者（避難行動要支援者）の避難完了確認は、「避難

準備情報」「避難勧告」「避難指示」の段階ごとに、避難部避難所班、各施設管理者、

自主防災組織、消防団等の協力を得て行う。 

 

ア．在宅の要援護高齢者、障害者等の避難行動要支援者の避難については、原則と

して「避難準備情報」発令段階における完了に努める。 

イ．災害時要援護者（要配慮者）関連施設の入所者・利用者については、各施設管

理者が救援部救援班に対し、「避難準備情報」「避難勧告」「避難指示」の段階ご

とに避難完了を速やかに報告する。 

その場合、安否・所在の確認された施設利用者の氏名をあわせて報告する。 

ウ．「避難勧告」「避難指示」が発令された場合、「避難準備情報」発令段階におい

て、避難完了が確認されない在宅の要援護高齢者、障害者等の避難行動要支援者

の避難については、香芝市災害時要援護者避難支援計画に基づき緊急避難するよ

う措置する。 

エ．救援部救援班は、避難行動要支援者名簿に基づき、救援部救援班で把握してい

る災害時要援護者（避難行動要支援者）情報と指定緊急避難場所・指定避難所で

作成する避難者名簿と照合し、避難完了を確認する。 
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５．学校・社会福祉施設等における避難対策 

学校、幼稚園、保育所、社会福祉施設及び病院等、集団退避を必要とする施設に

あっては、日頃から市、奈良県広域消防組合香芝消防署及び香芝警察署等の関係機関

と協議のうえ、下記事項について避難計画を定め、避難訓練を実施するとともに、震

災時に安全な避難ができるよう、関係機関と連絡を密にする。 

 

ア．避難実施責任者 

イ．避難の時期（事前避難の実施等） 

ウ．避難の順位 

エ．避難誘導責任者・補助者 

オ．避難誘導の要領・処置 

カ．避難者の確認方法 

キ．家族等への引渡し方法 

ク．登下校時の安全確保（緊急通学路の指定） 

ケ．通学路周辺の危険箇所の把握（ブロック塀等の危険性） 

 

６．警戒区域の設定等 

震災が発生し、または発生しようとしている場合において、人命または身体を保護

するために警戒区域を設定し、一般の立入りの禁止及び退去を命じることができる。 

また、警戒区域の設定については、香芝警察署、奈良県広域消防組合香芝消防署等

関係機関と連絡調整を図っておくものとし、実際に警戒区域を設定した場合にロープ

を張る等、警戒区域の表示を行い、避難等に支障のないように処置する。 

さらに、警察の協力を得て、可能な限り防犯・防火のためのパトロールを実施する。 
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■警戒区域の設定権限 

種別 設定権者 要 件（内 容） 根拠法令 

災

害

全

般 

市 長 
市民の生命または身体に対する危険を防止する

ため特に必要があると認めるとき。 

災害対策基本法 

第63条 

知 事 

市が全部または大部分の事務を行うことができ

なくなったときは、市長が実施すべき応急措置

の全部または一部を代行する。 

災害対策基本法 

第73条 

警察官 

市長若しくはその委任を受けた市の吏員が現場

にいないとき、またはこれらの者から要求が

あったとき。 災害対策基本法 

第63条 派遣を命じら 

れた部隊等の 

自衛官 

市長その他職権を行うことができる者がその場

にいない場合。 

火

災 

消防長 

消防署長 

ガス、火薬または危険物の漏えい、飛散、流出

等の事故が発生した場合において、火災が発生

するおそれが著しく大きく、かつ、火災が発生

すれば人命または財産に著しい被害を与えるお

それがあると認められるとき。 消防法第23条の２ 

警察署長 

消防長若しくは消防署長またはその委任を受け

た消防吏員若しくは消防団員が現場にいないと

き、または消防長若しくは消防署長から要求が

あったとき。 

水
災
を
除
く
災
害 

消防吏員 

消防団員 
水災を除く災害の現場。 

消防法第28条 

同第36条 

警察官 

消防吏員または消防団員が現場にいないとき、

または消防吏員または消防団員の要求があった

とき。 
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第３節 指定避難所の開設・運営 

実施担当 避難所班、本部班 

 

計画方針 
・地震による家屋の滅失、損壊により避難を必要とする市民を臨時に収

容することのできる指定避難所を選定し、開設する。 

 

１．指定避難所の開設 

（１）指定避難所の開設 

ア．本部長は、地震が発生し、または発生するおそれのある場合に、災害の種類、

被害状況等を特に考慮し、適切な指定避難所を選定・開設する。 

指定避難所を開設するときは、速やかに避難所施設の管理者に連絡し、指定避

難所の安全性を確認した上で開設する。 

イ．本部長は、速やかに避難部避難所班を派遣し、指定避難所を開設する。 

ただし、緊急を要する場合で、職員の派遣が困難な場合は、消防団員やあらか

じめ要請した自主防災組織の役員や施設の管理者を開設者とすることができる。 

ウ．指定避難所を開設した場合、総合調整部本部班は、直ちに次の事項を知事及び

香芝警察署長に報告する。（閉鎖したときも同様に報告する） 

（ア）開設の日時、場所 

（イ）箇所数及び収容人員 

（ウ）開設期間の見込み 

（エ）避難対象地区名 

エ．指定避難所の開設期間は、震災発生の日から７日以内とする。 

ただし、収容期間の延長の必要があるときは、期間を延長することができる。 

オ．指定避難所の収容能力を超える避難者が生じた場合は、指定避難所以外の施設

でも、安全性を確認した上で、施設管理者の同意を得て開設する。 

なお、それでも不足するときは、県等への要請などにより、必要な施設の確保

を図る。 

 

（２）指定避難所の収容対象者 

ア．住居が全壊、全焼、大規模半壊、半壊、半焼等の被害を受け、居住の場所を

失った者 

イ．自己の住家には直接被害はないが、現実に震災に遭遇し、速やかに避難しなけ

ればならない者 

ウ．震災により、現に被害を受けるおそれがある者 
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エ．避難指示は発せられないが、緊急に避難することが必要である者 

オ．その他避難が必要と認められる者 

 

２．指定避難所の管理・運営 

（１）管理責任者 

指定避難所の管理責任者は、原則として避難所派遣職員とする。 

ただし、緊急を要する場合で、職員の派遣が困難な場合は、当該施設の管理者、

自治会、自主防災組織等の中から指名した者を管理責任者とすることができる。 

 

（２）自主運営 

避難部避難所班は、自治会、自主防災組織等を中心とした地域住民組織の自主的

な活動によって指定避難所の運営が行われるよう支援する。 

なお、避難者主体の自治組織を設置するにあたっては、女性の参画を推進する。 

 

（３）ボランティアの役割 

避難部避難所班は、必要に応じてボランティアに対して協力を求める。 

 

（４）指定避難所の管理・運営 

ア．避難者の把握 

管理責任者は、避難者名簿（帰宅困難者、屋外避難者を含む。）を作成し、避

難者の実態を把握するとともに、避難部避難所班を通じて情報収集部情報収集整

理班に報告する。 

イ．食糧、生活必需品等の請求、受取、配布 

管理責任者は、指定避難所全体で集約された食糧、生活必需品、その他物資の

必要数について、避難部避難所班を通じて市民部市民班及び救援部救援班に報告

し、調達を要請する。 

ウ．情報等の提供 

避難者の不安感の解消と指定避難所内の秩序維持のため、生活情報、応急対策

の実施状況・予定等の情報、避難者心得等を提供する。 

その際、口頭での説明のほか、情報伝達に障害のある避難者に配慮し、掲示板

の設置、チラシの配布等の方法も用いる。 

エ．生活環境への配慮 

管理責任者は、避難所生活の長期化に対応して、避難者のプライバシー保護、

テレビ等の生活機器の確保、入浴支援の実施等、生活環境に注意を払い、常に良

好なものとするよう努める。 
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オ．女性や災害時要援護者（要配慮者）への配慮 

指定避難所の生活においては、災害時要援護者（要配慮者）の介護及び性別や

子どもに配慮したスペース（更衣室、洋式トイレ、洗濯干し場、授乳室、交流

（遊び）スペース等）、食物アレルギーのある者に配慮した食料や生活用品を確

保する。 

また、避難者や指定避難所に係わる運営スタッフ等の心身のケアのために医師

や看護師による巡回の必要性を把握し、必要な措置を講ずるよう努めるとともに、

入浴施設設置の有無及び利用頻度、洗濯等の頻度、暑さ・寒さ対策の必要性、食

料の確保、配食等の状況、ごみの処理状況など、指定避難所の衛生状態等の把握

に努め、必要な措置を講ずる。 

このほか、以下の事項に配慮する。 

（ア）管理責任者は、指定避難所を開設した場合、地域住民組織やボランティア

等の協力を得て、高齢者、障害者、乳幼児、妊婦等の災害時要援護者（要配

慮者）を把握し、これらの者に対して健康状態等について聞き取り調査を行

う。 

（イ）管理責任者は、調査の結果に基づき、これらの者が福祉避難所、社会福祉

施設、病院等へ入所できるよう避難部避難所班を通じて救援部救援班と協議

する。 

また、それら施設等への入居が困難な場合は、指定避難所でも比較的落ち

着いた場所を提供するなどの配慮を行う。 

（ウ）スロープが設置されていない施設の管理責任者は、必要に応じて仮設のス

ロープを設置する。 

（エ）女性や災害時要援護者（要配慮者）に配慮したトイレが設置されていない

施設の管理責任者は、必要に応じて仮設トイレの設置・増設等の対応策につ

いて避難部避難所班と協議する。 

（オ）女性用物資の保管管理や女性スタッフによる配布体制の確保に努める。 

カ．情報収集部への報告 

管理責任者は、次の事項が発生したときには、直ちに避難部避難所班を通じて

情報収集部情報収集整理班に報告する。 

（ア）被災者の収容を開始したとき。 

（イ）収容者の全部が退出または転出したとき。 

（ウ）収容者が死亡したとき。 

（エ）指定避難所に悪疫が発生したとき。 

（オ）その他報告を必要とする事項が発生したとき。 

 

（５）他の指定避難所への収容 

ア．管理責任者は、地震により多数の被災者が発生し、当該指定避難所では収容で

きない場合、本部長の指示のもと、避難者を他の地区の指定避難所に収容する。 

イ．被災地域が広域にわたり、市域内に予定していた指定避難所では被災者の収容
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ができない場合、本部長は、県を通じて他の市町村への避難を要請する。 

ウ．他の指定避難所に避難者を輸送する場合は、その距離を考慮したうえで、輸送

手段を判断する。 

また、避難者の生命、身体保護のため、輸送を必要とする場合は、総務部総務

班を通じて、市保有の車両または借り上げ車両により輸送を行う。 

 

３．指定避難所の閉鎖 

ア．本部長は、震災の状況により避難者が帰宅できる状態になったと認めるときは、

指定避難所の閉鎖を決定し、管理責任者に必要な指示を与える。 

イ．管理責任者は、本部長の指示により避難者を帰宅させるほか、必要な処置をと

る。 

ウ．本部長は、避難者のうち住居が倒壊等により帰宅困難な者がある場合について

は、指定避難所を縮小して存続させる等の処置をとる。 
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第４節 帰宅困難者対策 

実施担当 情報収集整理班、救援班、市民班、避難所班 

 

計画方針 

・震災発生直後に、人々が一斉に徒歩帰宅を開始した場合、路上や鉄道

駅周辺で大混雑が発生し、集団転倒等の二次災害が発生する恐れがあ

ることから、早期に「むやみに移動を開始しない」という基本原則を

呼びかけるとともに、帰宅困難者への速やかな情報提供や状況が落ち

着いた後の帰宅支援を実施する。 

 

１．発災直後の対応 

（１）一斉帰宅抑制の呼びかけ 

情報収集部情報収集整理班は、帰宅行動を抑制するため、市民、企業等に対して

むやみに移動を開始しないことの呼びかけを行う。 

 

（２）事業所等における対応 

事業所等は、発災直後の一斉帰宅行動を抑制するため、施設の安全を確認した上

で、従業員等を施設内または安全な場所に待機させる。 

 

（３）集客施設や駅等における対応 

集客施設や公共交通機関等の事業者は、施設の安全を確認後、利用者を施設内の

安全な場所で保護する。 

 

２．帰宅困難者への情報提供 

情報収集部情報収集整理班及び市民部市民班は、帰宅困難者に対し、地震に関する

情報、地域の被害情報、交通状況に関する情報などについて、交通事業者と協力して

駅前に情報を掲示するほか、コンビニエンスストア、ガソリンスタンド等と協力して

トイレ利用や情報の提供を行うなど、帰宅支援となる情報を提供する。 

また、言葉に不自由な外国人に対しては、ボランティアや地域住民等の協力を得て、

チラシ等を利用して、必要な情報を提供する。 
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３．応急食糧・飲料水・生活必需品の供給 

救援部救援班及び市民部市民班は、帰宅困難者の状況を把握し、必要に応じて、応

急食糧、飲料水、毛布等を提供する。 

 

４．一時滞在施設の開設 

避難部避難所班は、あらかじめ選定した指定避難所等について、施設の安全を確

認した上で、一時滞在施設として開設する。 
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第５節 救助・救急活動 

実施担当 救援班、消防部、警察 

 

計画方針 

・被害状況の早期把握に努め、部隊配備を確立するとともに、関係機関

と相互に連携を図りつつ、迅速かつ的確な消火活動、人命救助・救急

活動を実施する。 

 

１．救助・救急活動 

震災のため生命、身体に危険が及んでいる者あるいは生死不明の状態にある者を救

出し、または捜索してその人を保護するため、救助・救急活動を行う。 

 

（１）実施機関 

救援部救援班及び消防部が、香芝警察署と協力して実施する。 

これらのみでは対応できない場合は、隣接する警察署、市町村、県に応援を要請

し、特に大規模災害に際して必要と思われるときは、県に対し自衛隊の派遣を依頼

する。 

 

（２）救助の対象 

ア．地震時、倒壊家屋の下敷きになったような場合 

イ．地震火災時に火中に取り残されたような場合 

ウ．地震に伴う崖崩れ、山崩れ、地すべり等の土砂災害に遭遇した者 

エ．地震に伴う列車、自動車等の大事故によって、生命や身体が危険な状態にある

者 

オ．地震に伴うガス、危険物、薬品の爆発、流出、漏洩等の大事故により、生命や

身体が危険な状態にある者 

カ．その他、救出、救助を必要とする者 

 

（３）救助の方法 

ア．消防部は、救助に必要な車両・特殊機材・救助用資機材等を準備または調達し、

迅速に救助（救出）を実施する。 

イ．延焼火災及び救助事案が同時に多発している場合は、延焼火災現場での人命救

助活動を実施する等、救命効果の高い活動を実施する。 

ウ．救助活動を行う場合は、必要に応じ災害現場に現地本部を設置し、地域住民、

自主防災組織、関係機関とも連携し、救助（救出）を行う。 
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また、救助資機材等を備蓄し、自主防災組織、ボランティア等に配付、貸与し、

初動時における救助（救出）の円滑を図る。 

 

（４）救助・救急活動 

ア．初動期における負傷者の搬送は、現場で判断し、適宜実施する。 

イ．救助・救急活動は、救命措置を必要とする重症者を最優先とする。 

ウ．傷病者等に対する応急手当の実施及び傷病程度に応じた収容先、搬送先等を判

断するとともに、応急救護を実施する。 

 

（５）行方不明者の捜索 

消防部は、関係機関との密接な連携のもと、迅速かつ的確に行方不明者の捜索を

実施する。 

 

ア．震災の規模等を勘案して、警察との密接な連携のもと、地域住民の協力を得て

行方不明者の捜索を実施する。 

また、関係機関と密接に連絡をとり、行方不明者名簿を作成する。 

イ．行方不明者の捜索機関は、震災発生の日から 10 日以内とする。 

ただし、10 日間を経過してもなお捜索を要する場合には、本部長の指示に

よって継続して実施する。 

ウ．行方不明者捜索中に遺体を発見した場合は、速やかに所定の手続きをとる。 

 

（６）相互応援 

市単独では、十分に救助・救急活動が実施できない場合、負傷者を搬送するため

ヘリコプター等が必要な場合、または資機材が必要な場合は、県、他市町村等に応

援を要請する。 
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第６節 医療救護活動 

実施担当 救援班、消防部、本部班 

 

計画方針 

・震災時において、緊急医療及び助産の必要な罹災者のうち、混乱等の

ため医療及び助産の途を失った者に対する医療援助について以下のと

おり実施する。 

 

１．医療情報の収集活動 

救援部救援班は消防部と協力して、医療関係機関と密接な連携のもと、医療施設の

被害状況及び空床状況等の災害医療情報の迅速かつ的確な把握に努める。 

 

２．初期医療体制 

地震発生後、倒壊現場や火災現場等において発生した負傷者に対し、震災現場でト

リアージ判定を行い、負傷者の身体に直接トリアージタッグを付したうえ、応急手当

を実施し、重症者を救急医療機関等へ搬送する。 

また、多くの軽傷者は、指定避難所に開設される救護所や最寄りの医療機関で医療

処置を受ける。 

ただし、救護所が開設されるまでは、本部長は医療救護班を派遣し、応急手当を行

う。 

 

３．現地医療対策 

被災市民に対し現地医療活動を実施するため、必要に応じて医療救護所を設置する

とともに、医療救護班を組織・派遣するなど現地医療を確保する。 

 

（１）現地医療の確保 

ア．医療救護所の設置 

救援部救援班は、必要に応じて医療救護所を設置し、運営する。 

なお、医療救護所を設置した場合は、その旨の標識を設置するとともに、総合

調整部本部班を通じて関係機関に報告を行う。 

（ア）設置基準 

・市内医療機関が被災し、その機能が低下または停止したために、市内医療

機関だけでは対応できない場合 

・傷病者が多数で、市内医療機関だけでは対応できない場合 
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・被災地域と医療機関との位置関係、または傷病者数と搬送能力との関係か

ら、被災地域から医療機関への傷病者の搬送に時間がかかるため、被災地

域での対応が必要な場合 

（イ）設置場所 

医療救護所の設置場所は、あらかじめ選定した予定場所の中から、衛生状

態、安全性を確認のうえ、被害状況に応じて決定する。 

設置予定場所：保健センター、香芝西中学校、香芝中学校、香芝東中学校、

香芝北中学校 

イ．医療救護所の運営 

次の事項に留意のうえ、医療救護所を運営する。 

（ア）医療品、医療用資機材の補給 

（イ）医療用水の確保 

（ウ）交代要員の確保 

（エ）食糧、飲料水の確保 

（オ）携帯電話等通信手段の確保 

（カ）その他医療救護活動に必要な事項 

 

（２）医療救護班の編成・派遣 

救援部救援班は、医療救護所を設置した場合、医療救護班を編成し、派遣する。 

 

ア．医療救護班の編成及び構成 

医療救護班は、医師２名、保健師または看護師２名、補助員２名の計６名を標

準として１班を構成し、震災の規模等の状況に応じて班数を設定する。 

また、歯科医療救護班として、歯科医師１名、歯科衛生士２名、補助員１名の

計４名を標準として１班を構成する。 

イ．派遣要請 

医療救護班が不足する場合は、県及び日本赤十字社奈良県支部に医療救護班の

派遣を要請する。 

 

（３）医療救護班の受入れ、調整 

救援部救援班は、医療救護班の受入窓口を設置するとともに、医療救護所への配

置調整を行う。 

 

４．後方医療活動 

市内及び周辺市町村の病院及び医院は、被災地内の医療機関や医療救護所では対応

できない重症患者や、特殊な医療を要する患者等に対する医療を実施する。 

また、これらの後方医療施設への患者の搬送については特に緊急を要するため、輸
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送手段を優先的に確保する等特段の配慮を行う。 

 

５．医薬品等の確保供給活動 

救援部救援班は、地域の各種医療機関や薬局の協力を得て、医療救護活動に必要な

医薬品、医療用資機材の調達、供給活動を実施する。 

また、不足が生じた場合は、県に対して供給の要請を行う。 
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第７節 緊急輸送活動 

実施担当 調査復旧班、本部班、総務班、道路管理者 

 

計画方針 
・消火・救助・救急、医療並びに緊急物資の供給を迅速かつ的確に実施

するための緊急輸送活動に努める。 

 

１．緊急輸送道路の決定と確保 

（１）道路施設の調査・点検 

建設部調査復旧班は、道路管理者等と連携してあらかじめ選定した緊急輸送道路

の中から使用可能な道路を把握するため、当該道路施設の被害状況及び安全性の点

検を行う。 

 

（２）県への点検結果の報告等 

総合調整部本部班は、道路施設の点検結果を県及び警察に報告するとともに、市

域に流入するその他の道路について、県から情報を収集する。 

 

（３）緊急輸送道路の決定 

建設部調査復旧班は、県、警察、道路管理者と協議のうえ、道路施設の点検結果

を踏まえ、被災地の状況、緊急輸送活動等の状況に基づき、確保すべき緊急輸送道

路を決定する。 

 

（４）緊急輸送道路の道路啓開 

建設部調査復旧班は、緊急輸送道路を確保するため、道路啓開に必要な人材、資

機材等を民間業者等の協力を得て調達し、市管理道路の啓開作業を行う。 

また、他の道路管理者等が行う道路啓開作業に協力するとともに、必要に応じて

啓開作業を行う。 

 

２．輸送手段の確保 

総務部総務班は、避難者及び災害応急対策の実施に必要な人材や資機材等を輸送す

るため、市の所有する車両を活用するほか、運送業者等の車両を調達し、緊急物資や

災害復旧資機材等の緊急輸送体制を確保する。 
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（１）車両の確保 

総務部総務班は、市が所有するすべての車両の集中管理を行い、車両が不足する

場合は、運送業者等に協力を依頼する。 

市内で車両の確保が困難な場合は、次の事項を明示して他市町村または県に斡旋

を要請する。 

 

ア．輸送区間及び借り上げ期間 

イ．輸送人員または輸送量 

ウ．車両等の種類及び台数 

エ．集結場所及び日時 

オ．車両用燃料の給油場所及び給油予定量 

カ．その他必要事項 

 

（２）配車計画 

ア．輸送の優先順位 

輸送は、次の項目について行うが、車両の配車、運用に当たっての基本的な優

先順位は、概ね以下の順とする。 

（ア）負傷病者、災害時要援護者（要配慮者）等の被災者の輸送 

（イ）被災者の避難のための人員の輸送 

（ウ）医療救護のための人員及び資機材の輸送 

（エ）被災者救出のための人員及び資機材の輸送 

（オ）公共施設の応急復旧のための人員及び資機材の輸送 

（カ）飲料水の供給のための物資の輸送 

（キ）緊急物資の輸送 

（ク）その他災害対策に必要な人員及び物資の輸送 

イ．配車手続等 

（ア）総務部総務班は、各部各班で所有する車両及び運送業者等から調達した車

両について、総合的に調整し、配分する。 

（イ）車両の運行に必要な人員は、原則として各班の要員をもってあてる。 

（ウ）防災関係機関から要請があったときは、待機車両の活用等により可能な限

り協力する。 

 

（３）緊急通行車両の確認 

ア．事前届出済みの車両 

災害対策基本法に基づく交通規制が実施された場合、事前届出済みの交付を受

けている車両については、直ちに緊急通行車両の確認を行い、標章及び緊急通行

車両確認証明書の交付を受ける。 
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イ．震災発生後の届出 

災害対策基本法に基づく交通規制が実施された場合、総務部総務班が運送業者

等から調達した車両については、直ちに自動車検査証等の必要書類を警察に持参

し、緊急通行車両としての申請を行う。 

ウ．緊急通行車両標章は、車両前面の見やすい位置に掲示し、確認証明書は車両に

備え付ける。 

 

（４）車両以外の輸送手段 

道路、橋りょうの損壊等により輸送できない場合若しくは著しく緊急性を要する

場合には、鉄道や航空機等による輸送計画を作成し、被災地域の状況に応じた輸送

体制を確保する。 
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第８節 交通規制 

実施担当 調査復旧班、本部班、情報収集整理班、道路管理者、警察 

 

計画方針 

・県公安委員会、警察との連携のもと、交通の混乱を最小限にとどめ、

被災者の安全な避難と緊急車両等の通行を確保するため、交通規制を

実施する。 

 

１．交通規制の実施責任者 

震災によって、交通施設、道路等に危険な状況が予想され、または発見したとき、

若しくは通報によって認知した場合は、次の区分により区間を定めて道路の通行を禁

止し、または規制を行うが、道路管理者及び警察は、密接な連携のもとに適切な措置

を講じる。 

 

■交通規制の実施責任者及び範囲 

区  分 実施責任者 範      囲 根 拠 法 

道路管理者 

国土交通大臣 

知 事 

市 長 

１．道路の破損、決壊その他の事由に

よって、危険であると認められる場合 

２．道路に関する工事のため、やむを得

ないと認める場合 

道路法 

第46条第１項 

警 察 

公安委員会 

震災が発生し、または発生しようとし

ている場合において、災害応急対策が的

確かつ円滑に行われるようにするため、

必要があると認められる場合 

災害対策基本法 

第76条 

道路における危険を防止し、その他交

通の安全と円滑化を図るため、必要があ

ると認められる場合 

道路交通法 

第４条第１項 

警察署長 

道路交通法第４条第１項に基づき、公

安委員会の行う規制のうち、適用期間が

短い場合 

道路交通法 

第５条第１項 

警察官 

道路における交通が著しく混雑するお

それがある場合 

道路交通法 

第６条第２項 

道路の破損、火災の発生、その他の事

情によって、道路において交通の危険が

生じ、またはそのおそれがある場合 

道路交通法 

第６条第４項 
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２．道路管理者による交通規制 

建設部調査復旧班は、市が管理する道路について、道路の破損、決壊等によって交

通が危険であると認められる場合、または災害道路の応急復旧等の措置を講じる必要

がある場合には、警察と協議し、道路法に基づく通行の禁止または制限を実施する。 

 

３．県公安委員会、県警察による交通規制 

災害応急対策活動を実施するため必要があると認めるときは、指定緊急避難場所・

指定避難所の状況、道路の被害程度等を考慮して決定した緊急交通路について、緊急

自動車以外の車両の通行禁止・制限等の交通規制を行う。 

 

４．警察官、自衛官及び消防吏員による措置命令 

警察官は、通行禁止区域等において、車両その他の物件が緊急通行車両の通行の妨

害となることによって災害応急対策の実施に障害が生じるおそれがあると認める場合

は、災害対策基本法第 76 条の３に基づき、車両その他の物件の所有者等に対して緊

急通行車両の円滑な通行を確保するために必要な措置を命じる。 

また、災害派遣を命じられた部隊等の自衛官及び消防吏員は、災害対策基本法第

76 条の３に基づき、警察官がその場にいない場合に限り、自らの緊急通行車両の通

行のため、同様の措置を講じる。 

 

５．相互連絡 

総合調整部本部班は、道路管理者、県公安委員会、県警察と被災地域の実態、道路

及び交通の状況に関する情報を相互に交換するとともに、交通規制を必要とする場合

には、事前に道路の通行、制限の対象、区間、理由等を相互に協議する。 

 

６．交通規制の標識等の設置 

建設部調査復旧班は、車両の通行を禁止し、または制限する措置を講じた場合は、

緊急かつ一時的な場合を除き、法令の定めに基づき、車両の通行の禁止または制限の

対象、区間、期間等を表示した道路標識等を設置する。 

 

７．広 報 

情報収集部情報収集整理班は、道路における車両の通行禁止等の交通規制の措置を

講じた場合には、前記措置のほか、警察、報道機関等を通じて、消防機関、医療機関、

自衛隊、交通関係事業者、ライフライン事業者等、緊急輸送活動に係る関係機関等に

対して、その状況を連絡するとともに、市民に対しても、規制内容、迂回路について
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広報する。 
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第９節 交通の安全確保 

実施担当 調査復旧班、情報収集整理班、本部班、施設管理者、警察 

 

計画方針 
・地震発生時における迅速かつ的確な初動対応を行うとともに、利用者

の安全確保のための対策を講じる。 

 

１．道路施設 

（１）被害状況の報告 

建設部調査復旧班は、地震が発生した場合には、速やかに市域の道路の被害状況

を調査し、情報収集部情報収集整理班に報告する。 

なお、被害が生じた場合には、総合調整部本部班を通じて県に報告する。 

 

（２）他の道路管理者への通報 

市が管理する以外の道路に被害が生じている場合は、総合調整部本部班を通じて

当該道路管理者に適切な措置を講じるよう通報する。 

 

（３）各道路管理者における対応 

建設部調査復旧班及びその他の道路管理者は、利用者の安全確保のための対策を

講じる。 

 

ア．あらかじめ定めた基準に基づき、通行の禁止または制限、若しくは速度制限を

行う。 

イ．負傷者には、応急救護の措置を講じるとともに、必要に応じて、奈良県広域消

防組合香芝消防署及び警察に通報し、出動の要請を行う。 

ウ．交通の混乱を防止するため、通行車両の迂回路への誘導等適切な措置を講じる。 

 

２．鉄道施設 

（１）被害状況の報告 

調査部被害調査班は、地震が発生した場合には、各鉄道施設管理者と連携して、

速やかに市域の鉄道施設の被害状況を調査し、情報収集部情報収集整理班に報告す

る。 

なお、被害が生じた場合には、総合調整部本部班を通じて県に報告する。 



第 3編 地震災害応急対策計画 

第 2章 初動期の応急活動 第 9節 交通の安全確保 

3-70 

 

（２）鉄道施設管理者における対応 

鉄道施設管理者は、利用者の安全確保のための対策を講じる。 

 

ア．あらかじめ定めた基準に基づき、列車の緊急停車、運転の見合せまたは速度制

限を行う。 

イ．負傷者には、応急救護の措置を講じるとともに、必要に応じて、奈良県広域消

防組合香芝消防署及び警察に通報し、出動の要請を行う。 

ウ．乗客の混乱を防止するため、適切な車内放送及び駅構内放送を行うとともに、

状況に応じて安全な場所への誘導を行う。 
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第１０節 大規模消火対策 

実施担当 消防部 

 

計画方針 
・被害状況の早期把握に努め、部隊配備を確立するとともに、関係機関

と相互に連携を図りつつ、迅速かつ的確な消火活動を実施する。 

 

１．消火活動 

消防部は、出火・延焼災害時に際し、消防の機能を最大限に発揮して、災害から市

民の生命、身体、財産を保護し、その被害を軽減することを目的として次のとおり実

施する。 

 

（１）活動の基本 

職員は、同時に多数の火災、救助・救急事象が発生することを認識し、自己隊の

責任で対処する決意をもって消防力を最大限に発揮し、効果的な火災現場活動及び

救助・救命活動に努めなければならない。 

 

（２）火災出動の原則 

消防力が火勢に対して優勢な場合は、先制防御活動により一挙鎮滅を図り、消防

力が下回るときは、震災消防活動の効率性を確保するため、次の原則により出動す

る。 

 

ア．避難地、避難路確保の優先 

延焼火災が発生した場合は、人命の安全を優先とした避難地、避難路確保の防

御を行う。 

イ．重要地域防御の優先 

同時に複数の延焼火災が発生した場合は、重要かつ危険度の高い地域を優先し

て防御を行う。 

ウ．消火可能地域防御の優先 

同地域に複数の延焼火災が発生した場合は、消火可能地域を優先に防御を行う。 

エ．重要対象物防御の優先 

同時に複数の延焼火災が発生した場合は、重要対象物を優先に防御を行う。 
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第１１節 二次災害の防止 

実施担当 
調査復旧班、情報収集整理班、本部班、総務班、避難所班、上水道班、

下水道班、施設管理者、警察 

 

計画方針 

・余震による地すべり、崖崩れ及び建築物の倒壊、地震火災による延焼

等に備えて、二次災害防止対策を講じるとともに、二次災害への心構

えについて市民の啓発に努める。 

 

１．土砂災害危険箇所 

建設部調査復旧班は、余震あるいは降雨等による二次的な土砂災害を防止するため

に、総合調整部本部班を通じて、県に対し斜面判定士の出動要請を行う。 

斜面判定士は、土砂災害危険箇所や被災施設に対する点検を行い、その結果危険性

が高いとされた箇所については、関係機関や地域住民に周知を図り適切な応急対策を

行うとともに、災害の発生のおそれのある場合は速やかに避難対策を実施する。 

 

２．公共土木施設等 

建設部調査復旧班は、二次災害を防止するため、公共土木施設や危険箇所の被害状

況等を早急に把握し、必要に応じて応急措置を講じる。 

 

（１）道路、橋りょう 

ア．被害状況の把握 

道路や橋りょうの被害状況、障害物等の状況を把握するとともに、危険箇所の

早期発見に努める。 

イ．他の道路管理者への通報 

市管理道路以外の道路が損壊等によって通行に支障を来している場合は、総合

調整部本部班を通じて当該道路管理者に通報し、応急措置の実施を要請する。 

ただし、事態が緊急を要し、当該道路管理者による応急措置を待ついとまのな

い場合は、必要最小限の範囲で応急措置を講じるとともに、当該道路管理者にそ

の旨を報告する。 

ウ．避難及び立入制限 

著しい被害を生じるおそれがある場合は、速やかに関係機関及び市民に周知す

るとともに、必要に応じて適切な避難対策及び危険箇所への立入制限を実施する。 

エ．応急措置 

被害を受けた市管理道路について、優先順位の高いものから障害物の除去、仮
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復旧措置を講じる。 

また、市単独での応急復旧が困難な場合は、総合調整部本部班を通じて国土交

通省または県に対し応援を要請する。 

 

（２）河川、水路、ため池 

ア．被害状況の把握 

護岸の被害状況、水路の橋脚・工事箇所の仮設物等に係る浮遊物等の障害物の

除去、ため池の被害状況を把握するとともに、危険箇所の早期発見に努める。 

イ．河川管理者、ため池管理者への通報 

市の所管施設以外の被害や障害物等を発見した場合は、総合調整部本部班を通

じて当該施設管理者に通報し、応急措置の実施を要請する。 

ウ．避難及び立入制限 

著しい被害を生じるおそれがある場合は、速やかに関係機関及び市民に周知す

るとともに、必要に応じて適切な避難対策及び危険箇所への立入制限を実施する。 

エ．応急措置 

障害物の除去、応急排水、被害を受けた堤防、護岸、水門等の仮復旧措置を速

やかに実施するとともに、市の所管施設以外の応急措置に協力する。 

また、市単独での応急復旧が困難な場合は、総合調整部本部班を通じて県に対

し応援を要請する。 

 

３．建築物 

（１）公共建築物 

総務部総務班及び避難部避難所班は、公共建築物の被害状況を早急に把握し、必

要に応じて応急措置を行う。 

また、建設部調査復旧班は、二次災害を防止するため応急危険度判定を実施する。 

 

ア．市所管の公共建築物 

市が所管する公共建築物のうち、防災関連業務に必要な施設に被害が生じてい

る場合は、被害状況に応じて応急措置を講じる。 

（ア）危険個所があれば緊急に復旧措置を講じる。 

（イ）機能確保のため、必要限度内の復旧措置を講じる。 

（ウ）電気・ガス・通信等の応急措置及び補修が必要な場合は、総合調整部本部

班を通じて関係機関に応急措置の実施を要請する。 

（エ）応急措置が不可能な場合は、建物内への立入禁止措置や避難対策等の二次

災害防止対策を講じる。 

（オ）防災関連業務の実施のため必要がある場合は、仮設建築物の建設を手配す

る。 
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イ．市所管以外の公共建築物 

なお、市の所管以外の公共建築物に被害が生じている場合は、総合調整部本部

班を通じて当該施設管理者に通報し、必要に応じて応急措置の実施を要請する。 

 

（２）民間建築物 

建設部調査復旧班は、総務部被害調査班が実施した被害状況調査に基づき、民間

建築物の応急危険度判定を行う。 

また、総合調整部本部班を通じて被害状況を県に報告する。 

 

（３）被災建築物応急危険度判定・被災宅地危険度判定 

ア．被災建築物応急危険度判定・被災宅地危険度判定作業の準備 

判定作業に必要な次のものを準備するとともに、実施に当たり被災建築物応急

危険度判定士・被災宅地危険度判定士の人数や資機材が不足する場合は、県に支

援要請を行う。 

（ア）住宅地図等の準備、割当区域の計画 

（イ）被災建築物応急危険度判定士・被災宅地危険度判定士の受入れ名簿の作成 

（ウ）震災に係る住家・宅地の被害認定基準運用指針、調査表、判定標識、備品

等の交付 

イ．調査の体制 

各判定士を中心として、２人１組の判定チームを編成し、調査を実施する。 

ウ．判定結果の通知 

判定結果については、判定ステッカーの貼付等によって建築物の所有者等にそ

の応急危険度を周知し、二次災害の防止に努める。 

エ．相談窓口の設置 

判定結果に対する相談等に対応するための相談窓口を設置する。 

 

４．危険物等 

爆発、漏洩等の二次災害を防止するため、奈良県広域消防組合香芝消防署及び関係

者は、危険物施設、高圧ガス施設、火薬類貯蔵所、毒物・劇物の施設を保有する管理

者に対し、施設の点検及び応急措置を講じるよう要請する。 

 

（１）施設の点検、応急措置 

爆発、漏洩等の二次災害を防止するため、施設管理者に対し、施設の点検及び必

要な応急措置を講じるよう要請する。 

また、必要に応じて立入検査を行うなど適切な処置を講じる。 
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（２）避難及び立入制限 

爆発、施設の倒壊等によって著しい被害が生じるおそれがある場合は、速やかに

施設管理者に対し、市民等への連絡及び適切な避難対策を実施するよう要請する。 

また、必要に応じ、被災施設及びその周辺の危険物区域へ立入制限を実施するよ

う要請する。 

 

５．ライフラインの緊急対応 

（１）被害状況の報告 

ア．上下水道部上水道班及び下水道班は、地震が発生した場合には、速やかに所管

施設設備の被害状況を調査し、情報収集部情報収集整理班に報告する。 

なお、被害が生じた場合には、総合調整部本部班を通じて県に報告する。 

イ．ライフライン事業者は、地震が発生した場合には、速やかに所管する施設設備

の被害状況を調査し、情報収集部情報収集整理班及び県に報告する。 

 

（２）各事業者における対応 

ライフライン施設設備の被害拡大の防止や必要機能の確保、二次災害の防止のた

め、必要となる措置を講じる。 

また、必要に応じて、県、奈良県広域消防組合香芝消防署、警察等の関係機関に

通報するとともに、付近の地域住民に周知する。 

 

ア．上下水道施設 

上下水道部上水道班及び下水道班は、被害の拡大のおそれがある場合、直ちに

施設の稼働の停止、または制限を行い、情報収集部情報収集整理班に報告する。 

また、必要に応じて、総合調整部本部班を通じて県に通報するとともに、情報

収集部情報収集整理班と連携して付近の地域住民に周知する。 

イ．その他のライフライン 

（ア）電力、ガスの各事業者は、感電事故、漏電火災及びガスの漏洩等による二

次災害が発生するおそれがある場合は、それぞれの危険予防措置を講じると

ともに、市、県、警察及び付近の地域住民に周知する。 

（イ）電気通信事業者は、震災のため通信が途絶しまたは通信の輻輳が発生した

場合、災害措置計画に沿った臨時回線の作成、中継順路の変更等疎通確保の

措置及び臨時公衆電話の措置を実施する。 

また、通話が著しく困難な場合は、重要通信を確保するため、契約約款に

定めるところにより、通信の利用制限等の措置を行い、著しく通信の輻輳が

発生した場合は、安否等の情報を円滑に伝達できる災害用伝言ダイヤル等を

速やかに提供する。 

 



第 3編 地震災害応急対策計画 

第 2章 初動期の応急活動 第 12 節 支援・受援体制の整備 

3-76 

第１２節 支援・受援体制の整備 

実施担当 本部班、要員班、関係各部各班 

 

計画方針 

・県内において地震が発生し、県および被災市町村では応急対応また

は、応援措置等の実施が困難な場合に、他の市町村、都道府県及び防

災関係機関からの支援を迅速かつ円滑に受けることができるよう整備

する。 

 

１．支援体制の整備（市外で震災が発生した場合） 

（１）被災地への人的支援 

総合調整部本部班及び情報収集部要員班は連携して、震災時における応援協定、

全国市長会からの要請等に基づいて、被災地に迅速に職員を派遣する。 

 

（２）避難者の受け入れ対応 

関係各部各班は、社会福祉法人、ＮＰＯ団体、ボランティア等と連携して、訪問

調査や相談総合窓口（ワンストップサービス）の設置を行うなど、被災者のニーズ

にきめ細かく把握し、住居の確保や学校の手続など、生活全般について「とことん

親切に対応」する。 

また、県と連携して、避難してきた被災者に関する情報を把握し、被災自治体と

被災者情報を共有する。 

 

２．受援体制の整備（市内で震災が発生した場合） 

（１）県内市町村の相互協力 

市内で震災が発生し、本市だけでは十分な応急対策を実施することができない場

合には、市町村相互応援協定に基づき、県内市町村による応援・協力が実施される

ことから、市は受入体制を整備し、連携して応急対策を実施する。 

 

（２）関係機関への応援要請 

総合調整部本部班は、震災規模が大きく対応できない場合は、県を通じて、関係

機関への応援要請を行う。 
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ア．自衛隊 

イ．緊急消防援助隊 

ウ．日本赤十字社 

 

※本編第１章第８節及び第９節を参照 
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第３章 応急復旧期の活動 
 

項 目 実施担当 

第１節 緊急物資の供給 上水道班、市民班、救援班、避難所

班、情報収集整理班 

第２節 防疫・保健衛生活動 救援班、本部班 

第３節 ライフラインの確保 上水道班、下水道班、本部班、情報収

集整理班、関係事業者 

第４節 交通の機能確保 調査復旧班、施設管理者 

第５節 建築物・住宅応急対策 調査復旧班、総務班 

第６節 農林関係応急対策 調査復旧班 

第７節 応急教育等 避難所班 

第８節 文化財災害応急対策 避難所班、施設所有者・管理者 

第９節 廃棄物の処理等 環境班、本部班 

第 10 節 遺体の収容・処理・埋火葬等 環境班、本部班 

第 11 節 ボランティア等自発的支援の受入れ 救援班、本部班、総務班、要員班 

第 12 節 社会秩序の維持 情報収集整理班、本部班、救援班 

第 13 節 愛がん動物の収容対策 環境班 

 

第１節 緊急物資の供給 

実施担当 上水道班、市民班、救援班、避難所班、情報収集整理班 

 

計画方針 

・震災に際して家屋の滅失、損壊等により飲料水、食糧、生活必需品の

確保が困難な地域住民に対して、迅速に必要な物資を供給するよう努

める。 

 

１．給水活動 

（１）情報の収集 

上下水道部上水道班は、地震発生後、早期に次の情報を集約・整理して、被害の

範囲・規模を把握する。 

 

ア．配水場等上水道施設の状況を確認し、貯水量の把握を行う。 

イ．給水区域の断水状況の収集・把握を行う。 
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（２）給水の実施 

上下水道部上水道班は、把握した情報に基づき応急給水計画を作成し、応急給水

を実施する。 

 

ア．給水対象者 

（ア）地震により上水道施設が被災し、飲料水を得ることができない者 

（イ）飲料水の汚染等により、飲料に適した水を得ることができない者 

イ．目標量 

被災者１人当たり１日３リットルを目標として供給し、応急復旧の進捗に合わ

せて順次給水量を増加する。 

ウ．給水方法 

（ア）給水拠点における給水 

配水場を給水拠点として、給水を実施する。 

（イ）指定避難所、公共施設等への給水 

指定避難所や公共施設等に給水タンクを設置して、給水拠点から給水タン

ク車による運搬給水を行う。 

（ウ）医療機関等への給水 

貯水槽等を備えている医療機関等へは、給水拠点から給水タンク車による

運搬給水を行う。 

（エ）県営水道の応急給水栓における給水 

設給水栓を設置して、給水袋、容器等への給水等を行う。 

 

（３）広 報 

情報収集部情報収集整理班を通じて、市の広報車や防災行政無線により給水場所

や給水時間を市民に広報するとともに、震災時における節水について周知する。 

 

（４）応援要請 

市単独で十分な給水活動を実施することが困難な場合は、総合調整部本部班を通

じて県、他の市町村に応援を要請する。 

 

２．食糧の供給 

市民部市民班は、避難者、被災者等に対する食糧を確保し、炊き出しその他の方法

によって応急供給を実施するよう努める。 
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（１）食糧供給の対象者 

ア．指定避難所に収容された者 

イ．在宅避難者 

ウ．旅行者、市内通過者等で他に食糧を得る手段のない者 

 

（２）必要量の把握 

食糧供給の対象者数から必要な数量を把握するとともに、指定避難所ごとの必要

量も算定し、供給計画を作成する。 

 

（３）食糧の確保 

食糧供給計画に基づき、市が保有する備蓄食糧や調達によって確保する。 

 

ア．災害用備蓄物資 

市が備蓄する食糧は、「災害用備蓄物資一覧」（資料編 資料６－２）に示すと

おりである。 

イ．調達食糧 

協定業者等から調達するとともに、流通状況に応じ、その他の業者からも調達

する。 

また、市において食糧の調達が困難な場合は、総合調整部本部班を通じて、県

や他の市町村等に応援を要請する。 

なお、他の市町村や近畿農政局奈良地域センター、日本赤十字社奈良県支部に

応援要請を行った場合は、県に報告する。 

ウ．災害時要援護者（要配慮者）への配慮 

高齢者や病弱者、障害者等には、必要に応じて、かゆ等の食べやすい食糧の供

給を行う。 

また、乳幼児には、粉ミルクの供給を行う。 

 

（４）供給方法 

自治会や自主防災組織、ボランティア等の協力を得て、被災者に不安を抱かせな

いよう迅速に食糧を供給する。 

なお、供給に当たっては、供給品目や数量等を明らかにし、被災者間に不公平が

生じることのないよう配慮する。 

 

（５）炊き出しの実施 

避難部避難所班と連携し、必要に応じて炊き出しを実施する。 
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ア．炊き出しの方法 

（ア）炊き出しは、自治会や自主防災組織、ボランティア、自衛隊等の協力を得

て実施する。 

（イ）炊き出しの実施については、避難状況、ライフライン復旧状況及び協力体

制の整備状況を勘案して決定する。 

（ウ）他団体等からの炊き出しの申入れについては、調整のうえ受入れる。 

イ．炊き出しの場所 

炊き出しは、指定避難所等の適当な場所において実施する。 

なお、調理施設がない、または利用できない場所においては、応急的な調理施

設及び資機材の確保に努める。 

 

３．生活必需品の供給 

救援部救援班は、被災者に対し、寝具や被服等の生活必需品を迅速かつ的確に供給

するよう努める。 

 

（１）生活必需品供給の対象者 

住家に被害を受け、生活必需品を失い、必要最小限の日常生活を営むことが困難

な者 

 

（２）供給する生活必需品の内容 

被災者の実情に応じて、次に掲げる品目の範囲内において現物供給する。 

 

ア．被服、寝具及び身のまわり品 

イ．タオル、石けん等の日用品 

ウ．ほ乳瓶 

エ．衛生用品 

オ．炊事道具、食器類 

カ．光熱用品 

キ．医薬品等 

ク．高齢者・障害者等用の介護機器、補装具、日常生活用品等 

 

（３）必要量の把握 

生活必需品供給の対象者数から必要な数量を把握するとともに、指定避難所ごと

の必要量も算定し、供給計画を作成する。 
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（４）生活必需品の確保 

供給計画に基づき、市が保有する備蓄品や調達によって確保する。 

 

ア．災害用備蓄物資 

市が備蓄する生活必需品は、「災害用備蓄物資一覧」（資料編 資料６－２）に

示すとおりである。 

イ．調達品 

協定業者等から調達するとともに、流通状況に応じ、その他の卸売業者、小売

販売業者からも調達する。 

また、市において生活必需品の調達が困難な場合は、総合調整部本部班を通じ

て、県や他の市町村等に応援を要請する。 

なお、他の市町村や日本赤十字社奈良県支部に応援要請を行った場合は、県に

報告する。 

 

（５）供給方法 

自治会や自主防災組織、ボランティア等の協力を得て、被災者に不安を抱かせな

いよう迅速に生活必需品を供給する。 

なお、供給に当たっては、供給品目や数量等を明らかにし、被災者間に不公平が

生じることのないよう配慮する。 
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第２節 防疫・保健衛生活動 

実施担当 救援班、本部班 

 

計画方針 

・被災地域における感染症・食中毒の予防及び被災者の心身両面での健

康維持のため、常に良好な衛生状態を保つように努めるとともに、健

康状態を十分把握し、必要な措置を講じる。 

 

１．防疫活動 

救援部救援班は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」（平

成 10 年法律 114 号）及び「災害防疫実施要綱」（昭和 40 年厚生省公衆衛生局長通知）

に基づいて、関係機関と緊密な連携をとりながら、防疫活動を実施する。 

 

（１）消 毒 

県の指示により、感染症予防法第27条第２項及び第29条第２項に基づき、感染症

の患者がいた場所等の病原体に汚染されまたは汚染された疑いがある場所や、病原

体に汚染されまたは汚染された疑いがある飲食物や衣服、寝具その他の物件を消毒

する。 

 

（２）そ族（ねずみ族）、昆虫等の駆除 

県の指示により、感染症予防法第28条第２項に基づき、感染症の病原体に汚染さ

れまたは汚染された疑いがあるそ族（ねずみ族）や昆虫等を駆除する。 

 

（３）生活の用に供される水の使用制限等 

県が感染症の病原体に汚染されまたは汚染された疑いあるとして、生活の用に供

される水の使用または供給を制限した場合は、感染症予防法第31条第２項に基づき、

当該生活の用に供される水の使用者に対し給水を実施する。 

 

（４）感染症の予防 

感染症を予防するため必要がある場合は、予防接種法及び新型インフルエンザ等

対策特別措置法に基づき、県に予防接種の実施を要請するとともに、県から指示が

あった場合は、臨時に予防接種を行う。 

また、被災地域において感染症患者または病原体保有者が発生した場合は、直ち

に県（中和保健所）に通報するとともに、県が感染症指定医療機関への入院勧告ま
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たは入院措置を実施するので、県の指導によりその他の予防措置をとる。 

なお、市は、学校施設等を利用して予防接種を行う場合は、管内の教育委員会等

関係機関と緊密な連携を図り実施する。 

 

（５）指定避難所等の防疫指導 

県防疫職員の指導のもとに、指定避難所等における防疫活動を実施し、施設の管

理者を通じて、うがい・手洗いの励行等の徹底を期す。 

 

（６）応援要請 

市単独で防疫活動を実施することが困難な場合は、総合調整部本部班を通じて県

に協力を要請する。 

 

（７）災害防疫完了後の措置 

災害防疫活動を終了した場合は、速やかに災害防疫完了報告書を作成し、総合調

整部本部班及び中和保健所を経て県に提出する。 

 

２．被災者の健康維持活動 

救援部救援班は県と協力して、被災者の健康状態、栄養状態を十分に把握するとと

もに、助言、加療等、被災者の健康維持に必要な活動を実施する。 

 

（１）巡回相談等の実施 

ア．被災者の健康管理や生活環境の整備を行うため、指定避難所、社会福祉施設及

び応急仮設住宅等において、保健師等による巡回相談、訪問指導、健康教育、健

康診断等を実施する。 

イ．被災者の栄養状況を把握し、早期に栄養状態を改善するため、栄養士会や在宅

栄養士等の協力を得て、指定避難所や応急仮設住宅、給食施設等において、巡回

栄養相談を実施する。 

ウ．経過観察中の在宅療養者や災害時要援護者（要配慮者）を把握し、適切な指導

を行う。 

 

（２）精神障害者対策及びメンタルヘルス対策 

被災した精神障害者対策や被災者のメンタルヘルス対策については、中和保健所

に情報を提供し、支援を要請する。 
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第３節 ライフラインの確保 

実施担当 上水道班、下水道班、本部班、情報収集整理班、関係事業者 

 

計画方針 
・震災により途絶したライフライン施設について速やかに復旧を進め

る。 

 

１．上水道施設 

（１）緊急対応段階 

地震発生直後に緊急点検、緊急調査を実施し、人的被害に繋がる二次災害の未然

防止と安全確保の緊急措置を行い、必要に応じて応急給水を実施する。 

 

（２）暫定機能確保段階 

応急復旧計画の立案に必要な一次調査を実施、応急復旧計画を策定して、暫定的

に必要な管路等の施設を回復するための応急復旧工事を行う。 

被災状況によっては協定に基づき、総合調整部本部班を通じて、他の水道事業体

等に応援を要請する。 

 

（３）機能確保段階 

応急復旧工事により暫定機能が確保された後に、必要に応じ二次調査を実施し、

将来計画も考慮に入れた本復旧工事を行う。 

 

２．下水道施設 

市民生活のために必要となる機能を優先的に回復させるとともに、被災した下水道

施設の機能回復を効率よく、かつ速やかに実施するため、下水道事業業務継続計画

（下水道ＢＣＰ）を踏まえて応急対策を実施する。 

 

（１）緊急対応段階 

緊急対応段階においては、限られた人数で短時間に重要な箇所を中心として施設

の被災状況の概略を調査し、以後の対応・復旧の方針を決めるための情報を得なけ

ればならない。 

このため、以下に示す対応により、人的被害につながる二次災害を誘発するおそ

れのある箇所の発見と当面の安全措置を行う。 
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ア．緊急点検・調査、緊急措置 

地震発生直後の行う点検・調査であり、人的被害につながる二次災害の未然防

止と安全確保を目的とする。 

イ．データ類の保護措置 

台帳類（下水道台帳等）やバックアップ媒体などが損傷するおそれがある場合

は、安全な場所へ移動する。 

 

（２）暫定機能確保段階 

緊急調査及び必要に応じて緊急措置が行われた後に、調査範囲を広げより詳細な

被害調査を行うとともに、二次災害の防止等を目的とした応急復旧工事を行う。 

 

ア．一次調査 

緊急措置後、調査範囲を拡大し一次調査を実施する。 

なお、調査は迅速かつ的確に行う必要があるため、本市だけで対応できない場

合は支援組織や関係機関と協議・調整を図り対応する。 

イ．応急復旧 

マンホールポンプ施設（市内 11 箇所）の見回り・点検をふまえ、必要に応じ

て応急復旧を実施する。 

また、総合調整部本部班及び避難部避難所班との連絡調整のうえ、マンホール

トイレ使用の必要性がある場合には対応する。 

汚水溢水の解消が必要な場合は、仮設ポンプ、仮設配管、備蓄資材等を駆使し

て応急処置に努める。 

 

（３）機能確保段階 

応急復旧により暫定機能が確保され、地震後の混乱から本格的な生活、社会活動

への復帰が再開されるようとする時期であり、本復旧を実施するために必要な調査

を行うとともに、本復旧を行う。 

 

ア．二次調査 

一次調査の結果により、本復旧を必要とする場合において工法や数量を確定さ

せるためテレビカメラや、計測資料等により詳細な二次調査を実施する。 

イ．本復旧 

本復旧の実施にあたっては、将来計画や復興計画を考慮に入れ、他の災害関連

先とも調整の上、本復旧を実施する。 
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３．その他のライフライン 

電力、ガス、電気通信の措置及び復旧については、各社の応急復旧計画に基づき行

うが、市では情報収集部情報収集整理班が情報の収集を行うとともに、復旧作業を効

率的に行えるよう協力する。 

 

（１）電力施設 

電力事業者は、震災により電力設備被害が発生した場合、あらかじめ定める応急

復旧計画に基づき、災害応急体制を組織して、被災した電力施設の早期復旧を図る。 

 

ア．情報の収集・報告・集約 

イ．災害広報の実施 

ウ．応急対策要員の確保 

エ．応急復旧資材の確保 

オ．他電力会社との電力の緊急融通 

カ．送電停止等の適切な危険予防措置 

キ．応急工事の実施 

ク．ダムの管理 

 

（２）ガス施設 

ガス事業者は、円滑な避難を確保するため、火災等の二次災害防止のための、利

用者によるガス栓閉止等、必要な措置に関する広報の実施等、以下の対策を行う。 

 

ア．情報の収集、伝達及び報告 

イ．応急対策要員の確保 

ウ．災害広報の実施 

エ．危険防止対策の実施 

オ．応急復旧対策の実施 

 

（３）電気通信施設 

電気通信事業者は、震災が発生し、または発生の恐れのある場合には、震災の規

模や状況により災害対策本部等を設置し、災害応急復旧等を効率的に講じられるよ

う、防災関係機関と密接な連携を保ち、応急復旧対策・災害復旧対策の活動を速や

かに実施する。 

 

ア．災害対策本部等の設置 

イ．被害状況の把握及び応急対策要員等の確保 
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ウ．防護措置 

エ．災害状況等に関する広報活動体制 

オ．応急復旧対策の実施 

カ．通信疎通に対する応急措置 

キ．通信の優先利用・利用制限 

ク．災害用伝言ダイヤル等の提供 
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第４節 交通の機能確保 

実施担当 調査復旧班、施設管理者 

 

計画方針 

・地震が発生したときには、迅速な初動対応と利用者の安全確保のため

の対策を講じるとともに、都市機能を確保するため、速やかに交通機

能の維持・回復に努める。 

 

１．障害物の除去 

鉄道及び道路管理者は、交通の支障となる障害物を除去し、除去した障害物につい

ては、各管理者が責任をもって処理する。 

なお、放置車両等については、以下の措置を実施する。 

 

ア．道路管理者は、放置車両や立ち往生車両等が発生した場合には、緊急通行車両

の通行を確保するため緊急の必要があるときは、運転者等に対し車両の移動等の

命令を行う。 

運転者がいない場合等においては、道路管理者は，自ら車両の移動等を行う。 

イ．道路管理者は、アの措置のため、やむを得ない必要があるときは、他人の土地

の一時使用、竹木その他の障害物を処分することができる。 

ウ．市は、知事からの指示等があった場合は、速やかにアの措置を実施する。 

 

２．各施設管理者における復旧 

（１）鉄道施設 

各鉄道施設管理者は、被災した鉄道施設について、鉄道機能の維持・回復を図る

ため、優先順位の高い施設から応急復旧を行う。 

 

ア．線路、保安施設、通信施設など列車運行上重要な施設を優先して応急復旧を行

うとともに、被災状況、緊急度、復旧の難易度等を考慮して、段階的な応急復旧

を行う。 

イ．被害状況によっては、他の鉄道管理者からの応援を受ける。 

ウ．運行状況、復旧状況、今後の見通しを関係機関に連絡するとともに、報道機関

等を通じて広報する。 
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（２）道路施設 

建設部調査復旧班及びその他の道路管理者は、被災した道路施設について、道路

機能の維持・回復を図るため、以下の事項に留意しつつ、優先順位の高い道路から

応急復旧を行う。 

 

ア．被災状況、緊急性、復旧の難易度等を考慮し、緊急輸送道路を優先して応急復

旧を行うとともに、順次その他の道路の応急復旧を行う。 

なお、橋りょう、トンネルなど普及に時間を要する箇所を含む道路は、代替道

路の確保に努める。 

イ．被害状況によっては、他の道路管理者からの応援を受ける。 

ウ．運行状況、復旧状況、今後の見通しを関係機関に連絡するとともに、報道機関

等を通じて広報する。 
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第５節 建築物・住宅応急対策 

実施担当 調査復旧班、総務班 

 

計画方針 

・被災者の住宅を確保するため、県と協力し速やかに被災住宅の応急修

理及び応急仮設住宅の建設等の必要な措置を講じるとともに、公営住

宅等の空き家への一時入居措置等に努める。 

 

１．被災住宅の応急修理 

災害救助法が適用された場合、県は、住宅が半壊または半焼した者のうち自己の資

力では住宅の応急修理を実施できない者に対し、日常生活を維持するために必要な部

分について、応急修理を実施する。 

 

２．住居障害物の除去 

災害救助法が適用された場合、県は、住宅が半壊または半焼した者のうち自己の資

力では障害物の除去を実施できない者に対し、日常生活を維持するために必要な部分

について、障害物の除去を実施する。 

 

３．応急仮設住宅の建設 

（１）応急仮設住宅の建設主体 

災害救助法が適用された場合、県は、住宅が全壊、全焼し、住宅を確保できない

者に対し、応急仮設住宅を建設し供与する。 

県から要請があった場合は、調査復旧班が建設する。 

 

（２）建設場所 

応急仮設住宅の建設場所は、総合調整部本部班があらかじめ定めた応急仮設住宅

建設予定地の中から選定する。 

 

（３）建設戸数 

全焼、全壊戸数、震災の状況及び被災者の住宅建設能力等を考慮して、応急仮設

住宅の必要戸数を算定したうえで、県にその建設を要請する。 
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（４）入居者の選定 

応急仮設住宅の入居者の選定については、県の委任により総務部総務班が選定す

る。 

なお、選定に当たっては、災害時要援護者（要配慮者）を優先的に入居させる。 

 

４．公共住宅等への一時入居 

総務部総務班は、応急仮設住宅の建設状況に応じ、被災者の住宅を確保するため、

市営住宅・県営住宅等の空き家への一時入居の措置を講じる。 

 

５．住宅に関する相談窓口の設置等 

総務部総務班は、応急仮設住宅や空き家、融資等の住宅に関する相談や情報提供の

ため、住宅相談窓口を設置する。 

また、民間賃貸住宅への被災者の円滑な入居を推進するため、被災の前後における

家賃の状況の継続的把握、貸主団体及び不動産関係団体への協力要請等の適切な措置

を講じる。 
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第６節 農林関係応急対策 

実施担当 調査復旧班 

 

計画方針 
・震災が発生した場合、農林関係の被害拡大を防止するため、農林業に

関する応急対策を実施する。 

 

１．農業用施設 

農業用施設の被害の状況を早期に調査し、応急復旧を図る。 

 

ア．農業用施設の被害状況の早期把握に努めるとともに、被災施設や危険箇所に対

する調査を速やかに実施し、必要に応じ、県及び農業用施設管理者の協力を得て、

応急措置を講じる。 

イ．ため池、農道、水路等が被災した場合は、関係機関に連絡し、その協力を得て、

応急措置を講じる。 

ウ．資機材が不足する場合は、県に協力を要請する。 

 

２．農作物 

（１）災害対策技術の指導 

県及び奈良県農業協同組合と協力し、被害を最小限にくい止めるため、農家に対

し、災害対策技術の指導を行う。 

 

（２）種子もみ及び園芸種子の確保あっせん 

必要に応じて、県及び奈良県農業協同組合に対し、災害対策用種子もみ及び園芸

種子のあっせんを依頼し、その確保を図る。 

 

３．畜 産 

震災発生時に、急速にまん延するおそれがある家畜伝染病に対処するために、畜産

関係団体、家畜保健衛生所の協力を得て、伝染病の発生予防に万全を期すよう努める。 

さらに、国の防疫方針に基づき、県の指示に従って家畜伝染病のまん延を予防する。 

 

４．林産物 

県と協力して、倒木に対する措置等の技術指導を行うなど、林産物の被害の軽減に

努める。 
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第７節 応急教育等 

実施担当 避難所班 

 

計画方針 

・地震が発生した場合、児童生徒の保護及び教育施設の保全の措置を講

じるとともに、地震による教育施設の被害及び児童生徒の罹災によ

り、通常の教育ができない場合の教育施設の応急復旧、並びに児童生

徒に対する応急教育等を、次のとおり実施する。 

 

１．園児・児童・生徒の安全確保 

幼稚園の園長、小・中学校の校長等は、震災の発生に際しては、以下のとおり行う。 

 

ア．在園・在校時間中に震災が発生した場合は、園児・児童・生徒の安全確保に全

力をあげて取り組むとともに、園児・児童・生徒の安否、被災状況等を把握し、

速やかに教育委員会に連絡報告する。 

イ．通学園路の安全が確認された場合は、学校・園長の指示に従い、保護者への引

き取りの連絡、教職員の引率による集団下校園、その他の臨時下校園等の適切な

措置をとる。 

ただし、園児・児童・生徒を下校園させることが危険であると認められるとき

は、学校・園内に保護し、極力保護者への連絡に努める。 

ウ．夜間・休日等に震災が発生した場合は、教職員は災害状況に応じあらかじめ定

める基準に基づき所属の学校・園に参集し、園児・児童・生徒の安否確認を行う

とともに、市が行う災害応急・復旧対策への協力、並びに応急教育の実施及び校

舎・園舎の管理のための体制の確立に努める。 

 

２．学校・園の応急対策 

避難部避難所班は、速やかに平常の教育活動ができるよう、施設管理者の協力のも

と教育施設の施設整備について必要限度の応急復旧を実施するとともに、代替校園舎

を確保するなど必要な措置を講じる。 

 

ア．応急修理で使用できる場合は、速やかに修理のうえ使用する。 

イ．被害が甚大で応急修理では使用できない場合は、隣接の学校・園または公民館、

その他適当な公共施設を利用する。 

ウ．校舎・園舎の一部が使用できない場合は、特別教室や体育館等を活用する。 

なお、授業または施設利用に支障がある場合は、仮間仕切りや仮設トイレ等を

設置する。 
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エ．学校・園が指定避難所等に利用され、校舎・園舎の全部または大部分が長期間

使用不可能と想定される場合には、他の公共施設等の指定避難所への転用も含め

関係機関と協議する。 

 

３．応急教育の実施 

避難部避難所班は、通常の授業が実施できない場合は、施設の応急復旧の状況等に

応じて応急教育を実施する。 

 

（１）応急教育の区分 

震災によって施設が損傷、若しくは指定避難所として使用され、通常の授業が実

施できない場合は、施設の応急復旧の状況、教員・園児・児童・生徒及びその家族

の罹災程度、避難者の収容状況、交通機関・道路の復旧状況その他を勘案して、次

の区分にしたがって応急教育を実施する。 

 

ア．臨時休校 

イ．短縮授業 

ウ．二部授業 

エ．分散授業 

オ．複式授業 

カ．上記の併用授業 

 

（２）授業時間数の確保 

ア．休校、二部授業その他のために授業時間数の不足が考えられることから、でき

るだけ速やかに平常授業を再開するなど、授業時間数の確保に努める。 

イ．長期にわたり休校となった場合は、児童や生徒に対して自宅学習を促すととも

に、夏季休業日を利用するなど、振替授業によって授業時間数の確保に努める。 

 

（３）教員の確保 

教員の被災等によって教員が不足し、通常の授業が実施できない場合は、次の方

法をもって教員の確保の応急措置を講じる。 

 

ア．不足教員が少ないときは、当該学校内で操作する。 

イ．当該学校内で操作できない場合は、市内の学校長に応援を要請する。 

ウ．それでもなお確保できない場合は、県教育委員会に応援を要請する。 
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（４）危険防止 

被害状況に応じ危険場所が予測される場合は、危険防止に関する指導の徹底を図

る。 

 

（５）転校・転園措置 

児童・生徒の転校・転園手続等の弾力的運用を図る。 

 

４．学校給食の実施 

被災した学校は、給食施設や設備、物資等に被害があった場合は、速やかに避難部

避難所班に報告し協議のうえ、給食活動の可否について決定するが、この場合、次の

事項に留意する。 

なお、避難部避難所班は、関係機関と協議のうえ、学校給食用物資の供給対策を速

やかに講じる。 

 

ア．被害があってもできる限り継続実施に努めること。 

イ．震災時に給食施設が被災者用の炊き出しに利用された場合は、学校給食と被災

者用炊き出しとの調整に努めること。 

ウ．給食施設が被害によって実施困難な場合は、応急措置を施し、速やかに実施す

るよう努めること。 

エ．被災地域においては、感染症発生のおそれが多いので、衛生については注意の

うえ実施すること。 

 

５．就学援助等 

避難部避難所は、被災によって就学が困難となり、または学資の支弁が困難となっ

た児童・生徒に対し援助するとともに、就学上支障のある児童・生徒に対しては、学

用品を支給する。 

 

（１）就学援助等に関する措置 

被災によって就学が困難となり、または学費の支弁が困難となった市立学校の児

童・生徒に対し、就学援助費の支給について必要な措置を講じる。 

 

（２）学用品の支給 

災害救助法に基づき、就学上支障のある児童・生徒に対して、教科書、教材、文

房具及び通学用品を支給する。 
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６．園児・児童・生徒の健康管理等 

避難部避難所班は、被災した園児・児童・生徒の身体と健康管理を図るため、県教

育委員会及び中和保健所と連携して、健康チェックや教職員によるカウンセリング、

電話相談等を実施する。 

 

７．保育所等の措置 

保育所等の施設についても、上記の計画に準じて保育幼児の保護及び保育に十分に

配慮する。 

 

 



第 3編 地震災害応急対策計画 

第 3章 応急復旧期の活動 第 8節 文化財災害応急対策 

3-98 

第８節 文化財災害応急対策 

実施担当 避難所班、施設所有者・管理者 

 

計画方針 

・文化財保護条例等で指定されている文化財の所有者または管理責任者

との協力のもと、被災状況を調査し、その結果を県教育委員会に報告

する。 

・県教育委員会からの指示に基づき、被災文化財の被害拡大を防止する

ため、所有者または管理責任者に対し、応急措置を講じるよう指導・

助言を行う。 

 

１．災害発生の通報 

ア．指定文化財の所有者または管理者は、震災が発生したときには、文化財の被害

状況を直ちに総合調整部本部班を通して、県教育委員会へ通報する。 

イ．県教育委員会は通報を受理したときは、国指定文化財については直ちにその旨

を文化庁に通報する。 

 

２．被害状況の調査・復旧対策 

ア．県教育委員会は、通報受理後、直ちに係員を現地に派遣し被害の状況の把握に

努め、国指定文化財については、その結果を文化庁に報告し、係官の派遣等必要

な措置を求める。 

イ．被害状況の結果をもとに、県教育委員会は所有者及び管理者とともに今後の復

旧計画の策定を行う。 

ただし、国指定文化財については、文化庁の指導を受ける。 
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第９節 廃棄物の処理等 

実施担当 環境班、本部班 

 

計画方針 
・し尿、ごみ及びがれきについて、被災地の衛生状態の保持及び復旧活

動を円滑に促進するため、適切な処理を実施する。 

 

１．し尿処理 

市民部環境班は、被災地域の衛生状態の保持のため、仮設トイレを設置するととも

に、し尿の適切な収集・処理を実施する。 

 

（１）初期対応 

ア．上下水道、電力等のライフラインの被害状況と復旧見込みを勘案し、指定避難

所をはじめ被災地域におけるし尿の収集処理見込み量及び仮設トイレの必要数を

把握し、県に報告する。 

イ．し尿処理施設の被害状況と復旧見込みを把握する。 

ウ．被災者の生活に支障が生じることのないように、災害時要援護者（要配慮者）

に配慮しつつ、速やかに仮設トイレを設置する。 

 

（２）仮設トイレの設置 

必要に応じ、関係業者と協力して仮設トイレの設置を行う。 

 

ア．仮設トイレ設置の基準 

仮設トイレを次の基準を目安として設置する。 

仮設トイレ設置基数 ：１基／100 人、災害発生直後の初動期は１基／250 人 

イ．仮設トイレの調達 

仮設トイレの必要数を確保するために、備蓄トイレを利用するほか、業界団体

と早急に連絡をとるとともに、総合調整部本部班を通じて県に協力を要請する。 

ウ．仮設トイレの設置 

（ア）仮設トイレは、指定避難所等公共施設に優先的に設置する。 

（イ）公園等屋外で照明施設が必要な場合は、関係機関と協議のうえ、照明施設

を設置する。 

（ウ）仮設トイレを設置する際には、地下浸透の防止対策を講じる。 

エ．設置期間 

上下水道施設の機能が復旧し、その必要がないと認められるまでの間とする。 
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オ．仮設トイレの管理 

関係業者と協力のうえ、消毒剤、消臭剤及び散布機器を確保し、仮設トイレの

衛生状態を保つ。 

 

（３）処 理 

処理場の被害状況に応じて、し尿の収集・処理体制を確定する。 

 

（４）応援要請 

市単独でし尿の収集及び処理が困難な場合は、必要に応じ関係団体に応援を要請

する。 

それでもなお不足する場合は、総合調整部本部班を通じて、県、他の市町村に応

援を要請する。 

 

２．ごみ処理 

市民部環境班は、被災地域の衛生状態の保持のため、ごみの適切な収集・処理を実

施する。 

 

（１）初期対応 

ア．指定避難所をはじめ被災地域におけるごみの収集処理見込み量を把握し、県に

報告する。 

イ．ごみ処理施設の被害状況と復旧見込みを把握する。 

 

（２）処理活動 

ア．被災地の生活に支障が生じないように、ごみの収集処理を適切に行う。 

イ．市所有の車両のほか、必要に応じて業者等の車両を調達し、収集車両を確保す

る。 

ウ．必要に応じて、仮置場、一時保管場所を設置する。 

エ．防疫上、早期の収集が必要な腐敗性の高い生活ごみや浸水地域のごみは、迅速

に収集処理する。 

オ．消毒剤、消臭剤及び散布機器を確保し、仮置場、一時保管場所における衛生状

態を保つ。 

 

（３）応援要請 

市単独でごみの収集及び処理が困難な場合は、必要に応じ関係団体に応援を要請

する。 
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それでもなお不足する場合は、総合調整部本部班を通じて、県、他の市町村に応

援を要請する。 

 

３．がれき処理 

関係各部及び関係機関は、がれき処理に必要となる情報を把握し、応急対策を実施

する。 

 

（１）初期対応 

ア．処理を計画的に実施するため、発生量を把握し、県に報告する。 

イ．がれきの選別・保管・焼却等のために長期間の仮置きが可能な場所を確保する

とともに、がれきの最終処分までの処理ルートを確保する。 

 

（２）処理活動 

ア．がれき処理については、危険な物、道路通行上支障のある物等を優先的に収

集・運搬する。 

イ．がれきの適正な分別・処理・処分を行うとともに、可能な限り木材やコンク

リート等のリサイクルに努める。 

ウ．アスベスト等の有害な廃棄物の処理については、専門業者に委託する。 

エ．市民部環境班は、アスベスト等の有害物質による環境汚染の未然防止に努める

とともに、市民及び作業者の健康管理及び安全管理に十分配慮するよう指導する。 

オ．震災により発生したがれき等の廃棄物の不適切な処理に伴う環境汚染を発見し

た場合は、速やかに適切な処分及び処理を指導するとともに、総合調整部本部班

を通じて県に報告を行う。 

 

（３）応援要請 

市単独でがれきの除去及び処理が困難な場合は、必要に応じ関係団体に応援を要

請する。 

それでもなお不足する場合は、総合調整部本部班を通じて、県、他の市町村に応

援を要請する。 
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第１０節 遺体の収容・処理・埋火葬等 

実施担当 環境班、本部班 

 

計画方針 
・警察等関係機関と連携のうえ、遺体の処理、埋火葬について、必要な

措置をとる。 

 

１．遺体の収容 

遺体を発見した場合、市民部環境班は所定の措置を講じたうえ、遺体収容所へ搬送

し収容する。 

 

（１）遺体を発見した場合の措置 

ア．遺体を発見した場合、発見者は速やかに警察に連絡する。 

イ．警察は、警察等が取り扱う死体の起因または身元の調査等に関する法律（平成

24 年法律第 34 号）及び検視規則（昭和 33 年国家公安委員会規則第３号）並び

に死体取扱規則（平成 25 年国家公安委員会規則第４号）に基づき、遺体検視そ

の他所要の処理を行った後、関係者（遺族または市民部環境班）に引き渡す。 

 

（２）遺体の収容 

関係機関等の協力を得て、遺体収容所へ遺体を収容する。 

 

ア．遺体収容所の開設 

遺体収容所は、学校等の敷地、その他公共施設の中から災害状況に応じて選定

し、適宜施設管理者と協議して開設する。 

なお、遺体収容所を開設した場合、総合調整部本部班は関係機関に報告を行う。 

イ．収 容 

警察官の検視及び医師の検案を終えた遺体は、警察とその関係機関の協力を得

て、速やかに遺体収容所へ搬送し収容する。 

ただし、現場の状況等によって現場での検視や検案が困難な場合は、遺体収容

所において行う。 

 

２．遺体の処理 

ア．震災の際に死亡した者について、その遺族等が混乱期のため遺体の埋葬を行う

ための洗浄、縫合、消毒の処置及び遺体の一時保存あるいは医師による検案を行

うことができない場合に、これら遺体の処理を実施する。 
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イ．発見された遺体については、警察官の検視を経て、身分調書を作成したのち処

理を行う。 

ウ．遺体の処理は、市民部環境班が警察官、医師等の協力を得て行う。 

 

３．遺体の埋葬 

市民部環境班は、本部長の指示のもと、遺族が混乱期のため資力の有無にかかわら

ず埋葬を行うことが困難な場合、または死亡した者の遺族がない場合（身元の判明し

ない者を含む）に、下記の埋葬方法に基づき遺体の埋葬を実施する。 

 

ア．埋葬は、原則として火葬により実施する。 

イ．身元不明の遺体及び身元の引取りのない遺体については、警察その他関係機関

に連絡し、その調査に当たるとともに、遺体処理台帳及び遺品を保存したうえで、

火葬により埋葬を行う。 

なお、遺骨及び遺品等を市または寺院等に依頼して保存する。 

ウ．火葬場の稼働状況、ひつぎの確保状況等関連する情報を広域的かつ速やかに収

集し、ひつぎの調達、遺体搬送の手配等を実施する。 

エ．遺体の火葬、遺族等に対するひつぎ、骨つぼ等の支給等、必要な措置を講じる。 

オ．火葬相談室等の設置により、遺体の火葬等の円滑な実施に努める。 

 

４．応援要請 

市は、遺体の捜索・処理・火葬等について、市のみでは対応できないときは、次の

事項を示して県に応援を要請する。 

 

ア．捜索・処理・火葬等の区別及びそれぞれの対象人員 

イ．捜索地域 

ウ．火葬等施設の使用可否 

エ．必要な搬送車両の数 

オ．遺体処理に必要な機材・資材の品目別数量 
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第１１節 ボランティア等の自発的支援の受入れ 

実施担当 救援班、本部班、総務班、要員班 

 

計画方針 
・震災に際して市内外から寄せられる支援申入れに対して、関係機関と

連携を密にし、適切に対処するよう努める。 

 

１．ボランティアの受入れ 

救援部救援班は、県や日本赤十字社奈良県支部、県社会福祉協議会、市社会福祉協

議会、その他ボランティア活動推進機関と相互に協力・連携し、ボランティアが被災

者のニーズに応えて円滑に活動できるよう適切に対処する。 

 

（１）受入窓口の開設 

ボランティアの受入れや活動方針の決定、人員の派遣等についてはボランティア

で組織する調整機関（以下「ボランティア調整機関」という）の自主性を尊重する。 

また、ボランティア調整機関と連携を図るとともに、その活動に対して情報提供、

調整支援を行う窓口を開設する。 

 

（２）ボランティアの確保 

ア．一般ボランティア 

総合調整部本部班は、震災により、多数のボランティアが必要となった場合、

県を通じてテレビやラジオ、新聞等の報道機関に災害ボランティアの募集の報道

を要請する。 

イ．専門的技能を有するボランティア 

総合調整部本部班は、災害応急対策を実施するうえで、各部から下記のような

専門的技能を有するボランティアの要請があった場合、県や関係機関に対し、活

動内容や期間、派遣場所等を明らかにしたうえで、ボランティアの派遣を依頼す

る。 

（ア）医療、助産分野 

（イ）心身障害者、老人福祉分野（ケースワーカー、カウンセラー） 

（ウ）建築分野（被災建築物応急危険度判定士） 

（エ）語学分野 

（オ）輸送分野 

（カ）情報通信分野 

（キ）その他専門的な技能を有する分野 
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（３）活動拠点の提供 

ボランティア活動に必要な場所を確保するとともに、ボランティア関係団体への

情報の提供に努める。 

 

２．義援金・救援物資の受入れ及び配分 

総務部総務班は、寄託された義援金の受入れ及び配分を行う。 

 

（１）義援金・救援物資の募集 

テレビやラジオ、新聞等の報道機関や金融機関の協力を得るとともに、地域の自

治会や各種団体を通じて、義援金・救援物資の募集を呼びかける。 

 

（２）義援金の受入れ及び配分 

ア．受入れ 

義援金の受入窓口を開設し、受入業務を行う。 

イ．配 分 

（ア）義援金の配分については、義援金配分委員会を設置し、配分方法や伝達方

法等を協議のうえ決定する。 

（イ）定められた方針、所定の手続を経て被災者に情報を提供し、配分する。 

 

（３）救援物資の受入れ及び配分 

救援部救援班は、救援物資の受入れ及び配分を行う。 

 

ア．受入れ 

（ア）市役所等に救援物資の受入窓口を開設し運営を行う。 

（イ）仕分作業がスムーズに行えるよう受入品目を限定し、荷物には物資の内容

や数量等の必要事項を記入する。 

（ウ）救援物資の申し出があった場合は、次のことを要請する。 

・救援物資は荷物を開閉することなく、物資名や数量がわかるように表示す

ること 

・複数の品目をこん包しないこと 

・腐敗する食糧は避けること 

イ．救援物資の配分 

救援物資の配分については災害時要援護者（要配慮者）を優先する。 

ウ．救援物資の搬送 

（ア）県及びその他の市町村等からの物資は、あらかじめ定めた一時集積所に受
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入れ、仕分けのうえ各指定避難所へ搬送する。 

（イ）搬送は、ボランティア等の協力を得て実施する。 

 

３．海外からの支援の受入れ 

総合調整部本部班及び情報収集部要員班は、海外からの支援について、国が作成す

る受入計画に基づき、必要な措置を講じる。 

 

（１）連絡調整 

ア．海外からの支援については基本的に国において推進されることから、県と連携

して十分な連絡調整を図りながら対応する。 

イ．海外からの支援が予想される場合は、県と連携して、あらかじめ国に被災状況

の概要や想定されるニーズを連絡するとともに、国からの照会に迅速に対応する。 

 

（２）支援の受入れ 

ア．次のことを確認のうえ、受入準備を行う。 

（ア）支援内容、到着予定日時、場所、活動日程等 

（イ）被災地域のニーズと受入体制 

イ．海外からの支援の受入れに当たっては、極力自力で活動するよう要請するが、

必要に応じて次のことを行う。 

（ア）案内者、通訳等の確保 

（イ）活動拠点、宿泊場所等の確保 
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第１２節 社会秩序の維持 

実施担当 情報収集整理班、本部班、救援班 

 

計画方針 

・地震発生に際して被災地域における社会的な混乱や心理的動揺を防止

し、かつ社会秩序の維持を図るとともに、被災者の生活再建に向け

て、物価の安定、必要物資の適切な供給を図るための措置を講じる。 

 

１．市民への呼びかけ 

情報収集部情報収集整理班及び県は、各種の応急対策の推進、実情周知による人心

の安定、さらには、復興意欲の高揚を図るため、被害の状況や応急・復旧対策に関す

る情報を積極的に市民に提供するとともに、流言飛語を防止し、秩序ある行動をとる

よう呼びかけを行う。 

 

２．警備活動 

総合調整部本部班は、香芝警察署等との密接な連絡協力を行い、公共の安全と秩序

を維持するため、犯罪防止対策を重点として警備活動を実施するよう要請する。 

また、情報収集部情報収集整理班は、災害広報を通じて、市民に自主防犯の注意、

指導を行う。 

 

３．物価の安定及び物資の安定供給等 

救援部救援班、県及び関係機関は、買占め、売惜しみにより生活必需品等の物価が

高騰しないよう監視・指導し、適正な流通機能の回復を図ることにより、被災者の経

済的生活の安定確保と、経済復興の促進を図る。 

また、次の項目について、備蓄物資の安定的供給や広報活動等により万全を尽くす。 

 

（１）消費者情報の提供 

生活必需品等の在庫量、適正価格、販売場所等の消費者情報を提供し、消費者の

利益を守るとともに、心理的パニックの防止に努める。 

 

（２）生活必需品等の確保 

生活必需品の在庫量と必要量を可能な限り把握し、不足量については、国、他府

県、事業者と協議して、物資が速やかに市場に流通するよう努める。
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第１３節 愛がん動物の収容対策 

実施担当 環境班 

 

計画方針 
・震災で被災、放置された愛がん動物（ペット）の動物保護管理活動を

行うため、県、獣医師会、動物愛護団体等と連携し、支援を行う。 

 

１．放浪犬猫の保護収容 

震災後、被災により放浪する犬猫について、県、獣医師会、動物愛護団体等と協議

し、放浪犬猫を保護収容する場所の確保及び保護収容に努める。 

また、必要に応じ関係団体に支援を行う。 

 

２．指定避難所における適正な飼育と情報提供 

飼い主とともに避難した動物の飼育については、適正な指導を行うなど、動物の愛

護及び環境衛生の維持に努める。 

また、県、獣医師会、動物愛護団体等と連携し、指定避難所における愛がん動物の

情報等を提供する。 

 

３．愛がん動物飼養者の責務 

愛がん動物等の飼養者は、避難する際は、動物の同行と適切な管理に努める。 

また、自身の動物が保護収容された場合は、長期にわたり放置することなく、可能

な限り早期に引き取り、または適正に飼養できる者に譲渡する等、飼養者の責務を全

うするよう努める。 
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第４章 警戒宣言発令時の対応 
 

項 目 実施担当 

第１節 警戒宣言が発令されたときの基本方針 各部各班 

第２節 警戒宣言情報等の伝達 情報収集整理班 

第３節 警戒体制 各部各班 

第４節 市民・事業者等への広報 情報収集整理班 

 

第１節 警戒宣言が発令されたときの基本方針 

実施担当 各部各班 

 

「大規模地震対策特別措置法（昭和 53 年法律第 73 号）」に基づき、東海地震に係

る地震防災対策強化地域において大規模な地震（震度６弱以上）の発生が予想される

場合に、内閣総理大臣は震災に関する「警戒宣言」を発令することになっている。 

本市は、東海地震に係る地震防災強化地域には指定されていないが、内閣総理大臣

が東海地震に関して「警戒宣言」を発令した場合、市民生活及び社会生活に混乱が生

じることが懸念される。また、同地域で大規模な地震が発生した場合には、市域で震

度４、局地的に震度５弱程度の地震が予想されることから、被害が発生するおそれが

ある。 

このため、「警戒宣言」に伴う社会的混乱の防止に努めるとともに、東海地震によ

る直接的な被害を最小限に軽減するための措置を講じることにより、市民の生命、身

体、財産等の安全を確保することを目的とし、次の４つの基本方針に基づき、対策を

実施する。 

 

ア．「警戒宣言」発令中においても、日常の生活及び市政・都市機能は平常どおり

に確保する。 

イ．原則として、「警戒宣言」の発令から地震の発生、または警戒解除宣言の発令

の間にとるべき措置を定める。 

なお、「警戒宣言」の発令がなされていなくても、東海地震に関連する調査情

報（臨時）等を得た場合には、早期に活動体制を整備する。 

ウ．市民や事業所に対しては、「警戒宣言」発令中の対処法に関して、広報活動及

び行政指導により周知徹底し、全面的な協力を求める。 

エ．著しい震災が発生した場合には、「地震災害応急対策」の計画に準じる。 
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第２節 警戒宣言情報等の伝達 

実施担当 情報収集整理班 

 

計画方針 

・市は、警戒宣言が発令された場合の社会的混乱の防止対策及び東海地

震が発生した場合の被害を最小限にするために、講じるべき事前の対

策を進める。 

 

１．東海地震に関連する調査情報（臨時）等の伝達 

市は、東海地震に関連する調査情報（臨時）等を得たときは、「警戒宣言」の発令

に備えて、社会的混乱の防止と被害を最小限にくい止めるために、頻繁に提供される

情報を的確に把握して、逐次この情報を迅速に伝達しするとともに、速やかに必要な

体制に移行する。 

このときの伝達事項は以下のとおりである。 

 

ア．東海地震に関連する調査情報（臨時）の内容 

イ．東海地震注意情報の内容 

ウ．「警戒宣言」の発令に備えて、災害警戒体制の設置準備 

エ．判定会の結果についての必要事項 

オ．その他関連する事項 

  

２．東海地震予知情報等の伝達 

東海地震の警戒宣言が発令され、東海地震予知情報が発表された場合は、迅速に関

係機関、市民・事業所に連絡する。 

このときの伝達事項は以下のとおりである。 

 

ア．警戒宣言 

イ．東海地震予知情報 

ウ．警戒解除宣言 

エ．その他必要と認める事項 
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第３節 警戒体制 

実施担当 各部各班 

 

計画方針 

・東海地震による災害が発生する場合を想定して、応急対策を迅速に実

施できる体制を整備するとともに、未だ経験したことのない「警戒宣

言」の意味合いと地震への備えを広報し、社会の安定化を図ることを

重視する。 

 

１．体制の整備 

（１）東海地震に関連する調査情報（臨時）等発表時 

東海地震に関連する調査情報（臨時）等発表の段階では、平常時の勤務体制によ

り対応するが、職員は勤務時間外においても「警戒宣言」の発令に備え、速やかに

対応できるように準備しておく。 

 

（２）警戒宣言発令時 

「警戒宣言」が発令された場合には、地震災害応急対策計画に示す「災害警戒体

制」をもって情報の収集を行うとともに、東海地震による災害の発生にそなえ、震

災応急対策活動のための準備を行う。 

 

２．活動内容 

（１）配備の確認 

ア．活動体制区分及び所掌事務を再確認し、関係職員相互の連絡協調を徹底する。 

イ．出先機関、防災関係機関等との情報連絡を緊密にする。 

 

（２）出動の準備 

ア．消防、水防関係者を含む全職員は、震災発生に備えて出動準備を進める。 

イ．応急対策に必要な資機材、車両、燃料等の数量並びに保管場所を確認し、機能

の整備を行う。 

ウ．勤務時間外において、地震配備体制の関係職員以外の職員は、退庁後も所在地

及び連絡方法を明らかにし動員に備える。 
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（３）市民・事業所への広報 

ア．「警戒宣言」が発令された段階で、市民生活や社会経済活動並びに観光客と旅

行者に混乱を生じさせないために、広報活動を冷静に繰り返して行う。 

イ．地区自治会に対して、広報活動の協力要請を行う。 
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第４節 市民・事業所等への広報 

実施担当 情報収集整理班 

 

計画方針 

・「警戒宣言」が発せられたとき、市は、市民、事業所等に対して、家

庭や職場で必要な防災措置を講じるように周知するとともに、市が行

う措置に協力するように要請する。 

・特に外国人を含む観光客、旅行者等に対しては、事態の重要性及び緊

急性を周知徹底させ、防災担当者による指示にしたがうように協力を

要請する。 

 

１．広報の内容 

東海地震が発生しても、本市での震災は激甚なものにはならないと予想されること

から、冷静に行動することを徹底するため、次の事項を繰り返して広報する。 

 

ア．警戒宣言等の内容とそれによってとられる措置 

イ．テレビやラジオ、インターネット等による地震情報の収集 

ウ．家庭や事業所等における防災会議の実施 

エ．身の安全確保の方法 

オ．出火防止のための措置 

カ．初期消火のための措置 

キ．避難時の注意事項 

ク．家庭や事業所における危険防止のための措置 

ケ．流言防止など社会的混乱防止への注意 

コ．市や防災関係機関が行う防災活動への協力 

サ．その他必要と認める事項 

 

２．広報の方法 

ア．市有車両、消防自動車等による巡回広報 

イ．テレビ、ラジオによる広報 

ウ．不特定多数が集まる場所でのチラシ、ビラの配布 

エ．自治会への協力要請による地域住民への周知 

オ．市ホームページでの資料掲示 

カ．新聞等報道機関への情報提供 

キ．緊急速報メール 
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第１章 災害対策のための体制 
 

項 目 実施担当 

第１節 風水害等における組織動員の概要 各部各班 

第２節 組織体制 各部各班 

第３節 動員体制 各部各班 

第４節 参集途上の活動 各部各班 

第５節 人員の確保等 要員班、各部各班 

 

計画方針 

・災害が発生し、または発生するおそれがある場合、市長は必要に応

じ、災害対策本部を設置し、緊急な連絡、協力の下に災害応急対策を

実施する。 

・職員は、休日夜間等の勤務時間外に災害が発生または発生すると予想

される場合、参集指令を待つことなく、動員基準に準じて、自主的に

所属の勤務場所若しくはあらかじめ指定した場所に参集する。（自主

参集） 

 

第１節 風水害等における組織動員の概要 

実施担当 各部各班 

 

※水害については、水防管理者である

市長（以下「水防管理者」）が、市

水防計画に基づき、洪水予報、警報、

情報等の通知を受けた場合及び洪水

等による被害が予想され、水防活動

の必要があると認められる場合は、

その危険が解消するまでの間、水防

本部を設置し、水防事務を処理する。 

なお、被害が拡大し、災害対策本

部が設置された場合には、水防本部

は災害対策本部に統合され、地域防

災計画に基づく体制により対応する。 

 

１．災害警戒体制 

災害対策本部を設置するに至らない災害が発生した場合、または応急対策の必要が

風 水 害 等 

地 域 防 災 計 画 に よ る 体 制 

水  害 

水防計画による体制 

被 害 拡 大 

水 害 以 外 
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生じた場合は、市長の指示により、危機管理監を長とする災害警戒体制をもって対処

する。 

 

２．災害対策本部 

災害対策基本法第 23 条の２に基づき、市域に災害が発生し、その対策を必要とす

る場合、市長は災害対策本部を設置し、災害応急対策を実施する。 

災害対策本部は、市長が本部長となり、職員を統括して災害応急対策及び二次災害

予防を実施する。 

 

３．勤務時間外 

勤務時間外に災害が発生した場合は、自主参集とする。 

参集後は、設置された体制に準じて活動を開始する。 
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第 1章 災害対策のための体制 第 2節 組織体制 

第２節 組織体制 

実施担当 各部各班 

 

１．災害警戒体制（事前配備・警戒配備） 

 

（１）設置基準 

ア．本市に、大雨、洪水等、いずれかの警報が発表された場合 

イ．台風の接近により、厳重な警戒が必要と認められる場合 

ウ．その他、市長が必要と認めた場合 

 

（２）廃止基準 

ア．市長が、災害応急対策がおおむね終了したと認めた場合 

イ．調査の結果、災害対策本部の設置により災害応急対策を実施する方が望ましい

災害規模であると市長が認めた場合 

 

（３）組織及び運営 

災害警戒体制の組織、運営については、別に定めた災害対策本部組織及び所掌事

務に準じる。 

 

（４）設置及び廃止の通知 

市長は、災害警戒体制を設置または廃止した場合は、各部にその旨を通知する。 

 

２．災害対策本部（１号～３号動員） 

（１）設置基準 

ア．記録的短時間大雨情報が発表された場合 

イ．市域に相当規模の災害が発生し、または災害の発生が予測される場合で、市長

がその設置を決定した場合 

ウ．本市に、大雨、暴風等、いずれかの特別警報が発表された場合 

エ．その他、市長が必要と認めた場合 
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第 1章 災害対策のための体制 第 2節 組織体制 

（２）廃止基準 

ア．本部長が、市域において災害応急対策がおおむね終了したと認めた場合 

イ．調査の結果、市域に大きな被害がないと本部長が認めた場合には、必要に応じ

て被害状況に即した体制（災害警戒体制、１号～２号動員）に移行する。 

 

（３）組織及び運営 

ア．本部の組織 

災害対策本部の組織、運営については、別に定めた災害対策本部組織及び所掌

事務に基づく。 

本部においては、本部長、副本部長及び本部員で構成する災害対策本部会議を

開催し、災害応急対策に関する重要事項について協議し、災害応急対策活動実施

時の指令を行う。 

 

イ．災害対策本部会議 

災害対策本部会議（以下、本部会議という。）は、災害応急対策に関する重要

事項を協議し、実施の指令を行うため、本部長が必要に応じて招集する。 

ただし、本部長は、極めて緊急を要し本部会議を招集するいとまがない場合は、

副本部長または一部の本部員との協議をもってこれに代える。 

 

■災害対策本部会議の構成及び協議事項 

本
部
会
議
の
構
成 

職 名 構 成 員 
本 部 長 市長 
副 本 部 長 副市長、教育長 危機管理監 

本 部 員 
部長級の職員 
防災担当課長 
その他本部長が指名する者 

本
部
会
議
に
お
け
る
協
議
事
項 

・災害応急対策の基本方針に関すること。 
・動員配備体制に関すること。 
・各部各班間の調整事項に関すること。 
・避難勧告・指示及び警戒区域の設定に関すること。 
・自衛隊災害派遺依頼に関すること。 
・他市町村への応援要請に関すること。 
・国、県及び関係機関との連絡調整に関すること。 
・災害救助法適用要請に関すること。 
・激甚災害の指定の要請に関すること。 
・その他災害応急対策の実施及び調整に関すること。 
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第 4編 風水害等応急対策計画 

第 1章 災害対策のための体制 第 2節 組織体制 

（４）設置及び廃止の通知 

本部長は、災害対策本部を設置または廃止した場合は、各部、知事、防災会議委

員、報道機関、市民等にその旨を通知する。 

 

（５）設置場所 

災害対策本部は、市役所西側会議室棟第６会議室に設置する。 

ただし、当該施設が使用不能と判断される場合、または災害の規模その他の状況

により応急対策の推進を図る必要がある場合は、市長の判断により、ふたかみ文化

センター等の市有施設に設置する。 

この場合、各部、知事、関係機関、防災会議委員、報道機関等には、電話等に

よって周知徹底を図る。 

 

（６）本部表示等の掲示 

ア．災害対策本部が設置された場合、市役所正面玄関及び本部の入口に「香芝市災

害対策本部」の標識を掲示する。 

イ．職員の身分証明は、職員が常に所持している職員証による。 

 

（７）職務・権限の代行 

災害対策本部の本部長は市長が当たり、市長が不在の場合には、副市長、教育長、

危機管理監の順位で代行する。 

 

（８）対策の実施 

各部は、それぞれの組織を整備し、本部の決定に基づき災害対策活動を実施する。 

本部から各部各班へ決定事項が迅速かつ的確に伝わるよう、各部の部長は、災害

対策本部に集合する。 

 

（９）現地災害対策本部の設置 

本部長は、災害応急対策を局地的または特定地域において重点的に実施する必要

がある場合、現地災害対策本部を設置する。 

現地災害対策本部は、本部長が指示する活動内容に応じて必要な人材を確保し、

弾力的に構成する。 

 

３．勤務時間外（自主参集） 

勤務時間外に、市域で風水害や大規模事故等の災害が発生した場合、職員は、各自
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第 4編 風水害等応急対策計画 

第 1章 災害対策のための体制 第 2節 組織体制 

が担当する動員基準に準じて、速やかに自主参集を行う。 

 

＜資料編＞ 

資料１―１ 香芝市災害対策本部組織表 

資料１―２ 香芝市災害対策本部所掌事務表 
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第 4編 風水害等応急対策計画 

第 1章 災害対策のための体制 第 3節 動員体制 

第３節 動員体制 

実施担当 各部各班 

 

１．動員基準 

災害対応に係る体制・配備は、下表の基準及び気象情報等を総合的に勘案し、市長

が決定する。 

 

ア．災害警戒体制の場合は、危機管理監の発令により災害警戒体制における動員と

する。 

イ．災害対策本部が設置された場合は、本部長（本部長不在の時は副本部長）の発

令により１号動員から３号動員（全職員）とする。 

 

体 制 動員区分 動員基準 動員内容 

災害警戒 

体  制 

事前配備 
災害の発生のおそれがある気

象予警報が発表された場合 

気象予警報等の情報収集及び関

係機関との連絡が可能な体制と

する。 

警戒配備 

・本市に、大雨、洪水等、い

ずれかの警報が発表された

場合 

・台風の接近により、厳重な

警戒が必要と認められる場

合 

・その他、市長が必要と認め

た場合 

気象警報等の情報収集及び関係

機関との連絡が可能で、物資や

資機材の点検・整備が可能な体

制とする。 

災害対策 

本  部 
１号動員 

・浸水被害の発生等、小規模

あるいは局地的な災害が発

生したとき、または発生す

ることが予想される場合 

・その他、市長が必要と認め

た場合 

各部、各班の必要最小限の所

要人員をもって災害に対する警

戒体制をとり、あわせて小災害

が発生した場合に対処できる体

制とする。 
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第 4編 風水害等応急対策計画 

第 1章 災害対策のための体制 第 3節 動員体制 

体 制 動員区分 動員基準 動員内容 

２号動員 

・記録的短時間大雨情報が発

表された場合 

・重大な浸水被害等、相当規

模の災害が発生したとき、

または発生することが予想

される場合 

・その他、市長が必要と認め

た場合 

中規模の災害が発生した場合

に対処し得る配備体制とする。 

３号動員 

・本市に、大雨、暴風等、い

ずれかの特別警報が発表さ

れた場合 

・大規模の災害が発生したと

き、または発生することが

予想される場合 

・その他、市長が必要と認め

た場合 

大規模の災害が発生した場合

は、各部、各班の全員をもって

直ちに完全な活動を行うことが

できる体制とする。 

 

２．勤務時間内における動員体制 

（１）連絡方法 

各対策部への連絡は、総合調整部本部班が庁内放送または電話によって行う。 

 

（２）活動体制への移行 

平常時の勤務体制から、各班を編制して、災害応急活動時の動員体制に切り替え

る。 

 

３．勤務時間外における動員体制 

（１）連絡方法 

ア．職員は自らラジオ、テレビ、インターネット等によって災害情報を収集し、動

員基準に定める災害の発生を確認した場合は、動員配備該当職員は、連絡がなく

とも直ちに参集する。 

イ．総合調整部本部班から各部長に電話またはその他の方法で連絡する。 

ウ．各部各班においては、「緊急時動員名簿」によりあらかじめ連絡方法を定めて

おき、不時の災害に備える。 

また、各班長は、毎年４月１日付けで同名簿を作成し、１部を総合調整部本部
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第 4編 風水害等応急対策計画 

第 1章 災害対策のための体制 第 3節 動員体制 

班に提出する。 

（ただし、提出後において内容に変更が生じた場合は、速やかに変更後の名簿を

提出する。） 

 

（２）動員状況の報告及び連絡 

ア．すべての職員は参集後、所属班長に参集を報告する。 

イ．班長は、参集職員の氏名、参集時刻、参集免除者等の班員参集状況を部長に報

告するとともに、参集状況を情報収集部要員班へも報告する。 

ウ．総合調整部本部班は、防災活動を実施するため職員を動員した場合は、その状

況を速やかに県に報告する。 

 

（３）参集場所 

職員の参集場所は、特に定められた場合を除き、日常業務の勤務場所とする。 

ただし、勤務場所に不在の場合や勤務時間外において非常招集を受けた場合で、

交通途絶等のため勤務場所に参集困難な場合は、可能な限り最寄りの市の施設に参

集し、本部に連絡を取り指示を受ける。 
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第 4編 風水害等応急対策計画 

第 1章 災害対策のための体制 第 4節 参集途上の活動 

第４節 参集途上の活動 

実施担当 各部各班 

 

職員は、参集場所に参集する場合、参集途上において情報収集活動等、以下の事項

に十分留意して参集する。 

 

ア．被災状況等の情報収集 

参集途上の職員は、被災状況等の概況把握を行い、参集場所に参集後直ちに

「応急被災状況報告書」（資料編 資料３－１）を作成し、所属班長を通じて情

報収集部情報収集整理班に報告する。 

（ア）浸水被害の状況 

（イ）道路交通施設の冠水、倒木、落石崩壊等の状況 

（ウ）河川・ため池等の被災状況及び水位の状況 

（エ）崖崩れ等の土砂災害の状況 

（オ）その他必要な状況 

イ．被災者の救助・救護活動 

参集途上の職員は、人命救助を必要とする被災現場に遭遇した場合は、香芝警

察署、奈良県広域消防組合香芝消防署に通報するとともに、状況に応じた救助・

救護活動を行う。 
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第 4編 風水害等応急対策計画 

第 1章 災害対策のための体制 第 5節 人員の確保等 

第５節 人員の確保等 

実施担当 要員班、各部各班 

 

１．人員確保 

（１）１号動員及び２号動員の場合 

各部長は、各班の防災活動の遂行において、現状の人員で対応し難いと判断され

る場合には、部内で人員調整をし、その旨を情報収集部要員班へ報告する。 

 

（２）３号動員の場合 

各部長は、各班の防災活動の遂行において、現状の人員で対応し難いと判断され

る場合には、部内で人員を調整し、なおかつ応援が必要な場合は、情報収集部要員

班に要請する。 

この場合、情報収集部要員班は速やかに可能な範囲内において、応援要員の派遣

を行う。 

 

２．平常業務の機能確保 

３号動員の配備体制下では、災害発生から時間経過とともに、平常業務の機能を確

保していく必要があるため、これらの業務機能の確保については、総合調整部本部班

と協議のうえ、市民サービス部門等から優先して平常業務を確保していく。 

 

３．動員対象から除外する職員 

次に掲げるいずれかに該当する職員は、非常招集を免除する。 

これに該当する職員は、速やかに災害対策本部に連絡し、以後の指示を受ける。 

ただし、参集を妨げる事態が収束でき次第、直ちに参集しなければならない。 

 

ア．職員自身が災害発生時に療養中または災害の発生により傷病の程度が重傷であ

る場合 

イ．親族に死亡者または重傷の傷病者が発生し、当該職員が付き添う必要がある場

合 

ウ．自宅から火災が発生し、または周辺で火災が発生し、延焼するおそれがある場

合 

エ．同居する家族に高齢者、障害者、乳幼児等があり、当該職員の介護や保護がな

ければ、その者の最低限の生活が維持できない場合 
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第 4編 風水害等応急対策計画 

第 1章 災害対策のための体制 第 5節 人員の確保等 

オ．当該職員が居住する自宅が全壊、半壊等の被害を受けた場合 

カ．その他の事情により特に所属班長がやむを得ないと認めた場合 

 

＜資料編＞ 
資料１―３ 香芝市災害対策本部動員表 
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第 4編 風水害等応急対策計画 

第 2章 災害警戒期の活動 第 1節 気象予警報等の収集・伝達 

第２章 災害警戒期の活動 
 

項 目 実施担当 

第１節 気象予警報等の収集・伝達 情報収集整理班 

第２節 水防活動 関係各部各班 

第３節 土砂災害警戒活動 関係各部各班 

第４節 ライフライン・交通等警戒活動 関係事業者、関係管理者 

第５節 避難誘導 

本部班、避難所班、救援班、消防部、警

察、自主防災組織、地元自治会役員、施

設管理者 

 

第１節 気象予警報等の収集・伝達 

実施担当 情報収集整理班 

 

計画方針 

・気象災害は気象情報等を迅速かつ的確に把握することにより、災害の

発生をある程度回避できる。 

・気象予警報等その他の災害に関する情報は、関係機関の有機的連携の

もとに、伝達、周知徹底を図る。 

 

１．気象予警報等の種類と発表基準 

（１）注意報 

注意報とは、気象業務法に基づき県内のいずれかの地域において被害の発生が予

想される場合において、奈良地方気象台が一般に注意を促すために発表するものを

いう。 

 

（２）警 報 

警報とは、気象業務法に基づき県内のいずれかの地域において重大な災害が起こ

るおそれのある場合において、奈良地方気象台が一般に厳重な警戒を促すために発

表するものをいう。 

奈良地方気象台発表の、本市における注意報、警報等の種類及び発表基準は、次

のとおりである。 
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第 4編 風水害等応急対策計画 

第 2章 災害警戒期の活動 第 1節 気象予警報等の収集・伝達 

 

種   類 発    表    基    準 

注

意

報 

気

象

注

意

報 

風 雪 

注 意 報 

風雪による被害が予想される場合。具体的には雪を伴い、平

均風速が毎秒12メートル×以上と予想される場合に行う。 

強 風 

注 意 報 

強風による被害が予想される場合。具体的には平均風速が毎

秒12メートル×以上と予想される場合に行う。 

大 雨 

注 意 報 

大雨による被害が予想される場合。具体的には次の条件のい

ずれかに該当する場合に行う。 

１時間降水量が、平坦地で30mm以上 

平坦地以外で40mm以上 

土壌雨量指数基準が97以上 

と予想される場合 

大 雪 

注 意 報 

大雪による被害が予想される場合。具体的には24時間の降雪

の深さが平地で５㎝以上と予想される場合に行う。 

雷 注 意 報 落雷等により被害が予想される場合に行う。 

乾 燥 

注 意 報 

空気が乾燥し、火災の危険が大きいと予想される場合。具体

的には最小湿度が40％以下、実効湿度が65％以下になると予

想される場合に行う。 

濃 霧 

注 意 報 

濃霧のため、交通機関等に著しい支障を及ぼすおそれのある

場合。具体的には視程が100メートル以下になると予想される

場合に行う｡ 

霜 注 意 報 
４月以降の晩霜によって、農作物に著しい被害が予想される

場合に行う。 

な だ れ 

注 意 報 

なだれが発生して被害があると予想される場合。具体的には

積雪の深さが50cm以上であり、最高気温が10℃×以上またはか

なりの降雨があると予想される場合に行う。 

低 温 

注 意 報 

低温のため農作物等に著しい被害が予想される場合。具体的

には最低気温が－５℃×以下になると予想される場合に行う。 

着 雪 ( 氷 ) 

注 意 報 

着雪（氷）が著しく、通信線や送電線等に被害が起こると予

想される場合。具体的には24時間降雪の深さが平地で20cm以

上で、気温が－２℃から＋２℃の範囲であると予想される場

合。 

※地 面 現 象 

注 意 報 

大雨、大雪等による山崩れ、地すべり等によって、被害が起

こるおそれがあると予想される場合。 

※ 浸 水 注 意 報 浸水によって災害が起こるおそれがあると予想される場合。 

洪 水 注 意 報 

大雨、長雨等の現象により河川が増水し、洪水により被害が

起こるおそれがあると予想される場合。具体的には次の条件

のいずれかに該当する場合に行う。 

１時間降水量が、平坦地で30mm以上 

平坦地以外で40mm以上 

 流域雨量指数が、葛下川流域=6 

と予想される場合 

竜 巻 注 意 情 報 

積乱雲の下で発生する竜巻、ダウンバースト等による激しい

突風に対して注意を呼びかける気象情報で、雷注意報を補足

する情報として発表する。 
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第 4編 風水害等応急対策計画 

第 2章 災害警戒期の活動 第 1節 気象予警報等の収集・伝達 

 

種   類 発    表    基    準 

警

報 

気

象

警

報 

暴 風 

警 報 

暴風により重大な災害が起こるおそれがあると予想される場

合。具体的には平均風速が毎秒20メートル以上と予想される場

合に行う。 

暴 風 雪 

警 報 

暴風雪により重大な災害が起こるおそれがあると予想される場

合。具体的には雪を伴い、平均風速が毎秒20メートル以上と予

想される場合に行う。 

大雨警報 
大雨により重大な災害が起こるおそれがあると予想される場

合。具体的には次の条件に該当する場合に行う。 

大雨警報 

（浸水害） 

１時間降水量が、平坦地で50mm以上 

平坦地以外で60mm以上と予想される場合。 

大雨警報 

（土砂災害） 
土壌雨量指数基準が122以上と予想される場合。 

大雨警報 

（土砂災害・

浸水害） 

上記両基準に到達すると予想される場合。 

大雪警報 

大雪により重大な災害が起こるおそれがあると予想される場

合。具体的には24時間の降雪の深さが平地で20cm以上になると

予想される場合に行う。 

※地面現象 
警  報 

大雨、大雪等による山くずれ、地すべり等によって、重大な災

害が起こるおそれがあると予想される場合。 

※ 浸 水 警 報 
浸水によって重大な災害が起こるおそれがあると予想される場

合。 

洪 水 警 報 

大雨、長雨等の現象により河川が増水し、洪水により重大な災

害が起こるおそれがあると予想される場合。具体的には次の条

件のいずれかに該当する場合に行う。 
１時間降水量が平坦地で 50mm 以上 

平坦地以外で 60mm 以上 

流域雨量指数が葛下川流域=11 

複合基準：平坦地の１時間降水量が 30mm かつ流域雨量指数

が葛下川流域=8 

と予想される場合 
気 象 情 報 台風、大雨その他の気象現象について必要と認める場合。 
土 砂 災 害 
警 戒 情 報 

大雨警報発令中に、大雨により土砂災害の危険が高まり、より

厳重な警戒が必要な場合。 

(注)１．発表基準値は奈良県で発生した災害と、気象条件との関係を調査して定めたもので
ある。 

２．×印を付した数値は、奈良地方気象台における値である。 
３．※印を付した注意報及び警報は、標題を用いず気象注意報または気象警報に含め

て行う。 
４．緊急時における警報の発表は、警告を特に必要とする事項（見出し的警告文）だ

けで行うことがある。 
５．注意報、警報は、その種類にかかわらず解除するまで継続される。また新たに注

意報､警報が発表された時は、これまで継続中の注意報、警報は同時に解除または
切り替えられて新たな注意報、警報が発表されたものとする。 

６．土壌雨量指数は、土砂災害発生の危険性を示す指標で、降った雨が土壌中に貯
まっている状態を示す指数である。 

７．流域雨量指数は、河川流域の降雨をもとに、洪水の危険度を評価するための指標
である。 
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（３）特別警報 

特別警報は、平成25年８月30日より運用開始されたもので、県域を単位として、

気象庁または大阪管区気象台から発表されるとともに、該当する県に対し通知され

る。 

市は、特別警報の伝達を受けた時は、地域住民及び関係機関に対し、直ちに周知

するとともに対策等を講ずる。 

 

■気象等に関する特別警報の発表基準（気象庁・平成 25 年８月 30 日より運用） 

現象の種類 基   準 

大 雨 

＜奈良県＞ 

50 年に一度の値 

R48=223 

R03=116 

SWI=174 

＜奈良県北部／北西部地域＞ 

台風や集中豪雨により数十年に一度の降雨量と

なる大雨が予想され、若しくは数十年に一度の

強度の台風や同程度の温帯低気圧により大雨に

なると予想される場合 

暴 風 
数十年に一度の強度の台風や

同程度の温帯低気圧により 

暴風が吹くと予想される場合 

高 潮 高潮になると予想される場合 

波 浪 高波になると予想される場合 

暴風雪 
数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により雪を伴う暴

風が吹くと予想される場合 

大 雪 数十年に一度の降雪量となる大雪が予想される場合 

注）R48=48 時間降水量。 R03=３時間降水量。R1=１時間雨量。SWI=土壌雨量指数。 

資料：気象庁 

 

２．火災気象通報 

消防法により奈良地方気象台は、気象状況が火災予防上危険であると認める時は、

その状況を直ちに知事に通報する。 

市長がこの通報を受けた時は、必要により火災警報を発令する。 

火災気象通報の基準は、実効湿度が 65％以下で最小湿度が 40％以下となり、最大

風速７ｍ／ｓ以上の風が吹く見込みのときである。 

ただし、降雨、降雪中は通報しないこともある。 

 

３．水防警報 

水防警報とは、水防法第 16 条に基づき、国土交通大臣または知事が指定する河川

に洪水による災害の発生が予想される場合、水防活動を必要とする旨の警告を国土交

通大臣または知事が発表するものをいう。 
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市域には、国土交通大臣指定の河川はなく、奈良県知事指定の河川のみとなってい

る。 

当該河川について洪水のおそれがある場合は、知事から水防管理者及びその他水防

に関係のある機関に通知される。 

本市において、知事の発表する水防警報の対象となる河川及びその発表基準は次の

とおりである。 

 

（１）対象河川 

河川名 箇  所 
対 象 

量水標 
水  位 所  管 

葛下川 
左岸 

右岸 

大和高田市野口から

大和川合流点まで 
上 中 

水防団待機水位  1.50 

（通報水位） 

はん濫注意水位  2.50 

（警戒水位） 

避難判断水位    3.30 

（特別警戒水位） 

県高田 

土木事務所 

 

（２）水防警報の発表基準 

階 級 警報の種類 内容及び時期 

第１段階 待  機 
水防機関の出動のための待機を目的とするもので、気象予報 

の内容、または上流の降雨状況により行う。 

第２段階 準  備 

水防資機材の点検、排水門・取水門等の開閉準備、巡視の強化

及び水防機関の出動準備等に対するもので、水防団待機水位

（通報水位 1.50）を超えたときまたは重大な水防事態の発生が

予想されるときに出す。 

第３段階 出  動 

水防機関の出動の必要を警告して行うもので、はん濫注意水位

（警戒水位 2.50）を越えたときまたは事態が切迫したときに出

す。 

第４段階 解  除 水防活動終了の通知 

適 宜 水  位 
上流の雨量、水位、流量により水位の昇降、滞水時間、最高水

位及び時刻等、水防活動上必要な水位状況を通知する。 

 

４．気象予警報等の伝統系統 

気象予警報等の伝達系統については次のとおりである。 
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■気象予警報等の伝達系統 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※（県防）：県防災行政無線  （防シ）：県防災危機管理情報システム 

（専用）：専用電話 （警電）：警察電話 （警無）：警察無線 （内）：内線電話 

 

５．気象予警報等の伝達機関における措置 

気象予警報等を受けた場合、直ちに庁内各部、出先機関に通知する。 

各部、出先機関にあっては、通報を待つのみでなく、積極的に関係機関と情報交換

を行うとともに、ラジオ、テレビ、インターネット等にも注意し、的確な情報収集に

留意しなければならない。 

 

６．異常現象発見措置 

ア．災害が発生するおそれがある異常な現象（崖崩れ、なだれ、洪水等）を発見し

た者は、直ちに市長または警察官に通報しなければならない。 

イ．通報を受けた警察官は、その旨を直ちに市長に通報しなければならない。 

県河川課 

県防災統括室 

（県災害対策本部） 

県高田土木事務所 

県警警備第二課 香芝警察署  

駐在所 

 

交番 

ＮＨＫ奈良放送局 

奈
良
地
方
気
象
台 

香
芝
市 

奈
良
県
広
域
消
防
組
合
香
芝
消
防
署 

市 
 

 

民 

 
（専用） 

（県防） 

（県防） 

（専用） （警電） 

（警無） 

県関係各課 

（専用） 

（県防）・（防シ） 

（県防） 

（警電） 

（専用） 

（内） 

NTT 西日本 
専用 

 

ＮＴＴ回線 

近畿地方整備局 

奈良国道事務所 各事務所 
（専用） （専用） 

（テレビ・ラジオ） 

（警報のみ） 

 

県道路管理課 

（県防）・（防シ） 

（内） 
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ウ．上記ア及びイによって通報を受けた市長は、直ちに次の機関に通報しなければ

ならない。 

（ア）奈良地方気象台（著しく異常な気象現象） 

（イ）その災害に関係ある市町村 

（ウ）香芝警察署、県高田土木事務所、奈良県広域消防組合香芝消防署等 

（エ）この計画に定めるもののほか、警報等の受領、伝達、その他の処理に関し

て必要な事項は関係機関が協議して定めておく。 

（オ）県の出先機関は、市長から上記の通報を受けた時は、速やかにその旨を県

防災統括室に通報しなければならない。 

 

■異常現象発見時の措置 

 

  発 見 者     

       

  香 芝 市  香 芝 警 察 署   

       

       

奈良地方気象台  関係市町村  
県高田土木 

事務所 
 

奈良県広域 

消防組合 

香芝消防署 

 県防災統括室 

 

７．その他 

ア．災害の発生その他の事故により警報等の伝達ができない時は、関係機関は相互

に連絡をとり、警報等が速やかに住民に周知徹底する応急的な措置を講じる。 

イ．この計画に関係ある各機関は、警報等の受領、伝達の取扱主任者及び副主任者

を定めておかなければならない。 

ウ．この計画に定めるもののほか、警報等の受領、伝達その他の処理に関して必要

な事項は関係機関が協議して定めておく。 
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第２節 水防活動 

実施担当 関係各部各班 

 

水防活動は、以下に示す事項に基づくが、詳細は市水防計画を参照のこと。 

 

１．水防本部 

ア．水防管理者は、市水防計画に基づき、知事より洪水予報の通知を受けた場合及

び洪水等による被害が予想され、水防活動の必要があると認められる場合は、そ

の危険が解消するまでの間、水防本部を設置し、水防事務を処理する。 

イ．本計画に基づく災害対策本部が設置された時は、水防本部は災害対策本部に統

合する。 

 

２．水防配備体制基準 

水防配備体制は、県水防計画における県水防本部の配備体制に準じて、以下の４つ

の配置区分とする。 

 

配備区分 配備時期 動員内容 

第１配備 
（情報連絡体制） 

次の各注意報の通知を受けて、今後の気象

状況により、災害がおこる恐れがあると予想

され、監視と警戒が必要な場合 
・気象注意報（大雨） 
・洪水注意報 
・水防活動用気象注意報（大雨） 
・水防活動用洪水注意報 

指揮監 
副指揮監 
※状況に応じて、 
 秘書広報班 
 総務班 
 建設班（連絡調整

班）の班長を動員 

第２配備 
（情報連絡 

強化体制） 

次の各警報の通知を受けて、降雨状況等に

より、第１配備の体制を強化する場合 
・気象警報（大雨） 
・洪水警報 
・水防活動用気象警報（大雨） 
・水防活動用洪水警報 
・葛下川水防警報 
・葛下川上中観測所にて水防団待機水位（通

報水位）に達したとき 

第１配備 
秘書広報班（一部） 
総務班（一部） 
建設班（一部） 

第３配備 
（警戒体制） 

浸水被害が発生した場合、あるいはその恐

れがあるなど重大な水防事態の発生が予測さ

れる場合または第２配備では処理が困難な場

合 

第１配備 
第２配備 
建設班 
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配備区分 配備時期 動員内容 

第４配備 
（非常体制） 

重大な浸水被害が発生した場合、あるいは

その恐れがあるなど、事態が切迫して第３配

備では処理が困難な場合 

第１配備 
第２配備 
第３配備 
秘書広報班 
総務班 

 

ア．水防配備に配属された職員は、常に気象状況の変化に注意し、注意報及び警報

の発表が予想される場合は、自主的にその勤務に就かなければならない。 

イ．水防配備に配属された職員は、配備後においては水防業務を最優先して行わな

ければならない。 

ウ．水防配備に配属された職員は、交代者と引継ぎを完了するまでは、勤務場所を

離れてはならない。 

また、交代が予定されている者は、予め自己の勤務すべき時期を確認しておき、

水防事務に支障をきたさないようにしなければならない。 

※水防配備の配属職員は、別に定める「水防配備体制表」による。 

※建設班（巡回班）の担当区域は、別に定める「巡回班別担当区域図」による。 

 

３．水防活動 

（１）巡 視 

水防管理者は、適切に巡視員［建設班（巡回班）］を配置して、随時区域内の河

川等を巡視し、水防上危険であると認められる箇所がある時は、直ちに現地指導班

長（県高田土木事務所長）に連絡して必要な措置を求める。 

 

（２）警 戒 

水防管理者は、巡視する河川が水防団待機水位（通報水位1.50）に達するなど、

水防上危険であると認められる場合は、水防活動を開始する。 

また、堤防、ため池、調整池、井堰、排水門・取水門等にも巡視員［建設班（巡

回班）］の配置を検討し、知事の指定する河川（葛下川）においては、県・市水防

計画による事項に該当する場合及び異常を発見した場合は、直ちに現地指導班長に

報告する。 

 

（３）情 報 

ア．水防管理者は、現地指導班長と相互連絡を密にし、必要な降雨、水位状況の情

報交換に努めなければならない。 

イ．情報交換における送受信処理は、迅速かつ正確に行われるよう班長が担当を定

めること。 
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また、送受信は電話、ファクシミリ、防災行政無線にて行うものとし、送受信

の記録（送受信者名、送受信日時等）は必ず行うこと。 

水防管理者は、現地指導班長からの降雨、水位情報並びに自ら観測した降雨、

水位状況等について、必要な情報を住民、奈良県広域消防組合香芝消防署（消防

団）、井堰・排水門・取水門扉等管理者、その他関係機関に対し通知しなければ

ならない。 

住民において、異常に強い降雨、著しい水位の増加がみられた場合、住民はす

みやかに水防管理団体等水防機関に対し通報しなければならない。 

 

（４）施設の操作 

井堰・排水門・取水門扉・調整池・ため池等の管理者は、あらかじめ操作責任

者・監視員及び連絡員を定め、平時から工作物の点検を行い、出水時の操作及び不

意の増水に対して支障の無いようにする。 

また、気象状況の通知を受けた場合や河川が通報水位またはそれ相応の水位に達

した場合は、水位の変動を監視し、必要に応じて門扉等の開閉を行う。 

なお、門扉等の操作状況及び危険が予想される場合は、その状況を水防管理者に

通知し、水防管理者は、県高田土木事務所長及び県農村振興担当課長（ため池の場

合）その他関係機関に通知し、相互に密接な連絡をとり、適切な措置を講じる。 

 

（５）水防工法 

水防管理者は、奈良県広域消防組合香芝消防署と協力して水防作業を必要とする

漏水、堤防法面の亀裂及び崖崩れ、溢水等のそれぞれの異常事態によって、適した

工法を採用し、迅速に施工する。 

 

（６）水防団（消防団）および消防機関の出動、出動準備 

ア．出動準備 

水防管理者は、次の場合、水防団（消防団）または消防機関に対し水防第１信

号により出動を準備させるとともに、その旨、現地指導班に報告する。 

・水防警報第２段階を受信したとき。 

・河川の水位が水防団待機水位（通報水位 1.50）に達してなお上昇のおそれが

あり且つ出動の必要が予測されるとき。 

イ．出 動 

水防管理者は、次の場合、直ちに水防団（消防団）または消防機関を予め定め

られた計画に従い水防第２信号により出動させ、非常配備につかせるとともに、

その旨、現地指導班に報告する。 

・水防警報第３段階を受信したとき。 

・河川の水位がはん濫注意水位（警戒水位 2.50）に達し危険が予測されるとき。 
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（７）警察の援助 

水防管理者は、水防のため必要があると認める時は、香芝警察署長に対して警察

官または警察職員の出動を求める。 

 

（８）決壊後の措置 

堤防その他の施設が決壊した時は、水防法第25条、第26条に基づき、水防管理者、

水防団長（消防団長）は、直ちにその旨を現地指導班及びはん濫する方面の隣接水

防管理団体等に通報しなければならない。 

また、決壊後においても、出来る限りはん濫による被害が拡大しないように努め

なければならない。 

 

（９）避難のための立退 

水防法第29条の規定による立退きの指示は、避難命令サイレン、警鐘、電話、口

頭等で最も迅速な方法をもって行う。また、避難者の誘導及び救助は建設班が行う。 

なお、水防管理者は、香芝警察署長との協議の上、あらかじめ立ち退き計画を作

成し、立ち退き先、経路等に必要な処置を講じておく。 

 

（１０）災害補償 

水防管理団体は、水防法第６条の２並びに第45条の規定により定められた災害補

償については、「香芝市消防団員等公務災害補償条例」の規定により、非常勤の水

防団長（消防団長）または水防団員（消防団員）に係る損害補償及び水防に従事し

た者に係る損害補償を的確に行う。 

 

４．浸水想定区域の措置 

本市における浸水想定区域は、葛下川において洪水防御に関する計画の基本となる

降雨である１時間に最大 69mm 程度の大雨が降ったことにより、当該河川がはん濫し

た場合に浸水が想定される区域である。 

当該河川における浸水想定区域において、円滑かつ迅速な避難を確保するため以下

の措置をとる。 

 

（１）洪水予報等の伝達方法 

ア．テレビ、ラジオ、インターネットの気象情報 

イ．市の広報車などからの情報 

ウ．消防、警察、自治会からの情報 

4-23 



第 4編 風水害等応急対策計画 

第 2章 災害警戒期の活動 第 2節 水防活動 

 

（２）指定避難所の確保 

あらかじめ指定避難所に参集することが指名されている職員は、速やかに定めら

れた指定避難所に参集し、開設のための準備を行う。 

 

ア．被害状況調査 

小・中学校等の指定避難所として選定された施設の被害状況調査を行い、周辺

地域の被害情報を把握し、避難者の実態把握に努める。 

イ．避難者の受入れ準備 

避難してきた市民が冷静に避難行動を行えるように、受入れ準備を行う。 

 

地 区 指定避難所名称 所在地 

下田地区 
下田小学校 下田西二丁目９番41号 

香芝中学校 磯壁一丁目1058番地の２ 

真美ヶ丘東地区 
真美ヶ丘東小学校 真美ヶ丘三丁目２番70号 

香芝東中学校 真美ヶ丘二丁目12番27号 

五位堂地区 五位堂小学校 五位堂二丁目300番地の１ 

 

（３）特に防災上の配慮を要する者が利用する施設 

 

地 区 施設名 所在地 

真美ヶ丘東地区 ハルナ保育園五位堂駅前分園 香芝市瓦口2315 

五位堂地区 ホームケアー香芝 香芝市五位堂六丁目220-１ 

 

５．輸 送 

水防に要する輸送は、建設班がこれに充たる。 

被害の程度、規模等により市所有車両が不足する場合は、輸送業者等の民間所有の

車両を借上げて実施する。 

 

６．応 援 

（１）他の水防管理者等への応援 

水防管理者は、水防のため緊急の必要がある時は、他の水防管理者または市町村

若しくは奈良県広域消防組合香芝消防署長に対して応援を求める。 
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なお、水防管理者は、相互に水防作業、応援の派遣が円滑、迅速にできるよう近

接管理団体と協定する。 

協定の内容は現地指導班長に一部送付する。 

 

（２）自衛隊の災害派遣要請 

水防管理者が知事（県防災統括室）に、天災地変その他の災害に際し住民の人命

または財産の保護のため自衛隊法の規定に基づく自衛隊の部隊等の派遣の要請を依

頼する場合は、併せて現地指導班長に通知することとする。 

 

７．水防施設及び水防器具資材 

水防倉庫一覧表及び水防資材備蓄数については、市水防計画による。 

 

８．費用負担と公用負担 

（１）費用負担 

水防管理団体において、水防に要する費用は水防法第41条により当該水防管理団

体が負担する。 

 

（２）公用負担 

水防法第28条により公用負担の権限を行使する者は、水防管理者、水防団長（消

防団長）または奈良県広域消防組合香芝消防署長にあってはその事実を示す証明書

を、その他これらの者の委任を受けたものにあっては委任証を携行し、必要ある場

合にはこれを提示しなければならない。 

 

９．水防解除 

水防管理者は、水位がはん濫注意水位（警戒水位 2.50）以下に減じ、水防作業及

び警戒の必要がなくなった時は、これを一般に周知するとともに現地指導班長にその

旨報告する。 

 

10．水防記録と水防報告 

（１）水防記録 

水防管理者は、市水防計画に規定する事項について記録を作成し、保管しなけれ

ばならない。 
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（２）水防報告 

ア．水防管理者は、市水防計画に規定する事項について、その都度、現地指導班長

に通知する。 

イ．水防活動が終結した時は、遅滞なく活動内容を取りまとめて、水防被害状況報

告書により現地指導班長に報告する。 
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第３節 土砂災害警戒活動 

実施担当 関係各部各班 

 

計画方針 

・大雨等により土砂災害が発生するおそれがある場合は、急傾斜地崩壊

危険区域・土砂災害警戒区域等の巡視・点検により前兆現象など現場

確認を行い、情報の収集及び伝達により、適切な警戒活動を行う。 

 

１．情報収集 

大雨の気象警報が発令されるなど、土砂災害の発生するおそれがある場合は、災害

警戒体制における事前配備体制をとり、関係機関との連絡体制を整備し、雨量等の気

象情報の収集及び伝達に努める。 

 

２．警戒活動の内容 

豪雨、強風等によって、土砂災害が発生し、または発生するおそれがある場合は、

災害警戒体制における警戒配備体制をとり、危機管理監の判断により、次の警戒活動

を行う。 

なお、二次災害の危険が予想される土砂災害危険箇所や土砂災害警戒区域等につい

ては、当該箇所・区域内及び近隣に居住または滞在する市民等に、速やかに周知徹底

するとともに、警戒避難体制の強化を図る。 

 

（１）第１次警戒活動 

ア．各危険箇所において防災パトロールを実施し、前兆現象の把握に努める。 

イ．地元自主防災組織等の活動を要請する。 

ウ．必要に応じて、警戒区域の設定を行う。 

 

（２）第２次警戒活動 

ア．地域住民等に避難の準備を行うよう広報を行う。 

イ．必要に応じて、災害対策基本法に基づく避難勧告、指示を行う。 
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第４節 ライフライン・交通等警戒活動 

実施担当 関係事業者、関係管理者 

 

計画方針 
・ライフライン、放送、交通にかかわる事業者は、豪雨、強風等によっ

て発生する災害に備える。 

 

１．ライフライン事業者 

防災業務計画等に基づき警戒活動を行う。 

 

ア．復旧に必要な資機材の点検、整備、確保を行う。 

イ．浸水のおそれのある施設を巡回・点検する。 

 

２．放送事業者 

気象情報等の収集、円滑な広報に努める。 

 

ア．電源設備、給排水設備の整備 

イ．放送設備・空中線の点検 

ウ．緊急放送の準備 

 

３．交通施設管理者 

気象状況により警備警戒をとるとともに、利用者の混乱を防止するため適切な措置

を講じる。 

 

（１）鉄道施設 

ア．定められた基準により、列車の緊急停止、運転の見合せ、若しくは速度制限を

行う。 

イ．適切な車内放送、駅構内放送を行い、必要に応じて利用者を安全な場所へ避難

誘導する。 

 

（２）道路・橋りょう施設 

ア．定められた基準により通行の禁止、制限若しくは速度規制を行う。 

イ．交通の混乱を防止するため、迂回、誘導灯等の適切な措置を講じる。 
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第５節 避難誘導 

実施担当 
本部班、避難所班、救援班、消防部、警察、自主防災組織、地元自治会

役員、施設管理者 

 

計画方針 

・人的被害を軽減するため、関係機関が連絡調整を密にし、あらかじめ

定めた基準により、市民を速やかに安全な場所に避難誘導する。 

・水害による避難者は、水害の及ばない指定緊急避難場所（市立小中学

校の校舎等）・指定避難所に避難する。 

・避難の際には、障害者、高齢者、乳幼児、妊産婦、外国人等の災害時

要援護者（要配慮者）に十分配慮する。 

 

１．避難勧告・指示等 

市長は、人的被害が発生するおそれがある場合には、避難に時間を要する要配慮者、

特に避難行動要支援者の早期避難を図るため、避難準備情報を発令する。 

また、災害が発生し、または発生するおそれがある場合で、市民の生命または身体

を災害から保護し、その他災害の拡大を防止するため特に必要があると認める場合は、

避難勧告または指示を行う。 

避難勧告または指示の判断にあたっては、気象庁の防災情報提供システム等を参考

にして、迅速に行う。また、夜間や早朝であっても、躊躇なく発令する。 

市民に対しては、夜間等の時間帯となることを考慮して、早めに発令する場合があ

ることを周知しておく。 

実施責任者は、避難勧告または指示を行った場合、その旨を速やかに関係機関に通

報する。 

緊急の場合以外は、原則として実施責任者相互の連絡協議のもとに行う。 

なお、市長は、必要な場合には、気象台、河川管理者等に対し、避難勧告または指

示等に関する助言を求めることができる。 

また、土砂災害に係る避難勧告等を解除する場合においても、県・国に助言を求め

ることができる。 
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（１）避難のための立ち退き勧告または指示等の権限 

■避難勧告・指示の実施責任者 

種別 勧告または指示を行う要件 勧告・指示を行う者 根拠法令 

災

害

全

般 

市民の生命及び身体を災害から保護し、その

他災害の拡大を防止するため特に必要と認める

とき。 

市 長 
災害対策基本法 

第60条 

市において、事務の全部または大部分を行う

ことができなくなったとき、市長が実施すべき

事務の全部または一部を代行する。 

知 事 
災害対策基本法 

第60条 

(1) 市長が避難のための立ち退きを指示するこ

とができないと認めるとき。 

(2) 市長から要求があったとき。 

(3) 人の生命若しくは身体に危険を及ぼし、ま

たは財産に重大な損害を及ぼすおそれがあ

り、指示が急を要するとき。 

警察官 

(1)(2)は 

災害対策基本法 

第61条 

(3)は 

警察官職務執行法 

第4条 

危険な事態が生じ、かつ警察官がその場にい

ない場合 

自衛官 

（災害派遣を命

じられた部隊） 

自衛隊法第94条 

洪 

水 

洪水によって著しい危険が切迫していると認

められるとき。 

知 事、 

その命を受けた

職員、 

水防管理者 

水防法第29条 

地
す
べ
り 

地すべりによって著しい危険が切迫している

と認められるとき。 

知 事、 

その命を受けた

職員 

地すべり等防止法 

第25条 
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（２）避難準備情報 

実施基準 

以下のいずれか一つまたは複数に該当する場合で、今後の気象予警報等

も考慮して、市長が発令すべきと判断した場合に、避難準備情報を発令す

る。 
（洪水） 
・葛下川の基準観測地点（上中）の水位が、はん濫注意水位（警戒水位

2.50ｍ）に達し、さらに水位の上昇が予想されるとき。 
・葛下川の上流において、はん濫注意情報が発令されたとき。 
（土砂災害） 
・大雨警報（土砂災害）が発表され、さらに大雨が予想されるとき。 
・奈良県土砂災害・防災情報システムの「危険度予測図」が「黄色」を示

しているとき。 
・強い降雨を伴う台風が、夜間から明け方に接近・通過することが予想さ

れるとき。 
・土砂災害に関わる前兆現象（土石流、崖崩れ、地すべり）が見受けられ

るとき。 
（共通） 
・事態の推移によっては、浸水害、土砂災害のおそれがあるとき。 

伝達内容 

・避難対象地区 
・避難先 
・避難路 
・避難の理由 
・避難時の注意事項 
・その他の必要事項 

伝達方法 

        
 

災
害
対
策
本
部 

  
緊急速報メール   

避
難
地
区
住
民 

 
      
   

各出先機関の職員の口頭伝達    
      

   
消防車両（サイレン、警鐘、拡声器）      

   
電話、伝令 

ファクシミリ 
防災行政無線 

      
     

自治会    
        
         
   

報道機関    
      

 広報車 
 

     
       

避難準備情報 

伝達文 

（例文） 

こちらは、香芝市です。○時○分、（避難すべき事由）ため、○○

地区に避難準備情報を発令しました。 
お年寄りの方など避難に時間を要する方は、直ちに（指定緊急避難場

所・指定避難所の施設名）へ避難してください。 
その他の方は、避難の準備を始めてください。 
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（３）避難勧告 

実施基準 

以下のいずれか一つまたは複数に該当する場合で、今後の気象予警報等

も考慮して、市長が発令すべきと判断した場合に、避難勧告を発令する。 
（洪水） 
・葛下川の基準観測地点（上中）の水位が、避難判断水位（特別警戒水位

3.30ｍ）に達したとき。 
・護岸の小規模な異常（損壊等）や異常な漏水等を確認したとき。 
・葛下川の上流において、はん濫警戒情報が発令されたとき。 
（土砂災害） 
・土砂災害警戒情報が発表されたとき。 
・奈良県土砂災害・防災情報システムの「危険度予測図」が「橙（オレン

ジ）色」を示しているとき。 
・大雨警報（土砂災害）が発表されている状況で、記録的短時間大雨情報

が発表されたとき。 
・土砂災害に関わる前兆現象（土石流、崖崩れ、地すべり）が見受けられ

るとき。 
（共通） 
・その他地域住民の生命、身体を災害から保護するため必要と認めると

き。 

伝達内容 避難準備情報と同じ 

伝達方法 避難準備情報と同じ 

避難勧告 

伝達文 

（例文） 

こちらは、香芝市です。○時○分、（避難すべき事由）ため、○○地区

に避難勧告を発令しました。 

直ちに（指定緊急避難場所・指定避難所の施設名）へ避難してくださ

い。 

なお、（○○付近は冠水により通行ができません・山沿いや急傾斜地で

は土砂災害の危険があります）ので十分注意して避難してください。 
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（４）避難指示 

実施基準 

以下のいずれか一つまたは複数に該当する場合で、今後の気象予警報等

も考慮して、市長が発令すべきと判断した場合に、避難勧告を発令する。 
（洪水） 
・葛下川の基準観測地点（上中）の水位が、避難判断水位（特別警戒水位

3.30ｍ）を超えたとき。 
・葛下川上流に、はん濫危険情報または、はん濫発生情報が発表されたと

き。 

・護岸の大規模な異常（損壊等）を確認したとき。 

（土砂災害） 

・近隣で土砂移動現象、山鳴り、流木の流出、斜面の亀裂などの前兆現象

が生じたとき。 

・奈良県土砂災害・防災情報システムの「危険度予測図」が「赤色」を示

しているとき。 
・近隣で土砂災害が発生したとき。 

・土砂災害警戒情報が発表されており、さらに記録的短時間大雨情報が発

表されたとき。 
・避難勧告等による立ち退き避難が十分でなく、再度、立ち退き避難を地

域住民に促す必要があるとき。 
（共通） 
・状況がさらに悪化し、避難すべき時期が切迫したとき。 

・災害が発生した現場に残留者がいる場合。 

・人的被害の発生する可能性が高まったとき。 

伝達内容 避難準備情報と同じ 

伝達方法 
避難準備情報と同じ伝達方法を繰り返すとともに、必要に応じ直接口頭に

より伝達する。 

避難指示 

伝達文 

（例文） 

こちらは、香芝市です。○時○分、（避難すべき事由）ため、○○地区

に避難指示を発令しました。大変危険な状態です。 

避難中の方は、直ちに（指定緊急避難場所・指定避難所の施設名）へ避

難を完了してください。 

避難に十分な時間がない場合は、近くの安全な建物に避難してくださ

い。 

なお、（○○付近は冠水により通行ができません・山沿いや急傾斜地で

は土砂災害の危険があります）ので十分注意してください。 

 

 

注）奈良県土砂災害・防災情報システムの「危険度予測図」は、県ホームページで公

開されており、地域住民が避難判断の目安として活用できる。 

http://www1.nara-saboinfo.jp/ 

危険度予測図の色は以下による。 

・「黄色」（レベル１）：２時間以内に基準値超過を予想 

・「橙（オレンジ）色」（レベル２）：１時間以内に基準値超過を予想 

・「赤色」（レベル３）：現在基準値を超過している 
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（５）屋内での待避等の安全確保措置 

市長は、避難のための立ち退きを行うことにより、かえって人命または身体に危

険が及ぶおそれがあると認める時は、屋内での待避、その他の屋内における避難の

ための安全確保（豪雨時は２階以上で山側とは反対側の部屋に退避するなど）に関

する措置を指示する。 

 

（６）避難勧告・指示等の解除 

洪 水 

河川の水位がはん濫注意水位を下回り、水位の低下傾向が顕著であ

り、上流域での降雨がほとんどない等、気象状況などから水位が再上

昇するおそれがなくなったとき。 

土砂災害 

以下を目安として解除を行う。 

・土砂災害警戒情報が解除されたとき。 

・大雨・洪水警報が解除されたとき。 

・被災した地域の応急復旧作業が完了し、安全度が原形まで回復した

時点。 

 

（７）県への報告 

市長が避難準備情報や避難勧告または指示、解除をした時は、その旨を速やかに

知事へ報告する。 

 
２．指定緊急避難場所への避難 

ア．市長は、災害の発生または発生するおそれがあり、避難準備情報及び避難勧

告・指示を行った場合、被災状況に応じて、安全な指定緊急避難場所を選定し、

市民に周知する。 

イ．選定された指定緊急避難場所の施設管理者は、速やかに開設する。 

ただし、施設管理者が開設困難な場合は、所管する職員が開設する。 

ウ．自主避難あるいは避難勧告等の発令に応じて避難行動を開始した市民は、選定

された指定緊急避難場所へ避難を行う。 

エ．避難部避難所班は、選定した指定緊急避難場所について、避難収容状況のとり

まとめを行う。 

オ．指定避難所が開設されている場合は、当該指定緊急避難場所の本来の用途に戻

すため、安全を確認しながら避難者を指定避難所に移動する。 

 

３．避難者の誘導 

避難誘導は、消防職員（消防団員）、警察官、自主防災組織、地元自治会役員及び
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施設管理者等の協力を得て組織的に行うものとし、極力安全と統制を図り実施する。 

 

ア．誘導に当たっては、定められた指定緊急避難場所・指定避難所へ自治会単位で

の集団避難を心掛け、妊産婦、傷病人、乳幼児、高齢者、障害者及びこれらの者

に必要な介助者を優先して行う。 

なお、これらの誘導に当たっては迅速、的確に行う。 

イ．指定緊急避難場所・指定避難所及び避難路等を明示する案内標識を設置する等、

迅速に避難できるよう措置する。 

ウ．避難路については、安全を十分確認し、特に危険な箇所は誘導員の配置、誘導

ロープの設置を行い、また、夜間においては、可能な限り投光器、照明器具を使

用して避難中の事故防止に万全を期する。 

エ．避難に当たっては、携行品を必要最小限に制限し、早期に避難を完了させる。 

オ．避難は、避難者が各個に徒歩で行うことを原則とするが、避難者が自力で立ち

退き不可能な場合は、車両等により行う。 

カ．災害が広範囲で大規模な立ち退き移送を要し、市では対応不可能な時は、県に

協力を要請する。 

 
４．災害時要援護者（避難行動要支援者）の避難完了確認 

救援部救援班は、災害時要援護者（避難行動要支援者）の避難完了確認は、「避難

準備情報」「避難勧告」「避難指示」の段階ごとに、避難部避難所班、各施設管理者、

自主防災組織、消防団等の協力を得て行う。 

 

ア．在宅の要援護高齢者、障害者等の避難行動要支援者の避難については、原則と

して「避難準備情報」発令段階における完了に努める。 

イ．災害時要援護者（要配慮者）関連施設の入所者・利用者については、各施設管

理者が救援部救援班に対し、「避難準備情報」「避難勧告」「避難指示」の段階ご

とに避難完了を速やかに報告する。 

その場合、安否・所在の確認された施設利用者の氏名をあわせて報告する。 

ウ．「避難勧告」「避難指示」が発令された場合、「避難準備情報」発令段階におい

て、避難完了が確認されない在宅の要援護高齢者、障害者等の避難行動要支援者

の避難については、香芝市災害時要援護者避難支援計画に基づき緊急避難するよ

う措置する。 

エ．救援部救援班は、避難行動要支援者名簿に基づき、救援部救援班で把握してい

る災害時要援護者（避難行動要支援者）情報と指定緊急避難場所・指定避難所で

作成する避難者名簿と照合し、避難完了を確認する。 
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５．学校・社会福祉施設等における避難対策 

学校、幼稚園、保育所、社会福祉施設及び病院等、集団退避を必要とする施設に

あっては、日頃から市、奈良県広域消防組合香芝消防署及び香芝警察署等の関係機関

と協議のうえ、下記事項について避難計画を定め、避難訓練を実施するとともに、災

害時に安全な避難ができるよう、関係機関と連絡を密にする。 

 

ア．避難実施責任者 

イ．避難の時期（事前避難の実施等） 

ウ．避難の順位 

エ．避難誘導責任者・補助者 

オ．避難誘導の要領・処置 

カ．避難者の確認方法 

キ．家族等への引渡し方法 

ク．登下校時の安全確保（緊急通学路の指定） 

ケ．通学路周辺の危険箇所の把握（ブロック塀等の危険性） 

 

６．警戒区域の設定等 

災害が発生し、または発生しようとしている場合において、人命または身体を保護

するために警戒区域を設定し、一般の立入りの禁止及び退去を命じることができる。 

また、警戒区域の設定については、香芝警察署、奈良県広域消防組合香芝消防署等

関係機関と連絡調整を図っておくものとし、実際に警戒区域を設定した場合にロープ

を張る等、警戒区域の表示を行い、避難等に支障のないように処置する。 

さらに、香芝警察署の協力を得て、可能な限り防犯・防火のためのパトロールを実

施する。 

警戒区域の設定として、水害、土砂災害、危険物災害に分けて、その基準を定める。 

 

災害種別 警戒区域 

水  害 葛下川浸水想定区域 

土砂災害 急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害警戒区域（急傾斜地の崩壊、土石流） 

危険物災害 爆発物に関しては、約100m以内の区域 
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■警戒区域の設定権限 

種別 設定権者 要   件（内  容） 根拠法令 

災

害

全

般 

市 長 
市民の生命または身体に対する危険を防止する

ため特に必要があると認めるとき。 

災害対策基本法 

第63条 

知 事 

市が全部または大部分の事務を行うことができ

なくなった時は、市長が実施すべき応急措置の全

部または一部を代行する。 

災害対策基本法 

第73条 

警察官 

市長若しくはその委任を受けた市の吏員が現場

にいないとき、またはこれらの者から要求があっ

たとき。 災害対策基本法 

第63条 派遣を命じら 

れた部隊等の 

自衛官 

市長その他職権を行うことができる者がその場

にいない場合に限る。 

火

災 

消防長 

消防署長 

ガス、火薬または危険物の漏えい、飛散、流出

等の事故が発生した場合において、火災が発生す

るおそれが著しく大きく、かつ、火災が発生すれ

ば人命または財産に著しい被害を与えるおそれが

あると認められるとき。 
消防法第23条の２ 

 

警察署長 

消防長若しくは消防署長またはその委任を受け

た消防吏員若しくは消防団員が現場にいないと

き、または消防長若しくは消防署長から要求が

あったとき 

水
災
を
除
く
災
害 

消防吏員 

消防団員 
水災を除く災害現場 

消防法第28条 

同第36条 

警察官 

消防吏員または消防団員が現場にいないとき、

または消防吏員または消防団員の要求があったと

き。 

洪

水 

消防団長 

消防団員 

または 

消防機関に 

属する者 

水防上緊急の必要がある現場 

水防法第21条 

警察官 

現場に消防団長、消防団員若しくは消防機関に

属する者がいないとき、またはこれらの者から要

求があったとき。 
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第３章 災害発生後の活動 
 

項 目 実施担当 

第１節 災害情報の収集・伝達 情報収集整理班、本部班、各部各班 

第２節 災害広報・広聴活動 情報収集整理班 

第３節 応援等の要請・受入れ 本部班、要員班 

第４節 自衛隊災害派遣の要請要求・受入れ 本部班、関係各部各班 

第５節 災害時要援護者（要配慮者）の支援 救援班 

第６節 指定避難所の開設・運営 避難所班、本部班 

第７節 救助・救急活動 救援班、消防部、警察 

第８節 医療救護活動 救援班、消防部、本部班 

第９節 公共土木施設等応急対策 
調査復旧班、総務班、避難所班、施設

管理者 

第 10 節 緊急輸送活動 
調査復旧班、本部班、総務班、道路管

理者 

第 11 節 交通規制 
調査復旧班、本部班、情報収集整理

班、道路管理者、警察 

第 12 節 災害救助法の適用 本部班 

第 13 節 支援・受援体制の整備 本部班、要員班、関係各部各班 

 

第１節 災害情報の収集・伝達 

実施担当 情報収集整理班、本部班、各部各班 

 

計画方針 

・災害に伴う被害状況の把握（調査及び報告）は、災害対策の基礎とし

て必要不可欠であるため、市は、関係機関と調整をとり、迅速かつ的

確に実施する。 

・災害時の各機関相互間の通知、指示、通報、伝達等の通信連絡を速や

かに行うため、各機関の通信窓口を統一し、通信連絡経路を整備する

とともに、非常の際における通信連絡の確保及び情報収集体制の強化

を図る。 
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１．災害に関する情報の収集・伝達系統 

市内に災害が発生した場合に、その災害に係わる各種情報を、市、市民及び関係機

関に速やかに伝達する。 

また、香芝市内郵便局と締結した「災害時及び平常時における香芝市と香芝市内の

郵便局との協力に関する協定」により、被災者の避難先及び被災状況等の情報の提供

を要請する。 

 

 

各部各班による 

被害状況調査 
 関係機関  

香芝市内 

郵便局 
 

自治会 

市民等 

 

被害情報の収集 

情報収集部 

情報収集整理班 

被害情報の伝達 

総合調整部 

本部班 

被害情報の報告 

災害対策本部会議 

応急対策の指示 

国、県、 

関係機関等 

報告 総合調整部 

本部班 

人員の調整 情報収集部 

要員班 

応急対策活動の要請 

 

情報収集部 

情報収集整理班 

 総務部総務班 総務部被害調査班 

市民部環境班  救援部救援班 

建設部調査復旧班  避難部避難所班 

上下水道部上水道班  上下水道部下水道

班 

消防部（香芝消防署、香芝市消防団） 

広報 
 

市民、自治会、 

指定避難所等 

 

 

 

２．被害状況の把握 

迅速かつ的確な応急対策活動の実施に必要な被害概要について、災害発生後、速や

かに把握するとともに、関係機関、市民等の協力を得て詳細な被害状況を把握する。 
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（１）被害状況の把握 

ア．実施担当 

各部各班は、事務分掌に基づき被害状況を把握し、情報収集部情報収集整理班

に報告する。 

なお、勤務時間外の場合は、出勤途上の情報も把握する。 

イ．把握する内容 

（ア）人的被害の発生状況 

（イ）建物被害（床上・床下浸水、全壊、流失、大規模半壊、半壊、全焼、半焼、

一部損壊）の状況 

（ウ）土砂災害等の二次災害の発生状況、危険性 

（エ）避難の状況、市民の動向 

（オ）冠水等道路交通の状況 

（カ）ライフラインの被害状況、供給等の停止状況 

（キ）その他災害の拡大防止措置上必要な状況 

ウ．把握の手段 

（ア）防災行政無線を用いる。 

（イ）電話、携帯電話、ファクシミリ等を用いる。 

（ウ）市が所有する車両の乗り合い利用、職員のバイク・自転車の借り上げ、徒

歩等によって行う。 

 

（２）被害概況の集約 

情報収集部情報収集整理班は、各部各班からの報告に基づき、次の被害概況を取

りまとめる。 

 

ア．人的被害 

死者、行方不明者、負傷者の状況 

イ．建物被害 

床上・床下浸水、全壊、流失、大規模半壊、半壊、全焼、半焼、一部損壊の状

況 

ウ．公共土木施設等の被害 

（ア）道路、橋りょうの状況 

（イ）河川、水路、ため池の状況 

（ウ）土砂災害の状況 

（エ）道路交通、公共交通機関の状況 

（オ）ライフラインの状況 

エ．その他 

（ア）消火・人命救助活動の状況 

（イ）医療活動の状況 
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（ウ）避難勧告または指示、警戒区域の設定状況 

（エ）その他必要な情報 

 

３．詳細被害状況の把握 

（１）把握する内容及び実務担当 

各部各班は、災害発生後速やかに、市内全域について自己の班に属する被害状況

の把握を行う。 

 

把握する内容 実施担当 

人的被害 
死者、行方不明者の状況 情報収集部情報収集整理班 

負傷者の状況 情報収集部情報収集整理班 

住家被害 
床上浸水・床下浸水、全壊、流失、大規

模半壊、半壊、一部損壊、土砂流入等の

状況 
総務部被害調査班 

非住家被害 
公共建物（官公署庁舎等） 総務部総務班 

その他（倉庫、車庫等） 総務部被害調査班 

その他被害 

田畑の被害状況 市民部市民班 

文教施設の被害状況 避難部避難所班 

医療機関の被害状況 救援部救援班 

冠水等の被害状況 建設部調査復旧班 

河川、水路、ため池の被害状況 建設部調査復旧班 

山地災害危険地区等の被害状況 建設部調査復旧班 

上水道施設の被害状況 上下水道部上水道班 

下水道施設の被害状況 上下水道部下水道班 

ごみ焼却施設等の被害状況 市民部環境班 

火葬場の被害状況 市民部環境班 

電気、ガス、電話、鉄道の被害状況 情報収集部情報収集整理班 

 

（２）調査方法 

被害状況の調査方法は、２人１組で外観目視により行う。 

また、被害状況を専門的に把握するために必要と認められる場合は、部内で調整

のうえ、他班の協力によって調査を行う。 

 

（３）罹災状況、被害金額の把握 

現地調査により把握した被害状況に基づき、自己の班に属する罹災状況と被害金

額を把握する。 
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把握する内容 実施担当 

罹災状況 罹災世帯数、罹災者数 情報収集部情報収集整理班 

被害金額 

公共文教施設の被害金額 避難部避難所班 

その他公共施設の被害金額 総務部総務班 

農林水産業施設の被害金額 市民部市民班 

公共土木施設の被害金額 建設部調査復旧班 

農林、商工の被害金額 市民部市民班 

 

（４）被害状況の報告 

現地調査により把握した被害状況、罹災状況及び被害金額を「被害状況調査報告

書（別紙様式）」（資料編 資料３－３）にとりまとめ、情報収集部情報収集整理

班に報告する。 

なお、自己の班に属さない被害であっても、緊急の報告を受けた場合は、速やか

に情報収集部情報収集整理班へ報告する。 

 

（５）被害状況等の判定 

被害状況等の判定は、下記の災害救助法の適用基準に該当する程度のものとする。 

 

被害項目 報 告 基 準 

人

的

被

害 

死 者 
当該災害が原因で死亡し、死体を確認した者、または死体を確認するこ

とができないが死亡したことが確実な者とする。 

行方不明者 当該災害が原因で所在不明となり、かつ死亡の疑いのある者。 

負傷者 

（重傷者） 

（軽傷者） 

災害のため負傷し、医師の治療を受け、または受ける必要のある者のう

ち、「重傷者」とは１月以上の治療を要する見込みの者とし、「軽傷者」

とは、１月未満で治療できる見込みの者とする。なお、重軽傷者の別が把

握できない場合はとりあえず負傷者として報告する。 

住 

家 

の 

被 

害 

住 家 
現実に居住のため使用している建物をいい、社会通念上の住家であるか

どうかを問わない。 

世 帯 生計を一つにしている実際の生活単位をいう。 

全 壊 

（全 焼） 

（全流失） 

住家がその居住のための基本的機能を喪失したもの、すなわち、住家全

部が倒壊、流失、埋没、焼失したもの、または住家の損壊が甚だしく、補

修により元通りに再使用することが困難なもので、具体的には、住家の損

壊、焼失若しくは流失した部分の床面積がその住家の延床面積の70％以上

に達した程度のものまたは住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体

に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が50％以上に達した程度の

ものとする。 
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被害項目 報 告 基 準 

住 

家 

の 

被 

害 

大規模半壊 

居住する住宅が半壊し、構造耐力上主要な部分の補修を含む大規模な補

修を行わなければ当該住宅に居住することが困難なもので、具体的には、

損壊部分がその住家の延床面積の50%以上70%未満のもの、または住家の主

要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家

の損害割合が40%以上50%未満のものとする。 

半 壊 

（半 焼） 

住家がその居住のための基本的機能の一部を喪失したもの、すなわち、

住家の損壊が甚だしいが、補修すれば元通りに再使用できる程度のもの

で、具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の20％以上70％未満のも

の、または住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割

合で表し、その住家の損害割合が20％以上50％未満のものとする。 

一部破損 
住家の損壊程度が半壊にいたらないもの。ただし、窓ガラス２～３枚割

れた程度のものは除く。 

床上浸水 

全壊及び半壊に該当しない場合であって、浸水がその住家の床上に達し

た程度のもの、または土砂、竹木等のたい積等により一時的に居住するこ

とができない状態となったもの。 

床下浸水 床上浸水に至らない程度に浸水したもの。 

注）住戸被害戸数については「独立した家庭生活を営むことができるように建築された建物ま

たは完全に区画された建物の一部」を戸の単位として算定するものとする。 

損壊とは、住家が被災により損傷、劣化、傾斜等何らかの変化を生じることにより、補修

しなければ元の機能を復元し得ない状況に至ったものをいう。 

主要な構成要素とは、住家の構成要素のうち造作物を除いたものであって、住家の一部と

して固定された設備を含む。 

 

被害項目 報   告   基   準 

非住家の被害 

非住家（住家以外の建物）のうち、全壊、半壊程度の被害を受けたもの。

なお、官公署、学校、病院、公民館、神社、仏閣等は非住家とする。ただ

し、これらの施設に常時、人が居住している場合には、当該部分は住家とす

る。「公共建物」とは、例えば、役場庁舎、公民館、公立保育所等の公用ま

たは公共の用に供する建物とする。「その他」とは、公共建物以外の倉庫、

土蔵、車庫等の建物とする。 

そ 
 

の 
 

他 
 

被 
 

害 

田
畑
の
被
害 

流失 

埋没 
耕土が流出し、または砂利等のたい積のため耕作が不能となったもの 

冠水 植え付け作物の先端が見えなくなる程度に水につかったもの 

文教施設 
小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、盲学校、ろう学校、養

護学校及び幼稚園における教育の用に供する施設をいう。 

道 路 

「道路」とは、道路法第２条第１項に規定する道路のうち、橋りょうを除

いたものとする。 

「道路決壊」とは、高速自動車道、一般国道、都道府県及び市町村道の一

部が損壊し、車両の通行が不能となった程度の被害をいう。 

橋りょう 

「橋りょう」とは、道路を連結するために河川、運河等の上に架橋された

橋とする。 

「橋りょう流失」とは、橋りょうの一部または全部が流失し、車両の通行

が不能となった程度の被害をいう。 
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被害項目 報   告   基   準 

そ 
 

の 
 

他 
 

被 
 

害 

河 川 

「河川」とは、河川法が適用され、若しくは準用される河川若しくはその

他の河川またはこれらのものの維持管理上必要な堤防、護岸、水利、床止そ

の他の施設若しくは沿岸を保全するために防護を必要とする川岸とする。 

「堤防決壊」とは、河川法にいう１級河川及び２級河川の堤防、あるいは

ため池の堤防が決壊し、復旧工事を要する程度の被害をいう。 

砂 防 

「砂防」とは、砂防法第１条に規定する砂防施設及び同法第３条の規定に

よって同法が準用される砂防のための施設または同法第３条の２の規定に

よって同法が準用される天然の河岸とする。 

清掃施設 「清掃施設」とは、ごみ処理及びし尿処理施設とする。 

鉄 道 
「鉄道不通」とは、汽車、電車等の運行が不能になった程度の被害とす

る。 

電 話 
「電話」とは、通信不能となった一般電話回線のうち、最大時の回線数を

いう。 

電 気 「電気」とは、停電した戸数のうち、最大時の戸数をいう。 

水 道 
「水道」とは、上水道または簡易水道で断水している戸数のうち、最大時

の戸数をいう。 

下水道 
「下水道」とは、公共下水道に接続している戸数のうち、下水道流下機能

支障となっている最大時の戸数をいう。 

ガ ス 
「ガス」とは、一般ガス事業または簡易ガス事業で供給停止となっている

戸数のうち、最大時の戸数をいう。 

ブロック塀 「ブロック塀」とは、倒壊したブロック塀または石垣の箇所数をいう。 

罹 

災 

者 

罹災世帯 

「罹災世帯」とは、災害により住家が全壊、半壊及び床上浸水の被害を受

け、通常の生活を維持できなくなった生計を一にしている世帯とする。 

例えば、寄宿舎、下宿その他これに類する施設に宿泊する者で共同生活を営

んでいる者については、これを一世帯として扱い、また同一家屋の親子、夫

婦であっても、生活が別であれば分けて扱うものとする。 

罹災者 「罹災者」とは、罹災世帯の構成員とする。 

 

４．被害状況等の集約・整理等 

（１）被害状況等の集約・整理 

総合調整部本部班及び情報収集部情報収集整理班は、各部から収集した被害状況

等の情報及び資料を集約・整理するとともに、各部や関係機関からの求めに応じて、

速やかに報告できるよう準備する。 

また、必要に応じて次に掲げる資料を作成する。 

 

ア．被害関連情報、配備指令等の状況、被害状況等 

イ．被害分布図等 

ウ．市内における被害総額 

 
（２）集約・整理の注意事項 

被害状況等の集約・整理に当たっては、次の点に留意する。 
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ア．確認された情報と未確認の情報（至急確認すべき情報）を区別すること。 

イ．確認された情報に基づき災害の全体像を把握すること。 

ウ．応援要請等に係る情報を整理すること。 

エ．情報の空白地帯を把握すること。 

オ．被害が軽微な地区または被害がない地区を把握すること。 

 
５．県及び国への報告 

災害の状況が次の基準に該当する場合は、総合調整部本部班は県に報告する。 

 
（１）報告の基準 

ア．災害対策本部を設置した場合 

イ．災害救助法の適用基準または小災害に対する救助内規の適用基準に合致する災

害が発生した場合 

ウ．災害の状況及びそれが及ぼす社会的影響からみて、報告の必要性があるもの 

例 ・崖崩れ、地すべり等により、人的被害または住家被害が生じた場合 

・河川、ため池の破堤により、人的被害または住家被害が生じた場合 

エ．災害に対し、国の財政的援助を要すると認められる場合 

オ．災害が当初は軽微であっても、今後拡大し発展するおそれがある場合、あるい

は２市町村にまたがるような広域的な災害で、市が軽微な被害であっても、全体

的に大規模な同一災害の場合 

カ．その他、特に報告の指示があった場合 
 
（２）報告要領 

災害が発生したときから、当該災害に対する応急対策が完了するまでの間、「災

害概況即報（第４号様式(その１)）」（資料編 資料３－４）または「被害状況即

報（第４号様式(その２)）」（資料編 資料３－５）により、県防災統括室に対し

て、次の要領により報告を行う。 

 
ア．災害概況即報（早期災害報告様式） 

災害発生時の早期報告として、個別の災害現場の概況等を報告する場合には、

「災害概況即報（第４号様式(その１)）」（資料編 資料３－４）により、直ちに

次の情報を県防災行政無線等で県（防災統括室）に報告する。 

（ア）人命危険の有無及び人命災害の発生状況 

（イ）火災等の二次災害の発生状況及びその危険性 

（ウ）避難の必要の有無及び避難の状況 

（エ）地域住民の動向 
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（オ）道路交通状況 

（カ）その他災害の発生拡大防止措置上必要な事項 

なお、災害時の第１報のように死傷者の有無、火災の発生等の被害状況の把握

が不十分な場合においても、県に報告する。 

イ．被害状況即報 

災害による被害を覚知した時は、直ちに、「被害状況即報（第４号様式(その

２)）」により第１報を報告し、以後判明したものから逐次県防災行政無線等によ

り報告する。 

ただし、知事が必要と認める場合は、その指示にしたがって報告する。 

ウ．災害確定報告 

応急対策終了後、14 日以内に「被害状況即報（第４号様式(その２）」により

報告するものである。 

ただし、知事が必要と認める場合は、その指示にしたがって報告する。 

エ．災害年報 

毎年１月１日から 12 月 31 日までの災害による被害の状況を翌年３月 10 日ま

でに「災害年報（第３号様式）」により報告する。 

 
（３）119番通報殺到状況の報告 

火災が同時多発あるいは多くの死傷者が発生し、消防機関への通報が殺到した場

合には、直ちに消防庁、県防災統括室それぞれに対し、通報が殺到している状況を

報告する。 

 
（４）国への報告 

県への報告が、通信の途絶等によりできない場合は、内閣総理大臣（消防庁）に

対して直接災害情報を報告する。 

ただし、この場合にも市は県との連絡確保に努め、連絡がとれるようになった後

は県に対して報告する。 
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奈良県防災統括室の連絡先 

代表電話 0742-22-1101 内線 2275 

直通電話 0742-27-8425(ダイヤルイン) 

ＦＡＸ 0742-23-9244 

奈良県防災行政無線（衛星） 67-111-9011 

奈良県防災行政無線ＦＡＸ（衛星） 67-111-9210 

夜間等代表電話 0742-27-8944 

消防庁への報告先 

 区     分 平日（9:30～17:45） 左記以外（宿直室）  

ＮＴＴ回線 
ＴＥＬ 03-5253-7527 03-5253-7777 

ＦＡＸ 03-5253-7537 03-5253-7553 

地域衛星通信ネットワーク 
ＴＥＬ 67-048-500-90-43422 67-048-500-90-49102 

ＦＡＸ 67-048-500-90-49033 67-048-500-90-49036 
 

 
６．通信手段の確保 

災害発生後、総合調整部本部班は直ちに無線通信機能の点検を行うとともに、支障

が生じた施設・設備の復旧を行う。 

また、携帯電話等の移動通信回線も活用し、緊急情報連絡用の通信手段の確保に努

める。 

なお、災害に関する通信が緊急を要するものである場合は、電気通信事業者の電気

通信設備の優先的利用、警察事務、消防事務、水防事務等の有線電気通信設備及び無

線設備の使用、放送事業者に放送を行うことを求めることができる。（災害対策基本

法第 57 条） 

 
（１）電気通信設備の利用 

ア．総合調整部本部班は、電気通信事業者に対し、応急回線の作成や利用制限等の

措置による通信輻輳(ふくそう)の緩和及び通信の疎通確保を要請する。 

イ．優先利用 

総合調整部本部班は、必要に応じて電気通信事業者に対して非常電話または非

常電報を申し込み、電気通信設備の優先利用による非常通信を行う。 

 
（２）有線電話途絶時の措置 

有線電話途絶のため、災害情報の収集・伝達に支障を来す場合は、次のような措

置を講じる。 

 
ア．県、近隣市町村との連絡 

県防災行政無線を利用して行う。 

また、必要に応じ、消防無線、警察無線、非常通信、携帯電話を活用するとと
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もに、状況によっては伝令の派遣を行う。 

イ．関係機関との連絡 

総合調整部本部班は、関係機関に対し、職員の総合調整部への派遣及び所属機

関との連絡用無線機等を可能な限り携行するよう要請する。 

ウ．消防電話・警察電話等の利用 

総合調整部本部班は、他に通信連絡の手段がなく緊急を要する場合、奈良県広

域消防組合香芝消防署または香芝警察署に業務用専用回線の利用を要請する。 

エ．非常通信の利用 

総合調整部本部班は、有線電話が途絶し、かつ防災行政無線による通信が困難

な場合、電波法に基づき、次に掲げる機関の無線局を利用し、災害に関する通信

の確保を図る。 

（ア）警察、鉄道会社等の関係機関が保有する無線 

（イ）放送局が保有する無線 

（ウ）アマチュア無線等 

 
（３）災害現場等出動者との連絡 

災害現場等に出動している各部職員との連絡は、携帯電話、防災行政無線、伝令、

派遣等の適当な手段によって行う。 
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第２節 災害広報・広聴対策 

実施担当 情報収集整理班 

 

計画方針 

・災害が発生したときまたは二次災害等の発生するおそれがある時は、

人心の安定と速やかな復旧作業を推進するために、市民に迅速かつ適

切な広報を行う。 

 
１．実施機関 

情報収集部情報収集整理班は、関係機関との密接な連携協力のもとに広報内容の一

元化を図り、市民に混乱が生じないよう配慮する。 

 
２．広報の内容 

広報は、平常時の広報手段を活用するほか、指定避難所への広報紙の掲示等、各段

階に応じて以下に示す方法により広報活動を実施する。 

 
（１）災害発生直後の広報 

ア．気象等の状況・災害の規模 

イ．災害時要援護者（要配慮者）への支援の呼びかけ 

ウ．避難勧告または指示、避難先の指示 

 
（２）その後の広報 

ア．二次災害の危険性 

イ．被災状況とその見通し 

ウ．ライフラインや交通施設等の復旧状況 

エ．交通規制情報 

オ．医療機関等の医療関連情報 

カ．ごみ、し尿収集等の生活関連情報 

キ．食糧、生活必需品の供給及び給水に関する情報 

ク．救援物資等の取扱い  

ケ．その他人心安定及び社会秩序保持に関すること  

 

（３）広報の方法 

ア．広報紙の掲示、配布等による広報 
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イ．広報車やハンドマイク等による現場広報 

ウ．指定避難所等における職員の派遣、チラシの掲示・配布 

エ．インターネットの活用 

オ．自主防災組織等の市民団体の協力 

カ．コミュニティメディアを通じての広報 

キ．報道機関への情報提供 

 
（４）災害時の広報体制 

ア．広報責任者による情報の一元化 

イ．広報資料の作成 

ウ．関係機関との連絡調整 

  
（５）災害時要援護者（要配慮者）に配慮した広報 

災害時要援護者（要配慮者）への広報は、文字放送や手話、ファクシミリ、テレ

ホンサービス、インターネット等のメディアを活用するほか、ボランティア等の協

力を得て、手話、点字、外国語等による広報を行う。 

 
３．報道機関との連携 

（１）緊急放送の実施 

緊急を要する場合で、他の有線電気通信設備または無線設備による通信ができな

い場合あるいは著しく困難な場合においては「災害対策基本法に基づく放送要請に

関する協定」（昭和54年３月１日）に基づき、県を通じて報道機関に、災害に関す

る通知、要請、伝達、予警報等の放送を依頼する。 

 
（２）報道機関への情報提供 

災害に関する情報及び被災者に対する生活情報、応急対策の実施状況等について、

放送業者、通信社、新聞社等の報道機関に対して、定期的な情報提供を行う。 

 
４．広聴活動の実施 

情報収集部情報収集整理班は、被災地の地域住民の要望事項等を把握するとともに、

市民からの各種問い合わせに速やかに対応できるよう、専用電話及び専用ファクシミ

リを備えた窓口を開設する等、積極的に広聴活動を実施する。 
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５．安否情報の提供等 

（１）安否情報の提供 

情報収集部情報収集整理班は、必要に応じて安否問合せ窓口を庁内に設置し、来

庁者の問合せへの対応を行う。 

なお、以下に掲げる者から、被災者の安否に関する情報の照会があったとき、内

閣府が定める政令の要件を満たす場合に限り、市が把握する情報に基づき回答する

ことができる。 

その際、当該安否情報に係る被災者または第三者の権利利益を不当に侵害するこ

とのないよう配慮する。 

また、照会に対する回答を適切に行い、または回答の適切な実施に備えるために

必要があると認める時は、関係地方公共団体の長、消防機関、警察その他の者に対

して、被災者に関する情報の提供を求めることができる。 

 

ア．被災者の同居の親族の場合 

被災者の居所、負傷もしくは疾病の状況または連絡先その他安否の確認に必要

と認められる情報 

イ．被災者の同居でない親族または職場等の関係者の場合 

被災者の負傷または疾病の状況 

ウ．被災者の知人等被災者の安否情報を必要とすることが相当であると認められる

者の場合 

県、市が保有している安否情報の有無 

 

上記のほか、被災者が提供について同意している安否情報については、その同意

の範囲内で、または公益上特に必要があると認める時は、必要と認める限度におい

て、当該被災者にかかる安否情報を提供することができる。 

 

（２）安否情報の照会 

安否情報について照会しようとする者は、市や県に対し、次の事項を明らかにし

て行う。 

 

ア．氏名、住所（法人その他の団体にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる

事務所の所在地）その他の照会者を特定するために必要な事項 

イ．照会にかかる被災者の氏名、住所、生年月日及び性別 

ウ．照会をする理由 

 

 

 

4-51 



第 4編 風水害等応急対策計画 

第 3章 災害発生後の活動 第 2節 災害広報・広聴対策 

（３）被災者台帳の作成 

被災者の被害状況や支援の実施状況、支援にあたっての配慮事項等を一元的に集

約した被災者台帳を作成し、関係各部各班で共有するとともに、応急対策に活用す

る。 

被災者台帳の作成にあたっては、必要となる被災者情報について、県に対して、

災害救助法に基づく救助を行った被災者の情報提供を求めることができる。 
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第３節 広域応援等の要請・受入れ 

実施担当 本部班、要員班 

 

計画方針 

・災害に際して、本市のみでは対応が不十分となる場合には、災害対策

基本法等に基づき、関係機関や団体に対して職員の派遣を要請し、応

急対策または災害復旧対策の万全を期する。 

 
１．応援の要請 

応急措置を実施するために、労働力の提供を短期間、身分の移動を伴わずに、応援

を要請する。 

なお、要請については総合調整部本部班が窓口となり、受入れは情報収集部要員班

が実施する。 

 
（１）応援要請のできる要件 

市域に災害が発生したとき、次の場合に応援の要請を行う。 

 

ア．応急措置を実施するため必要があると認める場合 

イ．自己の持つ消防力等の現有活動勢力では、消防、水防、救助等効果的な応急措

置の実施が困難な場合 

ウ．緊急を要するとき、地理的にみて近隣の市町村に応援を求めた方がより効果的

な応急措置の実施ができると認められる場合 

 
（２）応援に当たっての要請事項 

ア．災害の状況及び応援を要請する理由 

イ．応援を必要とする期間 

ウ．応援を希望する物資・資機材等の品目及び数量 

エ．応援を必要とする場所 

オ．応援を必要とする活動内容 

カ．その他必要事項 

 
（３）知事に対する応援要請 

災害対策基本法第68条に基づき、知事に対して応援要請を行う。この場合には、

県防災統括室を通じて要請する。 
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（４）他の市町村等に対する応援の要請 

協定締結した関係機関に対し、協定内容に基づき必要な食糧、医療品、生活必需

品、資機材等の物資援助の要請を行う。 

また、他の市町村に対し災害対策基本法第67条に基づき、応援要請を行う。 

 
＜資料編＞ 
資料７―１ 災害時応援協定締結一覧 
 
２．消防活動に係る応援の要請・受入れ 

奈良県広域消防組合で消防活動を迅速かつ的確に実施することが困難な場合、関係

法令や協定に基づき、他市町村消防機関の応援を要請する。 

 
（１）大規模災害応援 

大規模な災害が発生した場合に、被災地近隣の消防本部が「消防組織法第39条」

に基づき、いち早く被災地に駆けつけ、効率的な消火、救急、救助等の応援活動を

展開することにより、被害の軽減を図る。 

この体制は、主に発災直後から「緊急消防援助隊運用要綱」に定める消防庁長官

の措置（消防組織法第44条）による体制が機能し始めるまでの間実施されるもので

あり、消防庁長官の措置による応援体制が行われた時点で、同法に基づく体制とな

る。 

 
（２）緊急消防援助隊の派遣 

緊急消防援助隊は、「緊急消防援助隊運用要綱」に基づき、大規模災害の発生に

際し、被災地の消防の応援のため速やかに被災地に赴き、人命救助活動を行う。 

緊急消防援助隊は平成７年６月に発足し、市町村長は設置した救助、救急及び後

方支援部隊について、その隊数を消防庁に登録している。 

出動については、消防庁長官が被災地の属する都道府県の知事と緊密な連携を図

り、緊急消防援助隊の出動の有無を判断し、「消防組織法第44条」の規定に基づき、

適切な措置をとるものとされている。 

 
３．職員の派遣要請 

災害発生時に応急対策、復旧対策を実施するときに、本市の職員のみでは対応がで

きない場合は、県、他の市町村、関係機関等に対し、職員の長期的な派遣を要請する

ことができる。 
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（１）県、他の市町村または指定地方行政機関に対する派遣の要請 

災害対策基本法第29条、または地方自治法第252条の17の規定により職員の派遣を

要請することができる。 

なお、その場合の手続は、次の事項を記載して文書で行う。 

 

ア．派遣を要請する理由 

イ．派遣を要請する職員の職種別人数 

ウ．派遣を必要とする期間 

エ．派遣される職員の給与その他の勤務条件 

オ．その他職員の派遣について必要な事項 

 
（２）職員の派遣のあっせんの要請 

市長は、災害対策基本法第30条に基づき、応急対策または復旧対策のため必要が

ある時は、知事に対して、指定地方行政機関等の職員の派遣についてあっせんを求

めることができる。 

なお、総合調整部本部班は、その場合の手続を、次の事項を記載した文書で行う。 

ただし、文書をもってしては時機を失するおそれがある場合は、口頭または電話

等により申し入れ、事後速やかに文書を作成し、正式に要請する。 

 

ア．派遣のあっせんを求める理由 

イ．派遣のあっせんを求める職員の職種別人数 

ウ．派遣を必要とする期間 

エ．派遣される職員の給与その他の勤務条件 

オ．その他職員の派遣のあっせんについて必要な事項 

 
（３）経費の負担 

派遣職員の待遇及び経費の負担については、災害対策基本法第32条、第92条、同

施行令17、18、19条及び「阪神・淡路大震災復旧対策等のための職員派遣について」

（平成７年２月23日付け自治公第５号自治省行政局公務員部公務員課長通知）によ

る。 

 
４．民間との協力 

（１）災害対策基本法その他の法律に基づく従事命令、協力命令 

市域に災害が発生し、または発生しようとしている場合において、応急措置の実

施するための要員が労働者の雇用等によっても、なお不足し、さらなる動員の必要

があると認める場合は、災害対策基本法等に基づき従事命令等を発し、対策要員を
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確保する。 

 
ア．従事命令等の種類と執行者 

災害応急対策作業 命令区分 根拠法令 執行者 

災害応急対策事業 

 

(災害応急対策全般) 

従事命令 

災害対策基本法 第65条第１項 市長 

〃 第65条第２項 警察官 

〃 第65条第３項 
派遣を命じられた 

部隊等の自衛官 

災害救助作業 

(災害救助法に 

基づく救助) 

従事指示 災害救助法 第24条 
知事 

協力命令 〃 第25条 

災害応急対策事業 

(災害救助を除く 

応急処置) 

従事命令 災害対策基本法 第71条第１項 知事 

委任を受けた 

市長 協力命令 〃 第71条第２項 

災害応急対策事業 

(災害応急対策全般) 
従事命令 警察官職務執行法 第４条 警察官 

消防作業 従事命令 消防法 第29条第５項 
消防吏員 

消防団員 

 
イ．従事命令等の対象者 

命令区分（作業対象） 対象者 

災害対策基本法による市長、警察官、海

上保安官の従事命令 

（災害応急対策全般） 

当該市の区域の市民、または当該応急措置を

実施すべき現場にある者 

災害対策基本法及び災害救助法による知

事の従事命令 

 

（災害応急対策及び救助作業） 

１．医師、歯科医師または薬剤師 

２．保健師、助産師、看護師、准看護師、診

療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技

師、救急救命士または歯科衛生士 
３．土木技術者または建築技術者 

４．大工、左官またはとび職 

５．土木業者または建築業者及びこれらの者

の従事者 

６．鉄道事業者及びその従事者 

７．軌道経営者及びその従事者 

８．自動車運送事業者及びその従事者 

９．船舶運送業者及びその従事者 

10．港湾運送業者及びその従事者 

災害対策基本法及び災害救助法による知

事の従事命令 

（災害応急対策及び救助作業） 

救助を要する者及びその近隣の者 

警察官職務執行法による警察官の従事命

令（災害応急対策全般） 
その場に居合わせた者、その物件の管理者 
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命令区分（作業対象） 対象者 

消防法による消防吏員または消防団員の

従事命令（消防作業） 
火災の現場付近にある者 

 
ウ．公用令書の交付 

従事命令または協力命令を発するとき、または発した命令を変更あるいは取消

す時は災害対策基本法に定める公用令書を交付する。 

エ．費 用 

市長が災害対策基本法第 71 条の規定に基づいて発した従事命令により災害応

急対策に従事した者に対しては実費を弁償する。 

オ．損害補償 

従事命令または協力命令により災害応急対策に従事した者が、そのことにより

死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかった場合には条例の定めるところによりそ

の損害を補償する。 

 
（２）公共職業安定所の労働者供給 

ア．公共職業安定所に対しては、次の事項を明らかにして必要な労働者の供給あっ

せんを依頼する。 

（ア）必要労働者数 

（イ）作業の内容 

（ウ）作業実施期間 

（エ）賃金の額 

（オ）労働時間 

（カ）作業場所の所在 

（キ）残業の有無 

（ク）労働者の輸送方法 

（ケ）その他必要な事項 

イ．賃金の支払 

賃金は、通常の例を勘案したうえで、市において予算措置し、就労現場におい

て作業終了後、直ちに支払う。 

なお、作業終了後、直ちに賃金を支払うことができない場合は、就労証明書を

発行するとともに支給日を労働者本人に通知しなければならない。 

ウ．労働者の輸送 

災害応急対策実施機関は、労働者の毎日の作業就労に際し、労働者の住居と作

業現場との距離、作業能率その他を考え、できるだけ車両等による労働者の輸送

を考慮する。 
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（３）自治会等の民間団体の協力 

災害時における地域の防災活動について、自治会や企業等に協力を求める。 

 
５．要員の対策従事 

災害時における災害対策実施機関の職員、民間協力団体、雇い上げた一般労働者並

びに従事命令・協力命令による労働者は、次によりそれぞれ災害対策に従事する。 

 
（１）災害対策実施機関の職員 

この職員は各機関で定める計画にしたがい、その対策に従事する。 

 
（２）民間協力団体 

協力団体の活動内容は主として次のとおりであるが、活動内容の選定に当たって

は、協力団体等の意見を尊重して行う。 

 

ア．炊き出し、その他災害救助活動の協力 

イ．清掃及び防疫 

ウ．災害応急対策用物資、資機材の輸送及び配分 

エ．応急復旧現場における危険を伴わない軽易な作業 

オ．軽易な作業の補助 

カ．その他上記の作業に類した作業 

 
（３）一般労働者 

ア．罹災者の救出 

イ．罹災者の安全な場所への避難誘導 

ウ．医療及び助産における各種移送業務 

エ．飲料水の供給 

オ．救済用物資の輸送 

カ．その他災害応急対策実施上の補助業務 

 
（４）従事者 

従事命令または協力命令を受けた者は、その公用令書に記載された業務に従事す

る。 
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（５）派遣職員 

派遣要請を受けた職種に応じて指示された業務に従事する。 

 
６．県消防防災ヘリコプターの受入れ 

県消防防災ヘリコプターの派遣を要請した場合は、災害時用臨時ヘリポート等の準

備に万全を期す。 

また、市及びヘリポートとなる施設の管理者は、ヘリポートの被災状況を調査し、

県災害対策本部に報告する。 

なお、受入れに際しては、次の措置をとる。 

 
（１）受入れ体制 

ア．離着陸場所の確保及び安全対策 

イ．傷病者等の搬送先の離着陸場所及び病院等への搬送手配 

ウ．空中消火用資機材、空中消火基地の確保 

エ．その他必要な事項 

 

（２）発着場の開設 

ア ヘリポートに紅白の吹き流しまたは国旗等を掲揚して、地上の風向を知らせる。 

イ 離着陸地点には、 Ｈ 記号を石灰、墨汁、絵の具等を用いて表示する。 

ウ ヘリポート周辺への一般人の立ち入りを禁止し、事故防止に努める。 

エ ヘリポートの発着に障害となる物体については、除去または物件所在地の表示

をする。表示方法は、上空から良く判断できるよう、白布または赤布等を縛り付

ける。 

オ 離着陸周辺の木片、小石等は吹き飛ばされるため、できるだけ取り除く。 

カ 離着陸の際は砂塵が発生するため、その防止対策として消防車等による散水を

行う。 
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第４節 自衛隊災害派遣の要請要求・受入れ 

実施担当 本部班、関係各部各班 

 

計画方針 

・市民の人命または財産を保護するため必要と認めた場合は、県に対し

自衛隊の災害派遣要請を依頼するとともに、受入体制を整備し、災害

応急対策に万全を期する。 

 
１．災害派遣依頼基準 

ア．人命救助のため応援を必要とするとき。 

イ．大規模な災害が発生し、または発生することが予想され、緊急に応援を必要と

するとき。 

ウ．市内で大規模な災害が発生し、応急措置のための応援を必要とするとき。 

エ．救助物資の輸送のため応援を必要とするとき。 

オ．主要道路の応急復旧のため応援を必要とするとき。 

カ．応急措置のための医療、防疫、給水及び通信支援等の応援を必要とするとき。 

 
２．派遣依頼手続 

ア．市長は、自衛隊に対し災害派遣を要請する場合は、知事に派遣要請を依頼する。 

イ．自衛隊派遣要請依頼手続は、総合調整部本部班が行う。 

ウ．知事への依頼ができない場合は、市長は直接自衛隊に対して派遣依頼の通知を

することができる。 

自衛隊は、災害状況の通知を受け、その事態に照らし、特に緊急を要する場合

は自主的判断に基づき部隊を派遣することができる。 

市長は、通知した旨を知事へ報告する。 

エ．災害対策に当たる各部は、災害時の状況や被害状況等を勘案し、自衛隊派遣に

関して市長へ上申する。 

オ．派遣の依頼は、原則として文書によるものとし、次の事項を記載する。 

（ア）災害の状況及び派遣を依頼する事由 

（イ）派遣を希望する期間 

（ウ）派遣を希望する区域及び活動内容 

（エ）その他参考となるべき事項 

ただし、文書をもってしては時期を失するおそれがある場合は、前記各記載事

項を口頭または電話等により申し入れ、事後速やかに文書を作成し、正式に依頼

する。 
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カ．自衛隊緊急時連絡網 
ア．陸上自衛隊 第４施設団長（主として陸上自衛隊等に関する場合） 

京都府宇治市広野町風呂垣外１－１ 

電話 ０７７４－４４－０００１ 

通信相手 第４施設団本部 第３科 総括班 

 （内線２３５、２３６、２３７） 

夜間通信先 第４施設団本部付隊当直（当直室）（内線２２３） 

ＦＡＸ ０７７４－４４－０００１（交換切替、内線２３３） 

 
（大久保駐屯地の交換台を呼び出し、内線２３３に

切替えを依頼した後、ＦＡＸボタンを押す。） 

県防災無線 ６７－５７１－１１ 

 （夜間：６７－５７１－１２） 

県防災無線FAX ６７－５７１－２１ 

イ．航空自衛隊 奈良基地司令（主として航空自衛隊に関する場合） 

奈良県奈良市法華寺町１５７８ 幹部候補生学校 

電 話 ０７４２－３３－３９５１（内線２１１、夜間内線２２５） 

 
キ．陸上自衛隊第４施設団に連絡がとれない場合 

陸上自衛隊第４施設団に連絡がとれず、派遣の依頼ができない場合は、次の機関に連

絡する。 

陸上自衛隊 第３師団長（主として陸上自衛隊に関する場合） 

兵庫県伊丹市広畑１－１ 

通信先：第３師団 第３部 防衛班 

電 話：０７２７－８１－００２１（内線３３３、夜間内線３０１） 

ＦＡＸ：０７２７－８１－００２１（交換切替、内線２３４） 

 

３．派遣部隊の受入体制 

派遣を依頼した時は、直ちにその旨を関係機関に連絡するとともに、その受入体制

について自衛隊の救援活動が円滑に実施できるように以下のことを行う。 

 
（１）派遣部隊の誘導 

自衛隊が派遣されることとなった時は、香芝警察署長に対し派遣部隊の誘導につ

いて依頼する。 

 
（２）受入体制 

ア．派遣部隊及び関係機関との連絡調整のため、連絡担当者を指名する。 

イ．受入体制の確立 

派遣部隊の集結場所及び宿泊場所等を確保する。 

ウ．作業計画及び資機材等の整備 
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自衛隊の部隊が行う作業が円滑かつ迅速に実施できるよう作業内容及び計画を

策定するとともに、作業実施に必要な資機材を準備する。 

エ．ヘリポートの設営等 

大規模災害に際し、ヘリコプターを使用することとなった場合は、災害時用臨

時ヘリポート等の準備に万全を期する。 

 
（３）自衛隊の活動内容 

以下の事項について、災害の態様に応じた活動を自衛隊に依頼する。 

 

ア．被害状況の把握 

イ．避難の援助 

ウ．避難者等の捜索及び救助 

エ．消防活動 

オ．道路の啓開 

カ．応急医療、救護及び防疫 

キ．人員及び物資の緊急輸送 

ク．炊飯及び給水 

ケ．物資の無償貸付けまたは譲与 

コ．危険物の保安及び除去 

サ．その他必要な活動 

 
４．経費の負担区分 

災害派遣部隊の活動に要する次の経費については、原則として市が負担するものと

し、市において負担するのが適当でないものについては、県がそれぞれ負担する。 

 

ア．災害派遣部隊の宿泊施設等の借上料、損料、光熱水費、電話料及び付帯設備料 

イ．上記に規定するもののほか必要経費で協議の整ったもの 

 
５．派遣部隊等の撤収依頼 

作業の進捗状況を把握し、派遣の目的を達成したとき、または必要がなくなったと

判断した時は、派遣部隊その他の関係機関と協議のうえ、知事に対して文書をもって

撤収の依頼を行う。 
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第５節 災害時要援護者（要配慮者）の支援 

実施担当 救援班 

 

計画方針 
・高齢者、障害者、乳幼児等の災害時要援護者（要配慮者）を重点に継

続した福祉サービスを行う。 

 
１．災害時要援護者（要配慮者）の被災状況の把握 

救援部救援班は、災害時要援護者（要配慮者）の安否確認並びに被災状況及び被災

した災害時要援護者（要配慮者）の福祉ニーズの把握に努める。 

 
（１）災害時要援護者（要配慮者）等の安否確認及び被災状況の把握 

ア．自治会や自主防災組織、民生委員・児童委員、ボランティア等の協力を得て、

速やかに住宅に残された災害時要援護者（要配慮者）の安否確認を行うとともに、

被災状況の把握に努める。 

また、保護者を失う等の要保護園児・児童の早期発見、保護に努める。 

イ．社会福祉施設の施設設備、職員、入所者等の被災状況の把握に努める。 

 
（２）福祉ニーズの把握 

被災した災害時要援護者（要配慮者）に対して、居宅、指定避難所及び応急仮設

住宅等において福祉サービスが組織的・継続的に提供できるよう、福祉ニーズの把

握に努める。 

 
２．被災した災害時要援護者（要配慮者）への支援活動 

救援部救援班は、被災した災害時要援護者（要配慮者）に対し、在宅福祉サービス

の継続的提供や情報提供の支援活動に努める。 

 
（１）在宅福祉サービスの継続的提供 

ア．被災した災害時要援護者（要配慮者）に対し、居宅、指定避難所及び応急仮設

住宅において補装具や日常生活具の交付、ホームヘルパーの派遣等、在宅福祉

サービスの継続的な提供に努める。 

イ．被災した園児・児童やその家族の心的外傷後ストレス障害（ＰＴＳＤ）等に対

応するために、心のケア対策に努める。 
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（２）災害時要援護者（要配慮者）の施設への緊急入所 

社会福祉施設入居者が安心して生活を送れるよう必要な支援を行うとともに、居

宅や指定避難所等では生活ができない災害時要援護者（要配慮者）については、本

人の意思を尊重したうえで、社会福祉施設への緊急一時入所の措置を迅速かつ的確

に実施する。 

 
（３）情報の提供 

関係団体やボランティア等の協力を得て、災害時要援護者（要配慮者）に対する

居宅、指定避難所、応急仮設住宅等における福祉サービスの情報提供を行う。 

 
（４）福祉避難所 

災害時要援護者（要配慮者）の避難状況に応じて福祉避難所も開設し、一般の指

定避難所での生活が困難な高齢者、障害者を受け入れる。 

 
３．被災した外国人への支援活動 

（１）情報の提供 

ア．被災した外国人に対し、被害の状況、避難勧告・指示等の避難情報、医療救護

情報、食糧や飲料水、生活必需品等の供給情報の提供に努める。 

イ．情報提供の手段として、広報紙・掲示板等における外国語による情報提供、放

送局との連携による外国語放送、通訳ボランティアによる情報提供等に努める。 

ウ．観光地の運営者等は、防災に関する外国語会話集やコミュニケーションカード、

多言語のアナウンス、災害時多言語情報作成ツールの活用、さらに、通信が可能

な場合はスマートフォン用アプリ「Safety tips」※の活用を図る。 

※ (財)自治体国際化協会が作成・提供しているツールで、多言語対応した掲示、

携帯メール・サイト、音声メディアの作成を支援する。 

 
（２）支援サービス 

ボランティアの協力を得て、外国人に対する相談窓口を指定避難所に設置するよ

う努める。 

救援部救援班は、旅行会社等と外国人旅行者の被災情報を交換し、指定避難所等

に滞在する外国人旅行者の安否確認を行う。 

また、必要に応じて、一時滞在施設を確保する。 
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第６節 指定避難所の開設・運営 

実施担当 避難所班、本部班 

 

計画方針 
・災害による家屋の滅失、損壊により避難を必要とする市民を臨時に収

容することのできる指定避難所を選定し、開設する。 

 

１．指定避難所の開設 

（１）指定避難所の開設 

ア．本部長は、災害が発生しまたは発生するおそれのある場合に、災害の種類、被

害状況等を特に考慮し、適切な指定避難所を選定・開設する。 

指定避難所を開設する時は、速やかに避難所施設の管理者に連絡し、指定避難

所の安全性を確認した上で開設する。 

イ．本部長は、速やかに避難部避難所班を派遣し、指定避難所を開設する。 

ただし、緊急を要する場合で、職員の派遣が困難な場合は、消防団員やあらか

じめ要請した自主防災組織の役員や施設の管理者を開設者とすることができる。 

ウ．指定避難所を開設した場合、総合調整部本部班は、直ちに次の事項を知事及び

香芝警察署長に報告する。（閉鎖したときも同様に報告する） 

（ア）開設の日時、場所 

（イ）箇所数及び収容人員 

（ウ）開設期間の見込み 

（エ）避難対象地区名 

エ．指定避難所開設の期間は、災害発生の日から７日以内とする。 

ただし、収容期間の延長の必要がある時は、期間を延長することができる。 

オ．指定避難所の収容能力を超える避難者が生じた場合は、指定避難所以外の施設

でも、安全性を確認した上で、施設管理者の同意を得て開設する。 

なお、それでも不足する時は、県等への要請などにより、必要な施設の確保を

図る。 

 
（２）指定避難所の収容対象者 

ア．住居が全壊、全焼、大規模半壊、半壊、半焼等の被害を受け、居住の場所を

失った者 

イ．自己の住家には直接被害はないが、現実に災害に遭遇し、速やかに避難しなけ

ればならない者 

ウ．災害により、現に被害を受けるおそれがある者 
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エ．避難指示は発せられないが、緊急に避難することが必要である者 

オ．その他避難が必要と認められる者 

 

２．指定避難所の管理・運営 

（１）管理責任者 

指定避難所の管理責任者は、原則として避難所派遣職員とする。 

ただし、緊急を要する場合で、職員の派遣が困難な場合は、当該施設の管理者、

自治会、自主防災組織等の中から指名した者を管理責任者とすることができる。 

 
（２）自主運営 

避難部避難所班は、自治会、自主防災組織等を中心とした地域住民組織の自主的

な活動によって指定避難所の運営が行われるよう支援する。 

なお、避難者主体の自治組織を設置するにあたっては、女性の参画を推進する。 

 
（３）ボランティアの役割 

避難部避難所班は、必要に応じてボランティアに対して協力を求める。 

 
（４）指定避難所の管理・運営 

ア．避難者の把握 

管理責任者は、避難者名簿（帰宅困難者、屋外避難者を含む。）を作成し、避

難者の実態を把握するとともに、避難部避難所班を通じて情報収集部情報収集整

理班に報告する。 

イ．食糧、生活必需品等の請求、受取、配布 

管理責任者は、指定避難所全体で集約された食糧、生活必需品、その他物資の

必要数について、避難部避難所班を通じて市民部市民班及び救援部救援班に報告

し、調達を要請する。 

ウ．情報等の提供 

避難者の不安感の解消と指定避難所内の秩序維持のため、生活情報、応急対策

の実施状況・予定等の情報、避難者心得等を提供する。 

その際、口頭での説明のほか、情報伝達に障害のある避難者に配慮し、掲示板

の設置、チラシの配布等の方法も用いる。 

エ．生活環境への配慮 

管理責任者は、避難所生活の長期化に対応して、避難者のプライバシー保護、

テレビ等の生活機器の確保、入浴支援の実施等、生活環境に注意を払い、常に良

好なものとするよう努める。 
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オ．女性や災害時要援護者（要配慮者）への配慮 

指定避難所の生活においては、災害時要援護者（要配慮者）の介護及び性別や

子どもに配慮したスペース（更衣室、洋式トイレ、洗濯干し場、授乳室、交流

（遊び）スペース等）、食物アレルギーのある者に配慮した食料や生活用品を確

保する。 

また、避難者や指定避難所に係わる運営スタッフ等の心身のケアのために医師

や看護師による巡回の必要性を把握し、必要な措置を講ずるよう努めるとともに、

入浴施設設置の有無及び利用頻度、洗濯等の頻度、暑さ・寒さ対策の必要性、食

料の確保、配食等の状況、ごみの処理状況など、指定避難所の衛生状態等の把握

に努め、必要な措置を講ずる。 

このほか、以下の事項に配慮する。 

（ア）管理責任者は、指定避難所を開設した場合、地域住民組織やボランティア

等の協力を得て、高齢者、障害者、乳幼児、妊婦等の災害時要援護者（要配

慮者）を把握し、これらの者に対して健康状態等について聞き取り調査を行

う。 

（イ）管理責任者は、調査の結果に基づき、これらの者が福祉避難所、社会福祉

施設、病院等へ入所できるよう避難部避難所班を通じて救援部救援班と協議

する。 

また、それら施設等への入居が困難な場合は、指定避難所でも比較的落ち

着いた場所を提供するなどの配慮を行う。 

（ウ）スロープが設置されていない施設の管理責任者は、必要に応じて仮設のス

ロープを設置する。 

（エ）女性や災害時要援護者（要配慮者）に配慮したトイレが設置されていない

施設の管理責任者は、必要に応じて仮設トイレの設置・増設等の対応策につ

いて避難部避難所班と協議する。 

（オ）女性用物資の保管管理や女性スタッフによる配布体制の確保に努める。 

カ．情報収集部への報告 

管理責任者は、次の事項が発生したときには、直ちに避難部避難所班を通じて

情報収集部情報収集整理班に報告する。 

（ア）被災者の収容を開始したとき。 

（イ）収容者の全部が退出または転出したとき。 

（ウ）収容者が死亡したとき。 

（エ）指定避難所に悪疫が発生したとき。 

（オ）その他報告を必要とする事項が発生したとき。 

 

（５）他の指定避難所への収容 

ア．管理責任者は、災害により多数の被災者が発生し、当該指定避難所では収容で

きない場合、本部長の指示のもと、避難者を他の地区の指定避難所に収容する。 

イ．被災地域が広域にわたり、市域内に予定していた指定避難所では被災者の収容
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ができない場合、本部長は、県を通じて他の市町村への避難を要請する。 

ウ．他の指定避難所に避難者を輸送する場合は、その距離を考慮したうえで、輸送

手段を判断する。 

また、避難者の生命、身体保護のため、輸送を必要とする場合は、総務部総務

班を通じて、市保有の車両または借り上げ車両により輸送を行う。 

 
３．指定避難所の閉鎖 

ア．本部長は、災害の状況により避難者が帰宅できる状態になったと認める時は、

指定避難所の閉鎖を決定し、管理責任者に必要な指示を与える。 

イ．管理責任者は、本部長の指示により避難者を帰宅させるほか、必要な処置をと

る。 

ウ．本部長は、避難者のうち住居が倒壊等により帰宅困難な者がある場合について

は指定避難所を縮小して存続させる等の処置をとる。 
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第７節 救助・救急活動 

実施担当 救援班、消防部、警察 

 

計画方針 

・災害のため生命、身体に危険が及んでいる人あるいは生死不明の状態

にある者を救出し、または捜索してその人を保護するため、救助・救

急活動を行う。 

 

１．実施機関 

救援部救援班及び消防部が、香芝警察署と協力して実施する。 

これらのみでは対応できない場合は、隣接する警察署、市町村、県に応援を要請し、

特に大規模災害に際して必要と思われる時は、県に対し自衛隊の派遣を依頼する。 

 

２．救助の対象 

ア．火災時に火中に取り残されたような場合 

イ．流失家屋及び孤立した所に取り残されたような場合 

ウ．崖崩れ、山崩れ、土石流、地すべり等のため土砂や家屋の下敷きとなった場合 

エ．電車、自動車、航空機等による集団的事故が発生した場合 

オ．ガス、危険物、薬品の爆発、流出、漏洩等が発生した場合 

カ．その他、救出、救助を必要とする者 

 

３．救助の方法 

ア．消防部は、救助に必要な車両・特殊機材・救助用資機材等を準備または調達し、

迅速に救助（救出）を実施する。 

イ．延焼火災及び救助事案が同時に多発している場合は、延焼火災現場での人命救

助活動を実施する等、救命効果の高い活動を実施する。 

ウ．救助活動を行う場合は、必要に応じ災害現場に現地本部を設置し、地域住民、

自主防災組織、関係機関とも連携し、救助（救出）を行う。 

また、救助資機材等を備蓄し、自主防災組織、ボランティア等に配付、貸与し、

初動時における救助（救出）の円滑を図る。 

 

４．救助・救急活動 

ア．初動期における負傷者の搬送は、現場で判断し、適宜実施する。 

イ．救助・救急活動は、救命措置を必要とする重症者を最優先とする。 
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ウ．傷病者等に対する応急手当の実施及び傷病程度に応じた収容先、搬送先等を判

断するとともに、応急救護を実施する。 

 

５．行方不明者の捜索 

消防部は、関係機関との密接な連携のもと、迅速かつ的確に行方不明者の捜索を実

施する。 

 

ア．災害の規模等を勘案して、警察と密接な連携のもと、地域住民の協力を得て行

方不明者の捜索を実施する。 

また、関係機関と密接に連絡をとり、行方不明者名簿を作成する。 

イ．行方不明者の捜索機関は、災害発生の日から 10 日以内とする。 

ただし、10 日間を経過してもなお捜索を要する場合には、本部長の指示に

よって継続して実施する。 

ウ．行方不明者捜索中に遺体を発見した場合は、速やかに所定の手続をとる。 

 

６．相互応援 

市単独では、十分に救助・救急活動が実施できない場合、負傷者を搬送するためヘ

リコプター等が必要な場合、または資機材が必要な場合は、県、他市町村等に応援を

要請する。 
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第８節 医療救護活動 

実施担当 救援班、消防部、本部班 

 

計画方針 

・災害時において、緊急医療及び助産の必要な罹災者のうち、混乱等の

ため医療及び助産の途を失った者に対する医療援助について以下のと

おり実施する。 

 

１．医療情報の収集活動 

救援部救援班は消防部と協力して、医療関係機関と密接な連携のもと、医療施設の

被害状況及び空床状況等の災害医療情報の迅速かつ的確な把握に努める。 

 
２．現地医療対策 

被災市民に対し現地医療活動を実施するため、必要に応じて医療救護所を設置する

とともに、医療救護班を組織・派遣するなど現地医療を確保する。 

 
（１）現地医療の確保 

ア．医療救護所の設置 

救援部救援班は、必要に応じて医療救護所を設置し、運営する。 

なお、医療救護所を設置した場合は、その旨の標識を設置するとともに、総合

調整部本部班を通じて関係機関に報告を行う。 

（ア）設置基準 

・市内医療機関が被災し、その機能が低下または停止したために、市内医療

機関だけでは対応できない場合 

・傷病者が多数で、市内医療機関だけでは対応できない場合 

・被災地域と医療機関との位置関係、または傷病者数と搬送能力との関係か

ら、被災地域から医療機関への傷病者の搬送に時間がかかるため、被災地

域での対応が必要な場合 

（イ）設置場所 

医療救護所の設置場所は、あらかじめ選定した予定場所の中から、衛生状

態、安全性を確認のうえ、被害状況に応じて決定する。 

設置予定場所：保健センター、香芝西中学校、香芝中学校、香芝東中学校、

香芝北中学校 

イ．医療救護所の運営 

次の事項に留意のうえ、医療救護所を運営する。 
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（ア）医療品、医療用資機材の補給 

（イ）医療用水の確保 

（ウ）交代要員の確保 

（エ）食糧、飲料水の確保 

（オ）携帯電話等通信手段の確保 

（カ）その他医療救護活動に必要な事項 

 
（２）医療救護班の編成・派遣 

救援部救援班は、医療救護所を設置した場合、医療救護班を編成し、派遣する。 

 
ア．医療救護班の編成及び構成 

医療救護班は、医師２名、保健師または看護師２名、補助員２名の計６名を標

準として１班を構成し、災害の規模等の状況に応じて班数を設定する。 

また、歯科医療救護班として、歯科医師１名、歯科衛生士２名、補助員１名の

計４名を標準として１班を構成する。 

イ．派遣要請 

医療救護班が不足する場合は、県及び日本赤十字社奈良県支部に医療救護班の

派遣を要請する。 

 
（３）医療救護班の受入れ、調整 

救援部救援班は、医療救護班の受入窓口を設置するとともに、医療救護所への配

置調整を行う。 

 
３．後方医療活動 

市内及び周辺市町村の病院及び医院は、被災地内の医療機関や医療救護所では対応

できない重症患者や、特殊な医療を要する患者等に対する医療を実施する。 

また、これらの後方医療施設への患者の搬送については特に緊急を要するため、輸

送手段を優先的に確保する等特段の配慮を行う。 

 
４．医薬品等の確保供給活動 

救援部救援班は、地域の各種医療機関や薬局の協力を得て、医療救護活動に必要な

医薬品、医療用資機材の調達、供給活動を実施する。 

また、不足が生じた場合は、県に対して供給の要請を行う。 
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第９節 公共土木施設等応急対策 

実施担当 調査復旧班、総務班、避難所班、施設管理者 

 

計画方針 

・洪水、土砂災害等による公共土木施設や公共建築物等の被害拡大の防

止対策を講じる状況を速やかに把握するとともに、応急処置を実施す

る。 

 

１．公共土木施設等 

建設部調査復旧班は、二次災害を防止するため、公共土木施設や危険箇所の被害状

況等を早急に把握し、必要に応じて応急措置を講じる。 

 

（１）道路、橋りょう 

ア．被害状況の把握 

道路や橋りょうの被害状況、障害物等の状況を把握するとともに、危険箇所の

早期発見に努める。 

イ．他の道路管理者への通報 

市管理道路以外の道路が損壊等によって通行に支障を来している場合は、総合

調整部本部班を通じて当該道路管理者に通報し、応急措置の実施を要請する。 

ただし、事態が緊急を要し、当該道路管理者による応急措置を待ついとまのな

い場合は、必要最小限の範囲で応急措置を講じるとともに、当該道路管理者にそ

の旨を報告する。 

ウ．避難及び立入制限 

著しい被害を生じるおそれがある場合は、速やかに関係機関及び市民に周知す

るとともに、必要に応じて適切な避難対策及び危険箇所への立入制限を実施する。 

エ．応急措置 

被害を受けた市管理道路について、優先順位の高いものから障害物の除去、仮

復旧措置を講じる。 

また、市単独での応急復旧が困難な場合は、総合調整部本部班を通じて国土交

通省または県に対し応援を要請する。 

 
（２）河川、水路、ため池 

ア．被害状況の把握 

護岸の被害状況、水路の橋脚・工事箇所の仮設物等に係る浮遊物等の障害物の

除去、ため池の被害状況を把握するとともに、危険箇所の早期発見に努める。 
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イ．河川管理者、ため池管理者への通報 

市の所管施設以外の被害や障害物等を発見した場合は、総合調整部本部班を通

じて当該施設管理者に通報し、応急措置の実施を要請する。 

ウ．避難及び立入制限 

著しい被害を生じるおそれがある場合は、速やかに関係機関及び市民に周知す

るとともに、必要に応じて適切な避難対策及び危険箇所への立入制限を実施する。 

エ．応急措置 

障害物の除去、応急排水、被害を受けた堤防、護岸、水門等の仮復旧措置を速

やかに実施するとともに、市の所管施設以外の応急措置に協力する。 

また、市単独での応急復旧が困難な場合は、総合調整部本部班を通じて県に対

し応援を要請する。 

 
２．公共建築物等 

総務部総務班及び避難部避難所班は、洪水や土砂災害等による公共建築物等の被害

状況を把握し、必要に応じて応急措置を実施する。 

 
（１）被害状況の把握 

公共建築物等の浸水や土砂の堆積等の被害状況を把握するとともに、危険箇所の

早期発見に努める。 

 

（２）他の公共建築物等管理者への通報 

市の所管以外の公共建築物等に被害が生じている場合は、総合調整部本部班を通

じて当該施設管理者に通報し、応急措置の実施を要請する。 

 

（３）避難及び立入制限 

公共建築物等に著しい被害が生じ、付近に危険を及ぼす場合は、速やかに関係機

関及び市民に周知するとともに、必要に応じて適切な避難対策及び危険区域への立

入制限を実施する。 

 

（４）応急措置 

被害を受けた市所管の公共建築物等について、防災関連業務に必要な施設等、優

先順位の高いものから応急措置を実施する。 

 

ア．応急措置が可能なもの 

（ア）危険箇所があれば緊急に保安措置を講じる。 

（イ）機能確保のため、必要限度内の復旧措置を講じる。 
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（ウ）電気・ガス・通信等の応急措置及び補修が必要な場合は、総合調整部本部

班を通じて関係機関と連絡をとり、応急措置及び補修を実施する。 

（エ）防災関連業務に必要な建物で、市単独での応急復旧が困難な場合は、総合

調整部本部班を通じて県に対して応援を要請する。 

イ．応急措置が可能なもの 

（ア）二次災害防止措置を重点的に講じる。 

（イ）防災関連業務に必要な建物で、機能確保のため必要がある場合は、仮設建

築物の手配を行う。 
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第１０節 緊急輸送活動 

実施担当 調査復旧班、本部班、総務班、道路管理者 

 

計画方針 
・消火・救助・救急、医療並びに緊急物資の供給を迅速かつ的確に実施

するための緊急輸送活動に努める。 

 
１．緊急輸送道路の決定と確保 

（１）道路施設の調査・点検 

建設部調査復旧班は、道路管理者等と連携してあらかじめ選定した緊急輸送道路

の中から使用可能な道路を把握するため、当該道路施設の被害状況及び安全性の点

検を行う。 

 
（２）県への点検結果の報告等 

総合調整部本部班は、道路施設の点検結果を県及び警察に報告するとともに、市

域に流入するその他の道路について、県から情報を収集する。 

 
（３）緊急輸送道路の決定 

建設部調査復旧班は、県、警察、道路管理者と協議のうえ、道路施設の点検結果

を踏まえ、被災地の状況、緊急輸送活動等の状況に基づき、確保すべき緊急輸送道

路を決定する。 

 
（４）緊急輸送道路の道路啓開 

建設部調査復旧班は、緊急輸送道路を確保するため、道路啓開に必要な人材、資

機材等を民間業者等の協力を得て調達し、市管理道路の啓開作業を行う。 

また、他の道路管理者等が行う道路啓開作業に協力するとともに、必要に応じて

啓開作業を行う。 

 
２．輸送手段の確保 

総務部総務班は、避難者及び災害応急対策の実施に必要な人材や資機材等を輸送す

るため、市の所有する車両を活用するほか、運送業者等の車両を調達し、緊急物資や

災害復旧資機材等の緊急輸送体制を確保する。 
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（１）車両の確保 

総務部総務班は、市が所有するすべての車両の集中管理を行い、車両が不足する

場合は、運送業者等に協力を依頼する。 

市内で車両の確保が困難な場合は、次の事項を明示して他市町村または県に斡旋

を要請する。 

 

ア．輸送区間及び借り上げ期間 

イ．輸送人員または輸送量 

ウ．車両等の種類及び台数 

エ．集結場所及び日時 

オ．車両用燃料の給油場所及び給油予定量 

カ．その他必要事項 

 
（２）配車計画 

ア．輸送の優先順位 

輸送は、次の項目について行うが、車両の配車、運用に当たっての基本的な優

先順位は、概ね以下の順とする。 

（ア）負傷病者、災害時要援護者（要配慮者）等の被災者の輸送 

（イ）被災者の避難のための人員の輸送 

（ウ）医療救護のための人員及び資機材の輸送 

（エ）被災者救出のための人員及び資機材の輸送 

（オ）公共施設の応急復旧のための人員及び資機材の輸送 

（カ）飲料水の供給のための物資の輸送 

（キ）緊急物資の輸送 

（ク）その他災害対策に必要な人員及び物資の輸送 

イ．配車手続等 

（ア）総務部総務班は、各部各班で所有する車両及び運送業者等から調達した車

両について、総合的に調整し、配分する。 

（イ）車両の運行に必要な人員は、原則として各班の要員をもってあてる。 

（ウ）防災関係機関から要請があった時は、待機車両の活用等により可能な限り

協力する。 

 
（３）緊急通行車両の確認 

ア．事前届出済みの車両 

災害対策基本法に基づく交通規制が実施された場合、事前届出済みの交付を受

けている車両については、直ちに緊急通行車両の確認を行い、標章及び緊急通行

車両確認証明書の交付を受ける。 
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イ．災害発生後の届出 

災害対策基本法に基づく交通規制が実施された場合、総務部総務班が運送業者

等から調達した車両については、直ちに自動車検査証等の必要書類を警察に持参

し、緊急通行車両としての申請を行う。 

ウ．緊急通行車両標章は、車両前面の見やすい位置に掲示し、確認証明書は車両に

備え付ける。 

 
（４）車両以外の輸送手段 

道路、橋りょうの損壊等により輸送できない場合若しくは著しく緊急性を要する

場合には、鉄道や航空機等による輸送計画を作成し、被災地域の状況に応じた輸送

体制を確保する。 
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第１１節 交通規制 

実施担当 調査復旧班、本部班、情報収集整理班、道路管理者、警察 

 

計画方針 

・県公安委員会、警察との連携のもと、交通の混乱を最小限にとどめ、

被災者の安全な避難と緊急車両等の通行を確保するため、交通規制を

実施する。 

 
１．交通規制の実施責任者 

災害によって、交通施設、道路等に危険な状況が予想され、または発見したとき、

若しくは通報によって認知した場合は、次の区分により区間を定めて道路の通行を禁

止し、または規制を行うが、道路管理者及び警察は、密接な連携のもとに適切な措置

を講じる。 

 

■交通規制の実施責任者及び範囲 

区  分 実施責任者 範      囲 根 拠 法 

道路管理者 

国土交通大臣 

知 事 

市 長 

１．道路の破損、決壊その他の事由に

よって、危険であると認められる場合 

２．道路に関する工事のため、やむを得

ないと認める場合 

道路法 

第46条第１項 

警 察 

公安委員会 

災害が発生し、または発生しようとし

ている場合において、災害応急対策が的

確かつ円滑に行われるようにするため、

必要があると認められる場合 

災害対策基本法 

第76条 

道路における危険を防止し、その他交

通の安全と円滑化を図るため、必要があ

ると認められる場合 

道路交通法 

第４条第１項 

警察署長 

道路交通法第４条第１項に基づき、公

安委員会の行う規制のうち、適用期間が

短い場合 

道路交通法 

第５条第１項 

警察官 

道路における交通が著しく混雑するお

それがある場合 

道路交通法 

第６条第２項 

道路の破損、火災の発生、その他の事

情によって、道路において交通の危険が

生じ、またはそのおそれがある場合 

道路交通法 

第６条第４項 
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２．道路管理者による交通規制 

建設部調査復旧班は、市が管理する道路について、道路の破損、決壊等によって交

通が危険であると認められる場合、または災害道路の応急復旧等の措置を講じる必要

がある場合には、警察と協議し、道路法に基づく通行の禁止または制限を実施する。 

 
３．県公安委員会、県警察による交通規制 

災害応急対策活動を実施するため必要があると認める時は、指定緊急避難場所・指

定避難所の状況、道路の被害程度等を考慮して決定した緊急交通路について、緊急自

動車以外の車両の通行禁止・制限等の交通規制を行う。 

 
４．警察官、自衛官及び消防吏員による措置命令 

警察官は、通行禁止区域等において、車両その他の物件が緊急通行車両の通行の妨

害となることによって災害応急対策の実施に障害が生じるおそれがあると認める場合

は、災害対策基本法第 76 条の３に基づき、車両その他の物件の所有者等に対して緊

急通行車両の円滑な通行を確保するために必要な措置を命じる。 

また、災害派遣を命じられた部隊等の自衛官及び消防吏員は、災害対策基本法第

76 条の３に基づき、警察官がその場にいない場合に限り、自らの緊急通行車両の通

行のため、同様の措置を講じる。 

 
５．相互連絡 

総合調整部本部班は、道路管理者、県公安委員会、県警察と被災地域の実態、道路

及び交通の状況に関する情報を相互に交換するとともに、交通規制を必要とする場合

には、事前に道路の通行、制限の対象、区間、理由等を相互に協議する。 

 
６．交通規制の標識等の設置 

建設部調査復旧班は、車両の通行を禁止し、または制限する措置を講じた場合は、

緊急かつ一時的な場合を除き、法令の定めに基づき、車両の通行の禁止または制限の

対象、区間、期間等を表示した道路標識等を設置する。 

 
７．広 報 

情報収集部情報収集整理班は、道路における車両の通行禁止等の交通規制の措置を

講じた場合には、前記措置のほか、警察、報道機関等を通じて、消防機関、医療機関、

自衛隊、交通関係事業者、ライフライン事業者等、緊急輸送活動に係る関係機関等に

対して、その状況を連絡するとともに、市民に対しても、規制内容、迂回路について
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広報する。 
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第１２節 災害救助法の適用 

実施担当 本部班 

 

計画方針 
・一定規模以上の災害に際しての救助活動については、災害救助法の適

用を申請し、法に基づいて実施する。 

 
１．救助の実施 

災害救助法に基づく救助活動は、知事が実施し、市長がこれを補助する。 

ただし、災害の事態が急迫し、知事による救助活動の実施を待つことができない場

合、市長は災害救助法に定める救助活動を実施するとともに、事後速やかに知事に報

告し、指示を受ける。 

また、知事の職権の一部を委任された場合は、委任された救助事項については、市

長が実施責任者となって応急救助活動を実施する。 

 
■災害救助法における救助の種類及び実施機関 

救助の種類 実施機関 

１ 避難所の設置 
２ 炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供給 
３ 被災者の救出 
４ 埋葬 
５ 遺体の捜索及び処理 
６ 応急仮設住宅の供与 
７ 被服、寝具その他生活必需品の給与または貸与 
８ 医療及び助産 
９ 被災した住宅の応急修理 
10 生業に必要な資金、器具または資料の給与または貸与 

11 学用品の給与 

12 災害によって住居またはその周辺に運ばれた土石、竹木等で日常

生活に著しい支障を及ぼしているものの除去 

知 事 
 

及び 
 

市 長 

 
２．適用基準 

災害救助法の適用基準は、当該市町村の区域及び当該市町村の区域を包括する都道

府県の区域内の人口規模と、住家に被害を受けた世帯の数及びその程度に応じて定め

られており、本市においては以下の基準で適用を受ける。 
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ア．市域内の住家滅失世帯が 80 世帯以上に達するとき。 

イ．県下の住家滅失世帯数が 1,500 世帯以上であって、市域内の住家滅失世帯数が

40 世帯以上に達するとき。 

ウ．県下の住家滅失世帯数が 7,000 世帯以上である場合であって、市域内の住家滅

失世帯数が多数であるとき。 

エ．災害が隔絶した地域に発生したものである等、災害にかかった者の救護を著し

く困難とする特別の事情がある場合で、かつ多数の世帯の住家の滅失があるとき。 

オ．多数の者が生命若しくは身体に危害を受け、または受けるおそれが生じたとき。 

 
３．住家滅失世帯数の算定基準 

ア．全壊（焼）世帯は１世帯とする。 

イ．半壊または半焼する等著しく損傷した世帯は、２世帯をもって１世帯とする。 

ウ．床上浸水、土砂の堆積等で一時的な生活困難世帯は３世帯をもって１世帯とす

る。 

 
４．適用手続 

ア．市長は、市における災害の程度が適用基準のいずれかに該当し、または該当す

る見込みがある場合は、直ちにその状況を知事に報告し、法の適用について協議

するとともに、現に被害者が救助を要する状態にある時は、法の適用を申請する。 

イ．災害の事態が急迫して、知事による救助の実施を待ついとまがない時は、災害

救助法による救助に着手し、その状況を直ちに知事に報告するとともに、その後

の措置について知事の指揮を受けなければならない。 

 
５．救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準 

災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準は、「災害救助

法による救助の程度、方法及び期間早見表」（資料編 資料３－７）に示すとおりで

あるが、救助の期間については災害の規模、被害の程度等、災害の状況により応急救

助に必要な範囲内において内閣総理大臣の承認を得て延長することがある。 

 
６．費 用 

災害救助法第 33 条により、救助に要する費用は県が支弁する。 

ただし、同法第 36 条により国庫は一定の割合で県が支弁した救助費の一部を負担

する。 
  

4-83 



第 4編 風水害等応急対策計画 

第 3章 災害発生後の活動 第 12節 災害救助法の適用 

７．県の小災害に対する救助内規 

市域で、「災害救助法」の適用基準に達しないが、県の「小災害に対する救助内規」

における小災害の範囲に達する場合、同内規に基づき知事が応急救助を実施する。 

この応急救助に対応して各部各班は、別に定めた所掌事務により被災者に応急救助

を実施する。 

 
８．日本赤十字社による救助 

日本赤十字社奈良県支部は内規に基づき、下記の救助を行う。 

 
（１）全・半壊及び全・半焼の場合 

 

毛 布 １人に対して１枚（11 月～翌３月は２枚） 
日用品セット １世帯に対して１個（内容は４人分） 
バスタオル １人に対して１枚 

布 団 １人に対して１組 
 

（２）床上浸水または指定避難所等に避難の場合 

 

毛 布 １人に対して１枚（11 月～翌３月は２枚） 
日用品セット １世帯に対して１個（内容は４人分） 

 
（３）死亡者の遺族 

 

見舞金 
１人に対して２０，０００円 
ただし、災害救助法が適用された場合を除く。 
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第１３節 支援・受援体制の整備 

実施担当 本部班、要員班、関係各部各班 

 

計画方針 

・県内において災害が発生し、県および被災市町村では応急対応また

は、応援措置等の実施が困難な場合に、他の市町村、都道府県及び防

災関係機関からの支援を迅速かつ円滑に受けることができるよう整備

する。 

 
１．支援体制の整備（市外で災害が発生した場合） 

（１）被災地への人的支援 

総合調整部本部班及び情報収集部要員班は連携して、災害時における応援協定、

全国市長会からの要請等に基づいて、被災地に迅速に職員を派遣する。 

 
（２）避難者の受け入れ対応 

関係各部各班は、社会福祉法人、ＮＰＯ団体、ボランティア等と連携して、訪問

調査や相談総合窓口（ワンストップサービス）の設置を行うなど、被災者のニーズ

にきめ細かく把握し、住居の確保や学校の手続など、生活全般について「とことん

親切に対応」する。 

また、県と連携して、避難してきた被災者に関する情報を把握し、被災自治体と

被災者情報を共有する。 

 
２．受援体制の整備（市内で災害が発生した場合） 

（１）県内市町村の相互協力 

市内で災害が発生し、本市だけでは十分な応急対策を実施することができない場

合には、市町村相互応援協定に基づき、県内市町村による応援・協力が実施される

ことから、市は受入体制を整備し、連携して応急対策を実施する。 

 

（２）関係機関への応援要請 

総合調整部本部班は、災害の規模が大きく対応できない場合は、県を通じて、関

係機関への応援要請を行う。 
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ア．自衛隊 

イ．緊急消防援助隊 

ウ．日本赤十字社 

 

※本編第１章第７節及び第８節を参照 
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第４章 応急復旧期の活動 
 

項 目 実施担当 

第１節 緊急物資の供給 上水道班、市民班、救援班、避難所班、

情報収集整理班 

第２節 防疫・保健衛生活動 救援班、本部班 

第３節 ライフラインの確保 上水道班、下水道班、本部班、情報収集

整理班 

第４節 交通の機能確保 調査復旧班、施設管理者 

第５節 建築物・住宅応急対策 調査復旧班、総務班 

第６節 農林関係応急対策 調査復旧班 

第７節 応急教育等 避難所班 

第８節 文化財災害応急対策 避難所班、施設所有者・管理者 

第９節 廃棄物の処理等 環境班、本部班 

第 10 節 遺体の収容・処理・埋火葬等 環境班、本部班 

第 11 節 ボランティア等の自発的支援の

受入れ 

救援班、本部班、総務班、要員班 

第 12 節 社会秩序の維持 情報収集整理班、本部班、救援班 

第 13 節 愛がん動物の収容対策 環境班 

第 14 節 災害緊急事態の布告及び特定大

規模災害の指定 

本部班 

 

第１節 緊急物資の供給 

実施担当 上水道班、市民班、救援班、避難所班、情報収集整理班 

 

計画方針 

・災害に際して家屋の滅失、損壊等により飲料水、食糧、生活必需品の

確保が困難な地域住民に対して、迅速に必要な物資を供給するよう努

める。 

 

１．給水活動 

（１）情報の収集 

上下水道部上水道班は、災害発生後、早期に次の情報を集約・整理して、被害の

範囲・規模を把握する。 
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ア．配水場等上水道施設の状況を確認し、貯水量の把握を行う。 

イ．給水区域の断水状況の収集・把握を行う。 

 
（２）給水の実施 

上下水道部上水道班は、把握した情報に基づき応急給水計画を作成し、応急給水

を実施する。 

 
ア．給水対象者 

（ア）災害により上水道施設が被災し、飲料水を得ることができない者 

（イ）飲料水の汚染等により、飲料に適した水を得ることができない者 

イ．目標量 

被災者１人当たり１日３リットルを目標として供給し、応急復旧の進捗に合わ

せて順次給水量を増加する。 

ウ．給水方法 

（ア）給水拠点における給水 

配水場を給水拠点として、給水を実施する。 

（イ）指定避難所、公共施設等への給水 

指定避難所や公共施設等に給水タンクを設置して、給水拠点から給水タン

ク車による運搬給水を行う。 

（ウ）医療機関等への給水 

貯水槽等を備えている医療機関等へは、給水拠点から給水タンク車による

運搬給水を行う。 

（エ）県営水道の応急給水栓における給水 

設給水栓を設置して、給水袋、容器等への給水等を行う。 

 
（３）広 報 

情報収集部情報収集整理班を通じて、市の広報車や防災行政無線により給水場所

や給水時間を市民に広報するとともに、災害時における節水について周知する。 

 
（４）応援要請 

市単独で十分な給水活動を実施することが困難な場合は、総合調整部本部班を通

じて県、他の市町村に応援を要請する。 

 
２．食糧の供給 

市民部市民班は、避難者、被災者等に対する食糧を確保し、炊き出しその他の方法

によって応急供給を実施するよう努める。 
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（１）食糧供給の対象者 

ア．指定避難所に収容された者 

イ．在宅避難者 

ウ．旅行者、市内通過者等で他に食糧を得る手段のない者 

 
（２）必要量の把握 

食糧供給の対象者数から必要な数量を把握するとともに、指定避難所ごとの必要

量も算定し、供給計画を作成する。 

 
（３）食糧の確保 

食糧供給計画に基づき、市が保有する備蓄食糧や調達によって確保する。 

 
ア．災害用備蓄物資 

市が備蓄する食糧は、「災害用備蓄物資一覧」（資料編 資料６－２）に示すと

おりである。 

イ．調達食糧 

協定業者等から調達するとともに、流通状況に応じ、その他の業者からも調達

する。 

また、市において食糧の調達が困難な場合は、総合調整部本部班を通じて、県

や他の市町村等に応援を要請する。 

なお、他の市町村や近畿農政局奈良地域センター、日本赤十字社奈良県支部に

応援要請を行った場合は、県に報告する。 

ウ．災害時要援護者（要配慮者）への配慮 

高齢者や病弱者、障害者等には、必要に応じて、かゆ等の食べやすい食糧の供

給を行う。 

また、乳幼児には、粉ミルクの供給を行う。 

 
（４）供給方法 

自治会や自主防災組織、ボランティア等の協力を得て、被災者に不安を抱かせな

いよう迅速に食糧を供給する。 

なお、供給に当たっては、供給品目や数量等を明らかにし、被災者間に不公平が

生じることのないよう配慮する。 
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（５）炊き出しの実施 

避難部避難所班と連携し、必要に応じて炊き出しを実施する。 

 

ア．炊き出しの方法 

（ア）炊き出しは、自治会や自主防災組織、ボランティア、自衛隊等の協力を得

て実施する。 

（イ）炊き出しの実施については、避難状況、ライフライン復旧状況及び協力体

制の整備状況を勘案して決定する。 

（ウ）他団体等からの炊き出しの申入れについては、調整のうえ受入れる。 

イ．炊き出しの場所 

炊き出しは、指定避難所等の適当な場所において実施する。 

なお、調理施設がない、または利用できない場所においては、応急的な調理施

設及び資機材の確保に努める。 

 
３．生活必需品の供給 

救援部救援班は、被災者に対し、寝具や被服等の生活必需品を迅速かつ的確に供給

するよう努める。 

 
（１）生活必需品供給の対象者 

住家に被害を受け、生活必需品を失い、必要最小限の日常生活を営むことが困難

な者 

 
（２）供給する生活必需品の内容 

被災者の実情に応じて、次に掲げる品目の範囲内において現物供給する。 

 
ア．被服、寝具及び身のまわり品 

イ．タオル、石けん等の日用品 

ウ．ほ乳瓶 

エ．衛生用品 

オ．炊事道具、食器類 

カ．光熱用品 

キ．医薬品等 

ク．高齢者・障害者等用の介護機器、補装具、日常生活用品等 
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（３）必要量の把握 

生活必需品供給の対象者数から必要な数量を把握するとともに、指定避難所ごと

の必要量も算定し、供給計画を作成する。 

 
（４）生活必需品の確保 

供給計画に基づき、市が保有する備蓄品や調達によって確保する。 

 
ア．災害用備蓄物資 

市が備蓄する生活必需品は、「災害用備蓄物資一覧」（資料編 資料６－２）に

示すとおりである。 

イ．調達品 

協定業者等から調達するとともに、流通状況に応じ、その他の卸売業者、小売

販売業者からも調達する。 

また、市において生活必需品の調達が困難な場合は、総合調整部本部班を通じ

て、県や他の市町村等に応援を要請する。 

なお、他の市町村や日本赤十字社奈良県支部に応援要請を行った場合は、県に

報告する。 

 
（５）供給方法 

自治会や自主防災組織、ボランティア等の協力を得て、被災者に不安を抱かせな

いよう迅速に生活必需品を供給する。 

なお、供給に当たっては、供給品目や数量等を明らかにし、被災者間に不公平が

生じることのないよう配慮する。 
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第２節 防疫・保健衛生活動 

実施担当 救援班、本部班 

 

計画方針 

・被災地域における感染症・食中毒の予防及び被災者の心身両面での健

康維持のため、常に良好な衛生状態を保つように努めるとともに、健

康状態を十分把握し、必要な措置を講じる。 

 
１．防疫活動 

救援部救援班は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」（平

成 10 年法律 114 号）及び「災害防疫実施要綱」（昭和 40 年厚生省公衆衛生局長通知）

に基づいて、関係機関と緊密な連携をとりながら、防疫活動を実施する。 

 
（１）消 毒 

県の指示により、感染症予防法第27条第２項及び第29条第２項に基づき、感染症

の患者がいた場所等の病原体に汚染されまたは汚染された疑いがある場所や、病原

体に汚染されまたは汚染された疑いがある飲食物や衣服、寝具その他の物件を消毒

する。 

 
（２）そ族（ねずみ族）、昆虫等の駆除 

県の指示により、感染症予防法第28条第２項に基づき、感染症の病原体に汚染さ

れまたは汚染された疑いがあるそ族（ねずみ族）や昆虫等を駆除する。 

 
（３）生活の用に供される水の使用制限等 

県が感染症の病原体に汚染されまたは汚染された疑いあるとして、生活の用に供

される水の使用または供給を制限した場合は、感染症予防法第31条第２項に基づき、

当該生活の用に供される水の使用者に対し給水を実施する。 

 
 
（４）感染症の予防 

感染症を予防するため必要がある場合は、予防接種法及び新型インフルエンザ等

対策特別措置法に基づき、県に予防接種の実施を要請するとともに、県から指示が

あった場合は、臨時に予防接種を行う。 

また、被災地域において感染症患者または病原体保有者が発生した場合は、直ち
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に県（中和保健所）に通報するとともに、県が感染症指定医療機関への入院勧告ま

たは入院措置を実施するので、県の指導によりその他の予防措置をとる。 

なお、市は、学校施設等を利用して予防接種を行う場合は、管内の教育委員会等

関係機関と緊密な連携を図り実施する。 

 

（５）指定避難所等の防疫指導 

県防疫職員の指導のもとに、指定避難所等における防疫活動を実施し、施設の管

理者を通じて、うがい・手洗いの励行等の徹底を期す。 

 
（６）応援要請 

市単独で防疫活動を実施することが困難な場合は、総合調整部本部班を通じて県

に協力を要請する。 

 
（７）災害防疫完了後の措置 

災害防疫活動を終了した場合は、速やかに災害防疫完了報告書を作成し、総合調

整部本部班及び中和保健所を経て県に提出する。 

 
２．被災者の健康維持活動 

救援部救援班は県と協力して、被災者の健康状態、栄養状態を十分に把握するとと

もに、助言、加療等、被災者の健康維持に必要な活動を実施する。 

 
（１）巡回相談等の実施 

ア．被災者の健康管理や生活環境の整備を行うため、指定避難所、社会福祉施設及

び応急仮設住宅等において、保健師等による巡回相談、訪問指導、健康教育、健

康診断等を実施する。 

イ．被災者の栄養状況を把握し、早期に栄養状態を改善するため、栄養士会や在宅

栄養士等の協力を得て、指定避難所や応急仮設住宅、給食施設等において、巡回

栄養相談を実施する。 

ウ．経過観察中の在宅療養者や災害時要援護者（要配慮者）を把握し、適切な指導

を行う。 

 
（２）精神障害者対策及びメンタルヘルス対策 

被災した精神障害者対策や被災者のメンタルヘルス対策については、中和保健所

に情報を提供し、支援を要請する。 
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第３節 ライフラインの確保 

実施担当 上水道班、下水道班、本部班、情報収集整理班 

 

計画方針 
・災害により途絶したライフライン施設について速やかに復旧を進め

る。 

 

１．上水道施設 

（１）応急措置 

上下水道部上水道班は、被害の拡大のおそれがある場合、直ちに施設の稼働の停

止、または制限を行い、情報収集部情報収集整理班に報告する。 

また、必要に応じて、総合調整部本部班を通じて県に通報するとともに、情報収

集部情報収集整理班と連携して付近の地域住民に周知する。 

 

（２）応急復旧 

ア．応急復旧及び情報連絡に必要な人材、資機材等を確保する。 

イ．被災状況、復旧の難易度を勘案しながら、医療機関、社会福祉施設等の給水重

要施設へ優先的な応急復旧を行う。 

ウ．被災状況によっては協定や要請に基づき、総合調整部本部班を通じて、他の水

道事業者に応援を要請する。 

 

２．下水道施設 

市民生活のために必要となる機能を優先的に回復させるとともに、被災した下水道

施設の機能回復を効率よく、かつ速やかに実施するため、下水道事業業務継続計画

（下水道ＢＣＰ）を踏まえて応急対策を実施する。 

 

（１）応急措置 

上下水道部下水道班は、下水管渠の被害に対しては、汚水の疎通に支障が生じな

いよう応急措置を講じるとともに、情報収集部情報収集整理班に報告する。 

また、必要に応じて、総合調整部本部班を通じて県に通報するとともに、情報収

集部情報収集整理班と連携して付近の地域住民に周知する。 
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（２）応急復旧 

ア．応急復旧及び情報連絡に必要な人材、資機材等を確保する。 

イ．被災状況、復旧の難易度を勘案して必要度の高いものから復旧を行う。 

ウ．被災状況等によっては協定や要請に基づき、総合調整部本部班を通じて他の下

水道管理者に応援を要請する。 

 

３．その他のライフライン 

電力、ガス、電気通信の応急措置及び復旧については、各社の応急復旧計画に基づ

き行う。 

市は、情報収集部情報収集整理班が情報の収集広報を行うとともに、各事業者が復

旧作業を効率的に行えるよう協力する。 

 
（１）電力施設 

電力事業者は、各種災害により電力設備被害が発生した場合、あらかじめ定める

応急復旧計画に基づき、災害応急体制を組織して、被災した電力施設の早期復旧を

図る。 

 

ア．情報の収集・報告・集約 

イ．災害広報の実施 

ウ．応急対策要員の確保 

エ．応急復旧資材の確保 

オ．他電力会社との電力の緊急融通 

カ．送電停止等の適切な危険予防措置 

キ．応急工事の実施 

ク．ダムの管理 

 
（２）ガス施設 

ガス事業者は、円滑な避難を確保するため、火災等の二次災害防止のための、利

用者によるガス栓閉止等、必要な措置に関する広報の実施等、以下の対策を行う。 

 
ア．情報の収集、伝達及び報告 

イ．応急対策要員の確保 

ウ．災害広報の実施 

エ．危険防止対策の実施 

オ．応急復旧対策の実施 
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（３）電気通信施設 

電気通信事業者は、災害が発生しまたは発生の恐れのある場合には、災害の規模

や状況により災害対策本部等を設置し、災害応急復旧等を効率的に講じられるよう、

防災関係機関と密接な連携を保ち、応急復旧対策・災害復旧対策の活動を速やかに

実施する。 

 

ア．災害対策本部等の設置 

イ．被害状況の把握及び応急対策要員等の確保 

ウ．防護措置 

エ．災害状況等に関する広報活動体制 

オ．応急復旧対策の実施 

カ．通信疎通に対する応急措置 

キ．通信の優先利用・利用制限 

ク．災害用伝言ダイヤル等の提供 
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第４節 交通の機能確保 

実施担当 調査復旧班、施設管理者 

 

計画方針 

・災害が発生したときには、迅速な初動対応と利用者の安全確保のため

の対策を講じるとともに、都市機能を確保するために、速やかに交通

機能の維持、回復に努める。 

 
１．障害物の除去 

鉄道及び道路管理者は、交通の支障となる障害物を除去し、除去した障害物につい

ては、各管理者が責任をもって処理する。 

なお、放置車両等については、以下の措置を実施する。 

 

ア．道路管理者は、放置車両や立ち往生車両等が発生した場合には、緊急通行車両

の通行を確保するため緊急の必要がある時は、運転者等に対し車両の移動等の命

令を行う。 

運転者がいない場合等においては、道路管理者は，自ら車両の移動等を行う。 

イ．道路管理者は、アの措置のため、やむを得ない必要がある時は、他人の土地の

一時使用、竹木その他の障害物を処分することができる。 

ウ．市は、知事からの指示等があった場合は、速やかにアの措置を実施する。 

 
２．各施設管理者における復旧 

（１）鉄道施設 

各鉄道施設管理者は、被災した鉄道施設について、鉄道機能の維持・回復を図る

ため、優先順位の高い施設から応急復旧を行う。 

 
ア．線路、保安施設、通信施設など列車運行上重要な施設を優先して応急復旧を行

うとともに、被災状況、緊急度、復旧の難易度等を考慮して、段階的な応急復旧

を行う。 

イ．被害状況によっては、他の鉄道管理者からの応援を受ける。 

ウ．運行状況、復旧状況、今後の見通しを関係機関に連絡するとともに、報道機関

等を通じて広報する。 
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（２）道路施設 

建設部調査復旧班及びその他の道路管理者は、被災した道路施設について、道路

機能の維持・回復を図るため、以下の事項に留意しつつ、優先順位の高い道路から

応急復旧を行う。 

 
ア．被災状況、緊急性、復旧の難易度等を考慮し、緊急輸送道路を優先して応急復

旧を行うとともに、順次その他の道路の応急復旧を行う。 

なお、橋りょう、トンネルなど普及に時間を要する箇所を含む道路は、代替道

路の確保に努める。 

イ．被害状況によっては、他の道路管理者からの応援を受ける。 

ウ．運行状況、復旧状況、今後の見通しを関係機関に連絡するとともに、報道機関

等を通じて広報する。 
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第５節 建築物・住宅応急対策 

実施担当 調査復旧班、総務班 

 

計画方針 

・被災者の住宅を確保するため、県と協力し速やかに被災住宅の応急修

理及び応急仮設住宅の建設等の必要な措置を講じるとともに、公営住

宅等の空き家への一時入居措置等に努める。 

 
１．被災住宅の応急修理 

災害救助法が適用された場合、県は、住宅が半壊または半焼した者のうち自己の資

力では住宅の応急修理を実施できない者に対し、日常生活を維持するために必要な部

分について、応急修理を実施する。 

 
２．住居障害物の除去 

災害救助法が適用された場合、県は、住宅が半壊または半焼した者のうち自己の資

力では障害物の除去を実施できない者に対し、日常生活を維持するために必要な部分

について、障害物の除去を実施する。 

 
３．応急仮設住宅の建設 

（１）応急仮設住宅の建設主体 

災害救助法が適用された場合、県は、住宅が全壊、全焼し、住宅を確保できない

者に対し、応急仮設住宅を建設し供与する。 

県から要請があった場合は、調査復旧班が建設する。 

 

（２）建設場所 

応急仮設住宅の建設場所は、総合調整部本部班があらかじめ定めた応急仮設住宅

建設予定地の中から選定する。 

 
（３）建設戸数 

全焼、全壊戸数、災害の状況及び被災者の住宅建設能力等を考慮して、応急仮設

住宅の必要戸数を算定したうえで、県にその建設を要請する。 
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（４）入居者の選定 

応急仮設住宅の入居者の選定については、県の委任により総務部総務班が選定す

る。 

なお、選定に当たっては、災害時要援護者（要配慮者）を優先的に入居させる。 

 
４．公共住宅等への一時入居 

総務部総務班は、応急仮設住宅の建設状況に応じ、被災者の住宅を確保するため、

市営住宅・県営住宅等の空き家への一時入居の措置を講じる。 

 
５．住宅に関する相談窓口の設置等 

総務部総務班は、応急仮設住宅や空き家、融資等の住宅に関する相談や情報提供の

ため、住宅相談窓口を設置する。 

また、民間賃貸住宅への被災者の円滑な入居を推進するため、被災の前後における

家賃の状況の継続的把握、貸主団体及び不動産関係団体への協力要請等の適切な措置

を講じる。 

 
６．被災宅地危険度判定 

ア．被災宅地危険度判定作業の準備 

判定作業に必要な次のものを準備するとともに、実施に当たり被災宅地危険度

判定士の人数や資機材が不足する場合は、県に支援要請を行う。 

（ア）住宅地図等の準備、割当区域の計画 

（イ）被災宅地危険度判定士の受入れ名簿の作成 

（ウ）災害に係る宅地の被害認定基準運用指針、調査表、判定標識、備品等の交

付 

イ．調査の体制 

判定士を中心として、２人１組の判定チームを編成し、調査を実施する。 

ウ．判定結果の通知 

判定結果については、判定ステッカーの貼付等によって建築物の所有者等にそ

の応急危険度を周知し、二次災害の防止に努める。 

エ．相談窓口の設置 

判定結果に対する相談等に対応するための相談窓口を設置する。 
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第６節 農林関係応急対策 

実施担当 調査復旧班 

 

計画方針 
・災害が発生した場合、農林関係の被害拡大を防止するため、農林業に

関する応急対策を実施する。 

 
１．農業用施設 

農業用施設の被害の状況を早期に調査し、応急復旧を図る。 

 
ア．農業用施設の被害状況の早期把握に努めるとともに、被災施設や危険箇所に対

する調査を速やかに実施し、必要に応じ、県及び農業用施設管理者の協力を得て、

応急措置を講じる。 

イ．ため池、農道、水路等が被災した場合は、関係機関に連絡し、その協力を得て、

応急措置を講じる。 

ウ．資機材が不足する場合は、県に協力を要請する。 

 
２．農作物 

（１）災害対策技術の指導 
県及び奈良県農業協同組合と協力し、被害を最小限にくい止めるため、農家に対

し、災害対策技術の指導を行う。 

 
（２）種子もみ及び園芸種子の確保あっせん 

必要に応じて、県及び奈良県農業協同組合に対し、災害対策用種子もみ及び園芸

種子のあっせんを依頼し、その確保を図る。 

 
３．畜 産 

災害発生時に、急速にまん延するおそれがある家畜伝染病に対処するために、畜産

関係団体、家畜保健衛生所の協力を得て、伝染病の発生予防に万全を期すよう努める。 

さらに、国の防疫方針に基づき、県の指示に従って家畜伝染病のまん延を予防する。 

 
４．林産物 

県と協力して、倒木に対する措置等の技術指導を行うなど、林産物の被害の軽減に

努める。 
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第７節 応急教育等 

実施担当 避難所班 

 

計画方針 

・災害の発生、またはそのおそれがある場合、児童生徒の保護及び教育

施設の保全の措置を講じるとともに、災害による教育施設の被害及び

児童生徒の罹災により、通常の教育ができない場合の教育施設の応急

復旧、並びに児童生徒に対する応急教育等を、次のとおり実施する。 

 
１．園児・児童・生徒の安全確保 

幼稚園の園長、小・中学校の校長等は、災害の発生に際しては、以下のとおり行う。 

 
ア．在園・在校時間中に災害が発生した場合は、園児・児童・生徒の安全確保に全

力をあげて取り組むとともに、園児・児童・生徒の安否、被災状況等を把握し、

速やかに教育委員会に連絡報告する。 

イ．通学園路の安全が確認された場合は、学校・園長の指示に従い、保護者への引

き取りの連絡、教職員の引率による集団下校園、その他の臨時下校園等の適切な

措置をとる。 

ただし、園児・児童・生徒を下校園させることが危険であると認められる時は、

学校・園内に保護し、極力保護者への連絡に努める。 

ウ．夜間・休日等に災害が発生した場合は、教職員は災害状況に応じあらかじめ定

める基準に基づき所属の学校・園に参集し、園児・児童・生徒の安否確認を行う

とともに、市が行う災害応急・復旧対策への協力、並びに応急教育の実施及び校

舎・園舎の管理のための体制の確立に努める。 

 
２．学校・園の応急対策 

避難部避難所班は、速やかに平常の教育活動ができるよう、施設管理者の協力のも

と教育施設の施設整備について必要限度の応急復旧を実施するとともに、代替校園舎

を確保するなど必要な措置を講じる。 

 
ア．応急修理で使用できる場合は、速やかに修理のうえ使用する。 

イ．被害が甚大で応急修理では使用できない場合は、隣接の学校・園または公民館、

その他適当な公共施設を利用する。 

ウ．校舎・園舎の一部が使用できない場合は、特別教室や体育館等を活用する。 

なお、授業または施設利用に支障がある場合は、仮間仕切りや仮設トイレ等を

設置する。 
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エ．学校・園が指定避難所等に利用され、校舎・園舎の全部または大部分が長期間

使用不可能と想定される場合には、他の公共施設等の指定避難所への転用も含め

関係機関と協議する。 

 
３．応急教育の実施 

避難部避難所班は、通常の授業が実施できない場合は、施設の応急復旧の状況等に

応じて応急教育を実施する。 

 
（１）応急教育の区分 

災害によって施設が損傷、若しくは指定避難所として使用され、通常の授業が実

施できない場合は、施設の応急復旧の状況、教員・園児・児童・生徒及びその家族

の罹災程度、避難者の収容状況、交通機関・道路の復旧状況その他を勘案して、次

の区分にしたがって応急教育を実施する。 

 
ア．臨時休校 

イ．短縮授業 

ウ．二部授業 

エ．分散授業 

オ．複式授業 

カ．上記の併用授業 

 
（２）授業時間数の確保 

ア．休校、二部授業その他のために授業時間数の不足が考えられることから、でき

るだけ速やかに平常授業を再開するなど、授業時間数の確保に努める。 

イ．長期にわたり休校となった場合は、児童や生徒に対して自宅学習を促すととも

に、夏季休業日を利用するなど、振替授業によって授業時間数の確保に努める。 

 
（３）教員の確保 

教員の被災等によって教員が不足し、通常の授業が実施できない場合は、次の方

法をもって教員の確保の応急措置を講じる。 

 
ア．不足教員が少ない時は、当該学校内で操作する。 

イ．当該学校内で操作できない場合は、市内の学校長に応援を要請する。 

ウ．それでもなお確保できない場合は、県教育委員会に応援を要請する。 
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（４）危険防止 

被害状況に応じ危険場所が予測される場合は、危険防止に関する指導の徹底を図

る。 

 
（５）転校・転園措置 

児童・生徒の転校・転園手続等の弾力的運用を図る。 

 
４．学校給食の実施 

被災した学校は、給食施設や設備、物資等に被害があった場合は、速やかに避難部

避難所班に報告し協議のうえ、給食活動の可否について決定するものとするが、この

場合、次の事項に留意する。 

なお、避難部避難所班は、関係機関と協議のうえ、学校給食用物資の供給対策を速

やかに講じる。 

 
ア．被害があってもできる限り継続実施に努めること。 

イ．災害時に給食施設が被災者用の炊き出しに利用された場合は、学校給食と被災

者用炊き出しとの調整に努めること。 

ウ．給食施設が被害によって実施困難な場合は、応急措置を施し、速やかに実施す

るよう努めること。 

エ．被災地域においては、感染症発生のおそれが多いので、衛生については注意の

うえ実施すること。 

 
５．就学援助等 

避難部避難所班は、被災によって就学が困難となり、または学資の支弁が困難と

なった児童・生徒に対し援助するとともに、就学上支障のある児童・生徒に対しては、

学用品を支給する。 

 
（１）就学援助等に関する措置 

被災によって就学が困難となり、または学費の支弁が困難となった市立学校の児

童・生徒に対し、就学援助費の支給について必要な措置を講じる。 

 
（２）学用品の支給 

災害救助法に基づき、就学上支障のある児童・生徒に対して、教科書、教材、文

房具及び通学用品を支給する。 

 

4-104 



第 4編 風水害等応急対策計画 

第 4章 応急復旧期の活動 第 7節 応急教育等 

６．園児・児童・生徒の健康管理等 

避難部避難所班は、被災した園児・児童・生徒の身体と健康管理を図るため、県教

育委員会及び中和保健所と連携して、健康チェックや教職員によるカウンセリング、

電話相談等を実施する。 

 
７．保育所等の措置 

保育所等の施設についても、上記の計画に準じて保育幼児の保護及び保育に十分に

配慮する。 
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第８節 文化財災害応急対策 

実施担当 避難所班、施設所有者・管理者 

 

計画方針 

・文化財保護条例等で指定されている文化財の所有者または管理責任者

との協力のもと、被災状況を調査し、その結果を県教育委員会に報告

する。 

・県教育委員会からの指示に基づき、被災文化財の被害拡大を防止する

ため、所有者または管理責任者に対し、応急措置を講じるよう指導・

助言を行う。 

 
１．災害発生の通報 

ア．指定文化財の所有者または管理者は、災害が発生したときには、文化財の被害

状況を直ちに総合調整部本部班を通して、県教育委員会へ通報する。 

イ．県教育委員会は通報を受理した時は、国指定文化財については直ちにその旨を

文化庁に通報する。 

 
２．被害状況の調査・復旧対策 

ア．県教育委員会は、通報受理後、直ちに係員を現地に派遣し被害の状況の把握に

努め、国指定文化財については、その結果を文化庁に報告し、係官の派遣等必要

な措置を求める。 

イ．被害状況の結果をもとに、県教育委員会は所有者及び管理者とともに今後の復

旧計画の策定を行う。 

ただし、国指定文化財については、文化庁の指導を受ける。 
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第９節 廃棄物の処理等 

実施担当 環境班、本部班 

 

計画方針 
・し尿、ごみ及びがれきについて、被災地の衛生状態の保持及び復旧活

動を円滑に促進するため、適切な処理を実施する。 

 
１．し尿処理 

市民部環境班は、被災地域の衛生状態の保持のため、仮設トイレを設置するととも

に、し尿の適切な収集・処理を実施する。 

 
（１）初期対応 

ア．上下水道、電力等のライフラインの被害状況と復旧見込みを勘案し、指定避難

所をはじめ被災地域におけるし尿の収集処理見込み量及び仮設トイレの必要数を

把握し、県に報告する。 

イ．し尿処理施設の被害状況と復旧見込みを把握する。 

ウ．被災者の生活に支障が生じることのないように、災害時要援護者（要配慮者）

に配慮しつつ、速やかに仮設トイレを設置する。 

 
（２）仮設トイレの設置 

必要に応じ、関係業者と協力して仮設トイレの設置を行う。 

 
ア．仮設トイレ設置の基準 

仮設トイレを次の基準を目安として設置する。 

仮設トイレ設置基数 ：１基／100 人、災害発生直後の初動期は１基／250 人 

イ．仮設トイレの調達 

仮設トイレの必要数を確保するために、備蓄トイレを利用するほか、業界団体

と早急に連絡をとるとともに、総合調整部本部班を通じて県に協力を要請する。 

ウ．仮設トイレの設置 

（ア）仮設トイレは、指定避難所等公共施設に優先的に設置する。 

（イ）公園等屋外で照明施設が必要な場合は、関係機関と協議のうえ、照明施設

を設置する。 

（ウ）仮設トイレを設置する際には、地下浸透の防止対策を講じる。 

エ．設置期間 

上下水道施設の機能が復旧し、その必要がないと認められるまでの間とする。 
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オ．仮設トイレの管理 

関係業者と協力のうえ、消毒剤、消臭剤及び散布機器を確保し、仮設トイレの

衛生状態を保つ。 

 
（３）処 理 

処理場の被害状況に応じて、し尿の収集・処理体制を確定する。 

 
（４）応援要請 

市単独でし尿の収集及び処理が困難な場合は、必要に応じ関係団体に応援を要請

する。 

それでもなお不足する場合は、総合調整部本部班を通じて、県、他の市町村に応

援を要請する。 

 
２．ごみ処理 

市民部環境班は、被災地域の衛生状態の保持のため、ごみの適切な収集・処理を実

施する。 

 
（１）初期対応 

ア．指定避難所をはじめ被災地域におけるごみの収集処理見込み量を把握し、県に

報告する。 

イ．ごみ処理施設の被害状況と復旧見込みを把握する。 

 
（２）処理活動 

ア．被災地の生活に支障が生じないように、ごみの収集処理を適切に行う。 

イ．市所有の車両のほか、必要に応じて業者等の車両を調達し、収集車両を確保す

る。 

ウ．必要に応じて、仮置場、一時保管場所を設置する。 

エ．防疫上、早期の収集が必要な腐敗性の高い生活ごみや浸水地域のごみは、迅速

に収集処理する。 

オ．消毒剤、消臭剤及び散布機器を確保し、仮置場、一時保管場所における衛生状

態を保つ。 

 
（３）応援要請 

市単独でごみの収集及び処理が困難な場合は、必要に応じ関係団体に応援を要請

する。 
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それでもなお不足する場合は、総合調整部本部班を通じて、県、他の市町村に応

援を要請する。 

 
３．がれき処理 

関係各部及び関係機関は、がれき処理に必要となる情報を把握し、応急対策を実施

する。 

 
（１）初期対応 

ア．処理を計画的に実施するため、発生量を把握し、県に報告する。 

イ．がれきの選別・保管・焼却等のために長期間の仮置きが可能な場所を確保する

とともに、がれきの最終処分までの処理ルートを確保する。 

 
（２）処理活動 

ア．がれき処理については、危険な物、道路通行上支障のある物等を優先的に収

集・運搬する。 

イ．がれきの適正な分別・処理・処分を行うとともに、可能な限り木材やコンク

リート等のリサイクルに努める。 

ウ．アスベスト等の有害な廃棄物の処理については、専門業者に委託する。 

エ．市民部環境班は、アスベスト等の有害物質による環境汚染の未然防止に努める

とともに、市民及び作業者の健康管理及び安全管理に十分配慮するよう指導する。 

オ．災害により発生したがれき等の廃棄物の不適切な処理に伴う環境汚染を発見し

た場合は、速やかに適切な処分及び処理を指導するとともに、総合調整部本部班

を通じて県に報告を行う。 

 
（３）応援要請 

市単独でがれきの除去及び処理が困難な場合は、必要に応じ関係団体に応援を要

請する。 

それでもなお不足する場合は、総合調整部本部班を通じて、県、他の市町村に応

援を要請する。 
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第１０節 遺体の収容・処理・埋火葬等 

実施担当 環境班、本部班 

 

計画方針 
・警察等関係機関と連携のうえ、遺体の処理、埋火葬について、必要な

措置をとる。 

 
１．遺体の収容 

遺体を発見した場合、市民部環境班は所定の措置を講じたうえ、遺体収容所へ搬送

し収容する。 

 
（１）遺体を発見した場合の措置 

ア．遺体を発見した場合、発見者は速やかに警察に連絡する。 

イ．警察は、警察等が取り扱う死体の起因または身元の調査等に関する法律（平成

24 年法律第 34 号）及び検視規則（昭和 33 年国家公安委員会規則第３号）並び

に死体取扱規則（平成 25 年国家公安委員会規則第４号）に基づき、遺体検視そ

の他所要の処理を行った後、関係者（遺族または市民部環境班）に引き渡す。 

 
（２）遺体の収容 

関係機関等の協力を得て、遺体収容所へ遺体を収容する。 

 
ア．遺体収容所の開設 

遺体収容所は、学校等の敷地、その他公共施設の中から災害状況に応じて選定

し、適宜施設管理者と協議して開設する。 

なお、遺体収容所を開設した場合、総合調整部本部班は関係機関に報告を行う。 

イ．収 容 

警察官の検視及び医師の検案を終えた遺体は、警察とその関係機関の協力を得

て、速やかに遺体収容所へ搬送し収容する。 

ただし、現場の状況等によって現場での検視や検案が困難な場合は、遺体収容

所において行う。 

 
２．遺体の処理 

ア．災害の際に死亡した者について、その遺族等が混乱期のため遺体の埋葬を行う

ための洗浄、縫合、消毒の処置及び遺体の一時保存あるいは医師による検案を行

うことができない場合に、これら遺体の処理を実施する。 
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イ．発見された遺体については、警察官の検視を経て、身分調書を作成したのち処

理を行う。 

ウ．遺体の処理は、市民部環境班が警察官、医師等の協力を得て行う。 

 
３．遺体の埋葬 

市民部環境班は、本部長の指示のもと、遺族が混乱期のため資力の有無にかかわら

ず埋葬を行うことが困難な場合、または死亡した者の遺族がない場合（身元の判明し

ない者を含む）に、下記の埋葬方法に基づき遺体の埋葬を実施する。 

 
ア．埋葬は、原則として火葬により実施する。 

イ．身元不明の遺体及び身元の引取りのない遺体については、警察その他関係機関

に連絡し、その調査に当たるとともに、遺体処理台帳及び遺品を保存したうえで、

火葬により埋葬を行う。 

なお、遺骨及び遺品等を市または寺院等に依頼して保存する。 

ウ．火葬場の稼働状況、ひつぎの確保状況等関連する情報を広域的かつ速やかに収

集し、ひつぎの調達、遺体搬送の手配等を実施する。 

エ．遺体の火葬、遺族等に対するひつぎ、骨つぼ等の支給等、必要な措置を講じる。 

オ．火葬相談室等の設置により、遺体の火葬等の円滑な実施に努める。 

 
４．応援要請 

市は、遺体の捜索・処理・火葬等について、市のみでは対応できない時は、次の事

項を示して県に応援を要請する。 

 
ア．捜索・処理・火葬等の区別及びそれぞれの対象人員 

イ．捜索地域 

ウ．火葬等施設の使用可否 

エ．必要な搬送車両の数 

オ．遺体処理に必要な機材・資材の品目別数量 
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第１１節 ボランティア等の自発的支援の受入れ 

実施担当 救援班、本部班、総務班、要員班 

 

計画方針 
・災害の発生に際して市内外から寄せられる支援申入れに対して、関係

機関と連携を密にし、適切に対処するよう努める。 

 
１．ボランティアの受入れ 

救援部救援班は、県や日本赤十字社奈良県支部、県社会福祉協議会、市社会福祉協

議会、その他ボランティア活動推進機関と相互に協力・連携し、ボランティアが被災

者のニーズに応えて円滑に活動できるよう適切に対処する。 

 
（１）受入窓口の開設 

ボランティアの受入れや活動方針の決定、人員の派遣等についてはボランティア

で組織する調整機関（以下「ボランティア調整機関」という）の自主性を尊重する。 

また、ボランティア調整機関と連携を図るとともに、その活動に対して情報提供、

調整支援を行う窓口を開設する。 

 
（２）ボランティアの確保 

ア．一般ボランティア 

総合調整部本部班は、大規模な災害が発生し、多数のボランティアが必要と

なった場合、県を通じてテレビやラジオ、新聞等の報道機関に災害ボランティア

の募集の報道を要請する。 

イ．専門的技能を有するボランティア 

総合調整部本部班は、災害応急対策を実施するうえで、各部から下記のような

専門的技能を有するボランティアの要請があった場合、県や関係機関に対し、活

動内容や期間、派遣場所等を明らかにしたうえで、ボランティアの派遣を依頼す

る。 

（ア）医療、助産分野 

（イ）心身障害者、老人福祉分野（ケースワーカー、カウンセラー） 

（ウ）建築分野（被災建築物応急危険度判定士） 

（エ）語学分野 

（オ）輸送分野 

（カ）情報通信分野 

（キ）その他専門的な技能を有する分野 
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（３）活動拠点の提供 

ボランティア活動に必要な場所を確保するとともに、ボランティア関係団体への

情報の提供に努める。 

 
２．義援金・救援物資の受入れ及び配分 

総務部総務班は、寄託された義援金の受入れ及び配分を行う。 

 
（１）義援金・救援物資の募集 

テレビやラジオ、新聞等の報道機関や金融機関の協力を得るとともに、地域の自

治会や各種団体を通じて、義援金・救援物資の募集を呼びかける。 

 
（２）義援金の受入れ及び配分 

ア．受入れ 

義援金の受入窓口を開設し、受入業務を行う。 

イ．配 分 

（ア）義援金の配分については、義援金配分委員会を設置し、配分方法や伝達方

法等を協議のうえ決定する。 

（イ）定められた方針、所定の手続を経て被災者に情報を提供し、配分する。 

 
（３）救援物資の受入れ及び配分 

救援部救援班は、救援物資の受入れ及び配分を行う。 

 
ア．受入れ 

（ア）市役所等に救援物資の受入窓口を開設し運営を行う。 

（イ）仕分作業がスムーズに行えるよう受入品目を限定し、荷物には物資の内容

や数量等の必要事項を記入する。 

（ウ）救援物資の申し出があった場合は、次のことを要請する。 

・救援物資は荷物を開閉することなく、物資名や数量がわかるように表示す

ること 
・複数の品目をこん包しないこと 
・腐敗する食糧は避けること 

イ．救援物資の配分 

救援物資の配分については災害時要援護者（要配慮者）を優先する。 

ウ．救援物資の搬送 

（ア）県及びその他の市町村等からの物資は、あらかじめ定めた一時集積所に受
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入れ、仕分けのうえ各指定避難所へ搬送する。 

（イ）搬送は、ボランティア等の協力を得て実施する。 

 
３．海外からの支援の受入れ 

総合調整部本部班及び情報収集部要員班は、海外からの支援について、国が作成す

る受入計画に基づき、必要な措置を講じる。 

 
（１）連絡調整 

ア．海外からの支援については基本的に国において推進されることから、県と連携

して十分な連絡調整を図りながら対応する。 

イ．海外からの支援が予想される場合は、県と連携して、あらかじめ国に被災状況

の概要や想定されるニーズを連絡するとともに、国からの照会に迅速に対応する。 

 
（２）支援の受入れ 

ア．次のことを確認のうえ、受入準備を行う。 

（ア）支援内容、到着予定日時、場所、活動日程等 

（イ）被災地域のニーズと受入体制 

イ．海外からの支援の受入れに当たっては、極力自力で活動するよう要請するが、

必要に応じて次のことを行う。 

（ア）案内者、通訳等の確保 

（イ）活動拠点、宿泊場所等の確保 
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第１２節 社会秩序の維持 

実施担当 情報収集整理班、本部班、救援班 

 

計画方針 

・災害発生に際して被災地域における社会的な混乱や心理的動揺を防止

し、かつ社会秩序の維持を図るとともに、被災者の生活再建に向け

て、物価の安定、必要物資の適切な供給を図るための措置を講じる。 

 
１．市民への呼びかけ 

情報収集部情報収集整理班及び県は、各種の応急対策の推進、実情周知による人心

の安定、さらには、復興意欲の高揚を図るため、被害の状況や応急・復旧対策に関す

る情報を積極的に市民に提供するとともに、流言飛語を防止し、秩序ある行動をとる

よう呼びかけを行う。 

 
２．警備活動 

総合調整部本部班は、香芝警察署等との密接な連絡協力を行い、公共の安全と秩序

を維持するため、犯罪防止対策を重点として警備活動を実施するよう要請する。 

また、情報収集部情報収集整理班は、災害広報を通じて、市民に自主防犯の注意、

指導を行う。 

 
３．物価の安定及び物資の安定供給等 

救援部救援班、県及び関係機関は、買占め、売惜しみにより生活必需品等の物価が

高騰しないよう監視・指導し、適正な流通機能の回復を図ることにより、被災者の経

済的生活の安定確保と、経済復興の促進を図る。 

また、次の項目について、備蓄物資の安定的供給や広報活動等により万全を尽くす。 

 
（１）消費者情報の提供 

生活必需品等の在庫量、適正価格、販売場所等の消費者情報を提供し、消費者の

利益を守るとともに、心理的パニックの防止に努める。 

 
（２）生活必需品等の確保 

生活必需品の在庫量と必要量を可能な限り把握し、不足量については、国、他府

県、事業者と協議して、物資が速やかに市場に流通するよう努める。
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第１３節 愛がん動物の収容対策 

実施担当 環境班 

 

計画方針 
・災害で被災、放置された愛がん動物（ペット）の動物保護管理活動を

行うため、県、獣医師会、動物愛護団体等と連携し、支援を行う。 

 
１．放浪犬猫の保護収容 

災害後、被災により放浪する犬猫について、県、獣医師会、動物愛護団体等と協議

し、放浪犬猫を保護収容する場所の確保及び保護収容に努める。 

また、必要に応じ関係団体に支援を行う。 

 

２．指定避難所における適正な飼育と情報提供 

飼い主とともに避難した動物の飼育については、適正な指導を行うなど、動物の愛

護及び環境衛生の維持に努める。 

また、県、獣医師会、動物愛護団体等と連携し、指定避難所における愛がん動物の

情報等を提供する。 

 

３．愛がん動物飼養者の責務 

愛がん動物等の飼養者は、避難する際は、動物の同行と適切な管理に努める。 

また、自身の動物が保護収容された場合は、長期にわたり放置することなく、可能

な限り早期に引き取り、または適正に飼養できる者に譲渡する等、飼養者の責務を全

うするよう努める。 
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第１４節 災害緊急事態の布告及び特定大規模災害の指定 

実施担当 本部班 

 

非常災害が発生し、かつ、当該災害が国の経済及び公共の福祉に重大な影響を及ぼ

すべき異常かつ激甚なものである場合において、当該災害に係る災害応急対策を推進

し、国の経済の秩序を維持し、その他当該災害に係る重要な課題に対応するため特別

な必要があると認めるとき、内閣総理大臣は、関係地域の全部または一部について災

害緊急事態の布告を発するとともに、内閣総理大臣を本部長とする緊急非常災害対策

本部を設置する。（平成 25 年 6 月改正災害対策基本法） 

内閣総理大臣により、香芝市の地域に関して災害緊急事態の布告があった時は、災

害対策基本法第 86 条の２から第 86 条の５までの特例措置を可及的速やかに講ずるこ

とができるようにするため、当該災害により現実に発生している個別具体的な状況を

確認せずとも、被災地において甚大な被害が当然生じているものとみなして、「特定

大規模災害」の指定、及びこれらの特例措置が自動的に適用される。 

 

災害対策基本法第 86 条の２から第 86 条の５までの特例措置のあらまし 

１.避難所及び応急仮設住宅における特例（第 86 条の２） 

政令で定める区域及び期間において、消防法第 17 条の規定（建築物の工事施工に

関する消防長または消防署長の同意）は、適用しない。ただし、消防設備、消防用

水及び消火活動上必要な施設の設置及び維持に関する基準を定め、その他避難所及

び応急仮設住宅における災害防止、公共の安全確保のために必要な措置を講ずるこ

と。 

２.臨時の医療施設に関する特例（第 86 条の３） 

政令で定める区域及び期間において、医療法第４章の規定（病院、診療所及び助

産所の開設、管理に関する国、都道府県等への届出、許可等）は、適用しない。 

３.埋葬及び火葬の特例（第 86 条の４） 

厚生労働大臣の定める期間に限り、墓地、埋葬等に関する法律第５条（市町村長

による許可）及び第 14 条（許可証受理後の埋葬、火葬または収蔵）に規定する手続

の特例を定めることができる。 

４.廃棄物処理の特例（第 86 条の５） 

環境大臣は期間を限り、廃棄物処理特例地域を指定するとともに、廃棄物処理特

例基準を公布し、廃棄物処理の迅速化を図ることができる。 
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第５章 その他の災害応急対策 
 

項 目 実施担当 

第１節 大規模火災対策 関係各部各班 

第２節 危険物等災害応急対策 関係各部各班 

第３節 突発重大事故災害応急対策 関係各部各班 

 

第１節 大規模火災対策 

実施担当 関係各部各班 

 

計画方針 
・市及び防災関係機関は、市域において大規模な火災が発生するおそれ

がある場合、火災警戒活動を実施する。 

 
１．警戒活動 

市及び防災関係機関は、市域において大規模な火災が発生するおそれがある場合、

火災警戒活動を実施する。 

 

（１）火災の警戒 

ア．火災気象通報 

消防法第 22 条に基づき、奈良地方気象台は気象の状況が火災の予防上危険で

あると認めるとき、その状況を知事に通報し、知事が市長に伝達する。 

火災気象通報は、実効湿度が 65％以下で、最小湿度が 40％以下となり、最大

風速が７ｍ／ｓ以上の風が吹く見込みのときに通報される。 

ただし、降雨、降雪が予測される場合には通報されないこともある。 

イ．火災警報 

市長は、知事から火災気象通報を受けたときまたは火災警報の発令基準に該当

した時は必要により火災警報を発令する。 

ウ．市民への周知 

広報車等を利用し、消防団、自主防災組織等の地域住民組織と連携して、市民

に警報を周知する。 

周知に当たっては災害時要援護者（要配慮者）に配慮する。 
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（２）火災通報基準 

市域における火災の規模等が県の定める通報基準に達したとき、または特に必要

と認める時は、県に即報を行う。 

その後判明したものについては、逐次報告する。 

ア．建物火災 

（ア）特定防火対象物で死者の発生した火災 

（イ）高層建築物の 11 階以上の階、地下街または準地下街において発生した火災

で利用者等が避難したもの 

（ウ）大使館・領事館、国指定重要文化財または特定違反対象物の火災 

（エ）建物焼損延べ面積 3,000 平方メートル以上と推定される火災 

（オ）損害額１億円以上と推定される火災 

イ．林野火災 

（ア）焼損面積 10ha 以上と推定される場合 

（イ）空中消火を要請または実施した場合 

（ウ）住家等への延焼するおそれがある等社会的に影響度が高い場合 

ウ．交通機関の火災 

航空機、列車、自動車等の火災で次に掲げるもの 

（ア）航空機火災（火災発生のおそれのあるものを含む。） 

（イ）トンネル内車両火災 

（ウ）列車火災 

エ．その他 

以上に掲げるもののほか、特殊な原因による火災、特殊な態様の火災等消防上

特に参考となるもの 

 

２．応急対策 

（１）市街地火災応急対策 

消防機関は、火災の状況に応じた部隊配備を行うとともに、道路状況、建物状況、

延焼状況等を勘案した消火活動を実施する。 

また、延焼動態から、火災の危険が及ぶおそれのある場合は、延焼阻止線の設定

など、効果的な部隊の運用を行い、火災の鎮圧に努める。 

 

ア．災害対応の優先度 

延焼火災及び救出・救助事案が同時に多発している場合は、延焼火災現場での

人命救助活動を優先するなど、救命効果の高い活動を実施する。 

イ．火災防御活動の原則 

（ア）避難地、避難路確保優先 

延焼火災が多発し拡大した場合は、避難地、避難路の確保等、人命の安全
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を優先とした防御活動を行う。 

（イ）消火活動重点地域・消火可能地域優先 

同時に多数の延焼火災が発生した場合は、消火活動重点地域及び消火可能

地域を優先に防御活動を行う。 

（ウ）市街地火災防御優先 

大工場、大量危険物貯蔵施設から出火し、多数の消防小隊を必要とする場

合は、市街地火災防御を優先し市街地に面する部分を鎮圧した後に、部隊を

集中して防御活動に当たる。 

（エ）特殊建築物等の重要対象物優先 

特殊建築物等の重要対象物周辺と他の一般市街地から同時に出火した場合

は、特殊建築物等の重要対象物の防護上必要な防御活動を優先する。 

ウ．火災防御活動の区分 

（ア）分散防御活動 

同時多発火災に対処するため消防隊を分散出動させ、火災を消防小隊で防

御する。 

（イ）重点防御活動 

延焼火災のうち、広域避難地及び避難路に影響を与えるおそれのある火災

に対して消防隊を集結させる。 

（ウ）拠点防御活動 

広域避難地の安全確保のみを目的とする。 

エ．大規模市街地火災の防御対策 

（ア）消火活動の体制 

初動体制を確立し、火災態様に応じた部隊配備を行い、道路状況、建物状

況及び延焼状況等を勘案した消火活動を実施する。 

（イ）延焼拡大の防止 

延焼動態から、周辺地域に火災の危険が及ぶおそれのある場合は、延焼阻

止線の設定等、効率的な消防隊の運用を行い、火災の鎮圧に努める。 

（ウ）自衛消防組織による消火活動 

自主防災組織及び事業所等の自衛消防組織は自発的な初期消火活動を実施

するとともに、香芝消防署や香芝警察署等の防災関係機関との連携に努める。 

オ．林野火災の防御対策 

（ア）人命の確保 

林野火災発生の情報を得た場合は、地域住民や入山者への周知を行うとと

もに、必要に応じて指定緊急避難場所・指定避難所を設置し、人命の確保に

努める。 

（イ）現地本部の設置 

火災規模に応じて現地本部を設置し、迅速かつ的確な防御活動を実施する。 

（ウ）延焼拡大の防止 

延焼動態から、周辺の人家へ火災の危険が及ぶおそれのある場合は、森林

の伐採等、延焼防止のための措置を講じる。 
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（エ）空中消火の要請 

地上からの消火活動が困難な場合は、知事を通じてヘリコプターや航空機

による消火活動を要請する。 

カ．高層建築物等火災の防御対策 

（ア）活動期における出動小隊の任務分担 

火災の状況に応じて、避難誘導、人命救助、火災警戒区域の設定、消火活

動等の任務分担を行い、的確な防御活動を実施する。なお、人命救助は、他

の活動に優先して行う。 

（イ）排煙、進入時等における資機材の活用 

火災現場に進入する際には、排煙やガス漏れ等に十分に留意するとともに、

必要な資機材を活用する。 

（ウ）高層建築物等の防災用設備の活用 

消火活動の実施に当たっては、高層建築物等に設置されている消火設備等

を活用し、効率的な防御活動を行う。 

（エ）高層建築物における屋上の活用 

地上からの活動が困難な場合には、屋上からヘリコプターによる活動が可

能かどうか判断したうえで、ヘリコプターによる救助活動や消火活動を行う。 

（オ）浸水、水損防止対策 

消火活動は、浸水や水損防止に配慮して実施する。 

キ．広域断水時火災の防御対策 

（ア）消防水利の確保 

断水により消火栓が使用できない場合には、防火水槽からの取水や、河川、

ため池等の自然水利の活用を行うとともに、タンク車の優先出動を行い、消

防水利を確保する。 

（イ）水利統制 

断水時には消防水利の確保が重要となるため、有効かつ的確な水利統制を

実施する。また、離れた場所からの取水に対応するため、消防車両の積載

ホースの増加等により、中継放水を実施する。 

ク．同時多発火災の防御対策 

（ア）消火活動の体制 

出動部隊数の調整及び活動部隊数の合理化、並びに無線統制を行うととも

に、消防団と連携し、的確な防御活動を実施する。 

（イ）活動体制の増強 

非番署員の非常召集により緊急増強隊を編成するとともに、知事を通じて

他の市町村に消防隊の応援要請を行う。 

（ウ）消火設備の確保 

火災発生場所の分布状況に応じて、消防車両を的確に配分するとともに、

ホース等の消火設備の確保を行う。また、消防車両や消火設備が不足する場

合には、知事を通じて他の市町村に応援要請を行う。 
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（エ）消防水利の確保 

消火栓だけでなく、防火水槽からの取水や、河川、ため池等の自然水利の

活用を行い、消防水利を確保する。 

 

（２）人命救助活動 

奈良県広域消防組合香芝消防署は、警察との密接な連携のもと、迅速かつ的確に

人命救助･救出活動を実施する。 

 

ア．活動の方針 

（ア）奈良県広域消防組合香芝消防署は、警察と相互に連絡をとり、協力して救

出に当たる。 

また、必要に応じて消防相互応援協定締結市町村、自衛隊等に協力を要請

する。 

（イ）特殊機器を必要とする作業は、関係機関と密接な連携のもとに行う。 

また、作業用重機は、民間業者等の協力を得て、必要とする現場に配置す

る。 

イ．活動の要領 

（ア）重傷・重体者の救出を優先する。 

（イ）被害拡大の防止を実施する。 

（ウ）傷病者の救出を実施する。 

（エ）救護所への傷病者の搬送を実施する。 

（オ）二次災害の予防措置に徹底を図り実施する。 

（カ）遺体を発見した場合は、速やかに所定の手続をとる。 

 

（３）消防活動にかかわる応援の要請、受入れ 

奈良県広域消防組合で消防活動を迅速かつ的確に実施することが困難な場合、関

係法令や協定に基づき他市町村消防機関等の応援を要請する。 

 

ア．応援の要請 

（ア）消防相互応援協定に基づく応援要請 

火災の拡大が著しく単独では十分に消火活動が実施できない場合は、消防

相互応援協定に基づき他市町村消防機関の応援を要請する。 

（イ）航空消防応援協定に基づく応援協定 

大規模火災発生時にヘリコプターを使用することが、消防活動に必要と認

められる場合は、航空消防応援協定に基づき、知事を通じて応援を要請する。 

（ウ）知事への応援要請 

大規模火災発生時に、必要な場合は、消防相互応援協定のほか消防組織法

第 43 条及び災害対策基本法第 72 条の規定による知事の指示権の発動を要請
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し、防災活動及び応急業務の人材確保に努める。 

（エ）消防庁長官の措置による応援体制 

大規模火災発生時に、緊急消防隊に対して、知事を通じ、直ちに応援要請

を行う。 

（オ）全国消防長会を通じての応援体制 

消防組織法第 39 条に基づく大規模災害消防応援実施計画によって直ちに応

援要請を行う。 

イ．応援隊の受入れ 

応援隊の派遣が決定した場合は、次の点に留意して応援隊の活動が十分に行え

るよう努める。 

（ア）応援隊の宿泊施設及び資機材の保管場所を確保する。 

（イ）応援隊との連絡調整のための連絡担当者を指名する。 

（ウ）消防作業実施期間中は、現場に責任者を置き、応援隊指揮者と協議し、作

業の推進を図る。 

（エ）必要に応じて警察に対して、被災地域等への誘導を依頼する。 

（オ）ヘリコプターを使用する活動を要請した場合は、災害時用臨時ヘリポート

等の準備に万全を期する。 

 

（４）地域住民との連携 

自主防災組織等地域住民は、奈良県広域消防組合香芝消防署が災害現場に到着す

るまでの間、初期消火、救助作業を実施し、消防隊が到着した際は作業を引き継ぐ。 

また、奈良県広域消防組合香芝消防署は、必要に応じて自主防災組織等地域住民

に、災害現場における消火･救出作業への協力を求める。 
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第２節 危険物等災害応急対策 

実施担当 関係各部各班 

 

計画方針 

・奈良県広域消防組合香芝消防署は、火災その他の災害に起因する危険

物等災害の被害を最小限にとどめ、周辺の地域住民に対する危害防止

を図る。 

 
１．危険物災害応急対策 

ア．施設の管理責任者と密接な連絡を図るとともに、安全管理、施設の使用停止等

の緊急措置を講じる。 

イ．関係事業所の管理者、危険物保安監督者、危険物取扱者等に対して、次に掲げ

る措置を当該危険物施設の実態に応じて講じるよう指導する。 

（ア）災害の拡大を防止するための施設、設備の整備及び緊急措置要領の確立 

（イ）危険物による災害発生時の自衛消防組織と活動要領の確立 

（ウ）災害状況の把握と状況に応じた作業員、周辺の地域住民に対する人命安全

措置及び防災機関との連携確立 

ウ．施設の管理者と密接な連絡を図り、災害の拡大を防止するための消防活動、負

傷者等の救出、警戒区域の設定、広報、避難勧告または指示など必要な応急対策

を実施する。 

 

２．高圧ガス災害応急対策 

施設の管理者と密接な連絡を図り、災害の拡大を防止するための消防活動、負傷者

等の救出、警戒区域の設定、広報、避難勧告または指示など必要な応急対策を実施す

る。 

 

３．火薬類災害応急対策 

施設の管理者と密接な連絡を図り、災害の拡大を防止するための消防活動、負傷者

等の救出、警戒区域の設定、広報、避難勧告または指示など必要な応急対策を実施す

る。 

 

４．放射性物質保管施設災害応急対策 

奈良県広域消防組合香芝消防署は、放射性物質保管施設において災害が発生した場

合、県及び施設の管理者と密接な連携を図りながら、災害の拡大を防止するための消
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防活動、負傷者等の救出、警戒区域の設定、広報、避難勧告または指示等必要な応急

対策を実施する。 

本部班は、各部各班をとりまとめ、これに協力し必要な後方支援を行う。 

 

ア．放射性物質保管施設の設置者等から事故が発生、若しくは発生のおそれがある

旨の通報を受けた場合、直ちに関係機関へ連絡するとともに、関係各部と連携し、

必要な措置を講じる。 

イ．放射性物質の輸送事業者等から、輸送時に事故が発生、若しくは発生するおそ

れがある旨の通知を受けた場合、直ちに関係機関へ連絡するとともに、関係各部

と連携し必要な措置を講じる。 

ウ．応急対策の内容 

（ア）関係防災機関への通報 

（イ）放射線量の測定 

（ウ）危険区域の設定 

（エ）立入禁止制限及び交通規制 

（オ）危険区域の地域住民の退避措置及び群衆整理 

（カ）被ばく者等の救出救助 

（キ）周辺の地域住民に対する広報 

（ク）その他災害の状況に応じた必要な措置 

 

５．原子力災害応急対策 

市は、県より原子力災害対策特別措置法（平成 11 年 12 月 17 日法律第 156 号。以

下「原災法」という。）第 10 条第１項に基づく原子力事業者からの特定事象発生の通

報があったこと、及び同法第 15 条第２項に基づく原子力緊急事態宣言発出の連絡を

受けた場合は、法令、奈良県地域防災計画及び本市地域防災計画の定めるところによ

り、災害応急対策を実施する。 

本部班は、各部各班をとりまとめ、これに協力し必要な応急対策を実施する。 

 

（１）市の活動体制 

市長（本部長）は、災害対策本部を設置する。 

 

（２）県による情報の収集及び連絡 

県は、福井県に立地する原子力発電所の事故による原子力災害発生時には、国、

福井県、原子力事業者（電力事業者等）等からの正確な情報の収集に努める。 

県が知り得た情報は、防災行政無線等により、市等に速やかに伝達されることに

なっている。 
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（３）災害時の広報・相談活動の実施 

ア．広報活動の実施 

市は、県等と連携し、防災行政無線、広報車、緊急速報メール等を活用し、正

確な情報を市民に伝達する。 

イ．相談活動の実施 

市は、県等と連携し、市民等からの原子力災害に関する相談、問合わせに対し、

迅速かつ円滑に対応するため、必要な分野において、相談窓口を設置する。 

 

（４）避難者の受入れ 

県は、福井県などの原発立地県等から原発事故発生時に避難者の受入れについて

要請があれば、指定避難所の開設や避難者用住宅の提供等について市に協力を求め、

可能な限り要請に応じる。 

市は、県等から直接、避難者の受入れについて要請があれば、県と連携し、可能

な限り要請に応じるよう努める。 

また、市は、県と連携して、受け入れた避難者のニーズの的確な把握に努め、対

応する。 
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第３節 突発重大事故災害等応急対策 

実施担当 関係各部各班 

 

計画方針 

・市内において航空機の墜落や鉄道事故等による大規模交通災害等が発

生した場合には、関係機関と緊密な連携を図りながら、速やかに応急

活動を要請する。 

 
１．突発重大事故災害等の種類 

突発重大事故災害等として取り上げる災害の例は、次のとおりである。 

 

ア．航空機墜落事故 

イ．旅客列車の衝突転覆事故 

ウ．大規模な自動車事故 

エ．その他の突発災害 

 

２．大規模交通災害応急対策 

大規模交通災害が発生した場合、関係機関と協力のうえ、応急対策を実施する。 

 

（１）連絡体制 

ア．施設管理者からの通報 

施設管理者は、119 番通報等によって、奈良県広域消防組合香芝消防署へ大規

模交通災害の発生を通報する。 

イ．関係機関への連絡 

市域において大規模交通災害の発生の通報を受けた場合は、災害状況の把握に

努めるとともに事故の概要を直ちに県に報告のうえ、香芝警察署及び関係機関に

連絡する。 

 

（２）応急対策の実施 

ア．災害応急活動体制 

災害の状況に応じた災害応急活動体制をとるとともに、県及び関係機関の職員

並びに関係者の派遣を要請する。 

市の災害応急活動体制は、原則として市長の判断によって決定する。 
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イ．現地災害対策本部の設置 

必要に応じて現地災害対策本部を現地または適当な場所に設置する。 

現地災害対策本部では、情報の一元化、効果的な災害応急対策を実施するため

総合的な連絡調整を行う 

ウ．応急対策活動 

必要に応じて警戒区域を設定し、避難勧告または指示等の応急対策を実施し、

市民の身体・生命の安全確保、災害の拡大防止に努める。 

また、県をはじめ関係機関への連絡を強化し、各関係機関の行う災害応急対策

に積極的に協力する。 

エ．広域協力体制 

災害が広域に及ぶ場合は、隣接市町と協力体制をとる。 

 

３．その他突発災害応急対策 

その他突発災害が発生した場合、災害の態様に応じ、応急対策を実施する。 

本編において、大規模火災、大規模交通災害、危険物等災害を想定し、その応急対

策を迅速かつ的確に講じることができるよう定めているが、その他にも大規模な食中

毒や雑踏事故など、不測の事故が発生するおそれがある。 

こうした場合においても、関係各部、奈良県広域消防組合香芝消防署及び関係機関

は、災害の態様に応じ、「地震災害応急対策」、「風水害応急対策」を準用して、被害

情報の収集・伝達、避難誘導、災害広報、消火・救助、応急医療、被害の拡大防止対

策、応援要請等の応急対策を実施する。 
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第１章 被災者の生活の安定 
 

項 目 実施担当 

第１節 罹災証明書等の発行等 被害調査班 

第２節 被災者の生活確保 本部班、総務班、被害調査班、救援班 

 

第１節 罹災証明書等の発行等 

実施担当 被害調査班 

 

計画方針 
・各種の被災者に対し早期に支援措置を講じるため、罹災証明書等の交

付体制を確立し、罹災証明書等を交付する。 

 

１．罹災証明書の発行 

総務部被害調査班は、被災者から罹災証明書発行の申請があった場合には、次の要

領により、罹災証明書を発行する。 

 

（１）証明の範囲 

罹災証明書の発行は、災害対策基本法第２条第１号に規定する災害で、次の事項

について証明する。 

 

ア．住 家 

（ア）全壊、全焼、流失 

（イ）大規模半壊、半壊、半焼 

（ウ）床上浸水、床下浸水、一部損壊 

イ．人 

（ア）死 亡 

（イ）行方不明 

（ウ）負 傷 

 

なお、被災者は、罹災証明書の判定に不服がある場合、及び物理的に調査ができ

なかった家屋について、再調査を申し出ることができる。 

総務部被害調査班は、申し出のあった被災者の当該家屋について、迅速に再調査

を行い、判定結果を当該被災者に連絡するとともに、必要に応じて、罹災台帳を修

正する。 
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（２）罹災台帳の作成 

家屋台帳及び住民基本台帳から全世帯について罹災台帳を作成し、下記の調査結

果に基づき、必要事項を記入する。 

 

ア．情報収集部情報収集整理班が収集した人的被害の状況 

イ．総務部被害調査班が実施した住家の被害状況調査の結果 

ウ．建設部調査復旧班が実施した民間建築物の応急危険度判定の結果 

 

（３）罹災証明書の発行手続き 

ア．罹災証明書発行申請に対して、罹災者台帳により確認のうえ、遅滞なく発行す

るとともに、その旨を罹災証明書交付簿に記録する。 

ただし、火災による罹災証明書は、消防部が発行する。 

イ．罹災者台帳により確認できないときは、申請者の立証資料をもとに判断して、

罹災届出証明書を発行する。 

この場合、その後の調査によって確認した場合は、罹災証明書に切り替え発行

する。 

※罹災届出証明書は、罹災の状況について、その確認が困難な場合において、罹

災の届出があったことを証明する。 

ウ．被災住家の罹災証明書の発行は、原則として１世帯あたり１枚とする。 

なお、やむを得ない理由のある場合は、写しに証印のうえ再交付する。 

 

（４）証明手数料 

罹災証明書の発行については、証明手数料は徴収しない。 

 

（５）罹災証明書発行に関する広報 

罹災証明書の発行及び再調査の受付を円滑に行うため、罹災証明書に関する相談

窓口を設置するとともに、おおむね以下のとおり広報紙等により、被災者への周知

を図る。 

 

ア．調査の進捗状況 

イ．罹災証明書の内容 

ウ．調査に不服のあるときの申請方法 

エ．家屋被害認定調査と被災建築物応急危険度判定との相違点等 
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２．被災証明書の発行 

総務部被害調査班は、罹災証明書の発行に至らない被災状況であって、被災者から

各種援助制度の申請手続きに必要な被災証明書の交付申請があった場合、現地調査の

結果や写真等の申請者の立証資料をもとに判断したうえで、被災証明書を発行する。 

※被災証明書は、住家、住家以外の家財、車、店舗、工場等が被災した事実を証明す

る。（人、土地等は対象外） 

 

３．被災者台帳の作成 

総務部被害調査班は、災害による被災者に対する総合的かつ効率的な援護実施の基

礎とするため、被災者に関する情報を一元整理した被災者台帳を作成する。 

被災者台帳の作成は、総務部被害調査班が関係各部各班等の協力を得て、概ね以下

の資料に基づき行う。 

 

■被災者台帳作成の基本となる資料 

項 目 資料名 担当部班 

基本となる資料 住民基本台帳 市民部市民班 

付加すべき資料 

指定緊急避難場所・指定避難

所の収容者名簿 

救援部救援班 

避難部避難所班 

医療救護班の診療記録 救援部救援班 

助産台帳 救援部救援班 

罹災台帳 総務部被害調査班 

行方不明者名簿 情報収集部情報収集整理班 

遺体処理台帳 市民部環境班 

埋葬台帳 市民部環境班 

火災証明発行台帳 消防部 

 

 

＜資料編＞ 

資料 10―２ 罹災証明書 

資料 10―３ 罹災届出証明書 

資料 10―４ 被災証明書 
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第２節 被災者の生活確保 

実施担当 本部班、総務班、被害調査班、救援班 

 

計画方針 

・被災者の生活の安定を図るため、雇用対策の促進に努める。 

・被災者の被害の程度に応じ、市税の減免・徴収猶予、資金の貸付、弔

慰金・見舞金の支給等を行う。 

 

１．雇用対策 

（１）事業者への雇用維持の要請 

市は、失業者の発生を未然に防ぎ、被災者の経済的な生活基盤を確保し、迅速な

生活再建を図るため、被災者向け救援を行うに当たっては、市内被災事業者の復旧

の妨げにならないよう留意し、可能な限り市内事業者・被災者の活用・雇用に努め

るとともに、県と連携し、市内の事業主や経済団体等に対し、雇用の維持を要請す

る。 

 

（２）職業のあっせん等の要請 

市は、災害により離職を余儀なくされた被災者の生活再建を図るため、県と連携

し、奈良労働局（職業対策課）に対し、以下の事項の実施について要請する。 

 

ア．災害による離職者の把握 

イ．求人開拓による就職先の確保 

ウ．広域的な職業紹介による就職機会の提供 

エ．被災者のための臨時職業相談窓口の設置 

オ．被災者の再就職促進のための就職説明会等の開催 

 

奈良労働局は、災害による離職者の実態把握に努め、就職について公共職業安定

所（ハローワーク大和高田）を通じて、速やかにあっせんを行う。 

また、災害により失業の認定日に出頭できない受給資格者に対しては、事後に公

的機関の発行する証明書（罹災証明書等）により、失業の認定を行い給付を行う。 

 

（３）雇用保険の失業等給与に関する特例措置 

公共職業安定所は、災害救助法第２条の規定に基づき指定された区域に所在する

雇用保険適用事業所に雇用される被保険者（日雇用労働被保険者を除く）が、当該

事業所が災害により事業を休止または廃止し休業するに至ったため、一時的に離職
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を余儀なくされた場合であって、離職前の事業主に再雇用されることが予定されて

いる者は、雇用保険上の失業者として取扱い、雇用保険法に基づく基本手当（傷病

手当を含む）を支給する。 

また、失業により基本手当受給中の者が災害により認定日に出向いて行くことが

出来ない場合には、事後に証明書により基本手当を支給する。 

 

２．災害弔慰金等 

「災害弔慰金の支給等に関する法律（昭和 48 年法律第 82 号）」に基づき、条例に

定めるところによって、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給、災害援護資金の貸付

を行う。 

 

（１）災害弔慰金 

自然災害により死亡した者がある場合に、市長がその遺族に対して、災害弔慰金

を支給する。 

 

（２）災害障害見舞金 

自然災害により著しい障害を受けた者に対し、市長が災害障害見舞金を支給する。 

 

（３）災害援護資金 

災害救助法が適用された自然災害により、世帯主が負傷を負いまたは家財等に相

当度の被害を受けた世帯に対し、生活の立て直しに必要な資金として、市長が災害

援護資金の貸付を行う。 

 

３．災害復興住宅融資 

住宅に被害を受けた者に対しては、独立行政法人住宅金融支援機構法の規定により、

災害復興住宅の建設、購入または補修に必要な資金の貸付が行われる。 

 

４．生活福祉資金 

低所得者世帯（資金の貸付にあわせて必要な援助及び指導を受けることにより、独

立自活できると認められる世帯であって、独立自活に必要な資金の融資を他から受け

ることが困難であると認められるものをいう）であって、災害を受けたことによる困

窮から自立更生するのに必要な者に対して貸付を行う。 

県社会福祉協議会は、災害により被害を受けた低所得者に対して、速やかに自立更

生させるため、生活福祉資金貸付規程による災害援護資金の貸付を行う。 

なお、災害弔慰金の支給に関する法律に基づく災害援護資金の貸付対象となる世帯
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は、原則として生活福祉資金の災害援護資金及び住宅資金の貸付対象とならない。 

※生活福祉資金の貸付制度要綱（平成 21 年７月 28 日厚生労働省社援 0728 第９号） 

 

５．母子・父子・寡婦福祉資金 

配偶者のない女子・男子であって、現に未成年者を扶養している者またはかつて母

子家庭及び父子家庭であった者に対して、その経済的自立の助成と生活意欲の助長を

図り、あわせてその扶養している未成年者または寡婦の福祉を増進するために活用す

る場合に対して、県が貸付ける。 

一般的な融資制度であるが、災害の場合には、措置期間を延長することができる特

例措置がある。 

※「母子及び父子並びに寡婦福祉法」（昭和 39 年法律第 129 号） 

 

６．生活保護 

生活保護法に基づく保護の要件を備えた罹災者に対して、災害救助法が適用されな

い場合、災害によって失った最低生活に直接必要な布団類、日常着用する被服につい

て特別基準を設定し、申請に基づいて範囲内で支給する。 

※「生活保護法」（昭和 25 年法律第 144 号） 

 

７．義援金品の配分 

災害の発生に伴い、市民、他府県市町村等から被災者あてに寄託された義援金品は、

迅速かつ適切に被災者に配分する。 

県は、被災地の状況に応じ被災者への公平性に配慮して義援金の配分を行うため、

学識経験者、義援金募集機関代表、被災地関係者、福祉団体代表等で構成する配分委

員会を設置し、その事務局を担当する。 

 

（１）義援金の配分 

義援金配分委員会で定めた配分方法や伝達方法に基づき、所定の手続きを経て被

災者に情報を提供し、配分する。 

なお、市が独自に募集した義援金の配分については、市が定めるところにより行

う。 

 

（２）義援品の配分 

ボランティア等の協力を得て、災害時要援護者を優先して配分する。 
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（３）義援品の保管 

義援品の保管については、配分が完了するまで公共施設に一時保管場所を確保す

る。 

 

８．郵便事業の特例措置 

日本郵便株式会社においては、災害が発生した場合において、災害の態様及び公衆

の被害状況など被災地の実情に応じ、郵便事業に係る災害特別事務取扱い及び援護対

策を実施する。 

 

９．租税の徴収猶予及び減免 

市は、被災した納税義務者または特別徴収義務者に対し、地方税法または香芝市税

条例により、市税の緩和措置を図るため、事態に応じて納税期限の延長、徴収猶予及

び減免の措置をとる。 

 

（１）納税期限の延長 

災害により、納税義務者が期限内に申告その他書類の提出または市税を納付でき

ないと認められるときは、その申請により２箇月を越えない期限においてこれらの

納期限を延長する。 

 

（２）徴収猶予 

災害により財産に被害を受けた納税義務者が、市税を一時に納付し、または早急

に納付することができないと認められるときは、その者の申請に基づき、１年以内

において徴収を猶予する。 

なお、やむを得ないと認められるときは、更に１年以内の延長を行う。 

 

（３）滞納処分の執行の停止等 

災害により滞納者が無財産になる等の被害を受けた場合は、滞納処分の停止、換

価の猶予、延滞金の減免等の適切な措置をとる。 

 

（４）減免等 

被災した納税義務者に対して必要と認められる場合は、固定資産税等の減税及び

納入義務の免除を行う。 
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１０．その他の減免等 

ア．国民健康保険料の減免及び徴収猶予 

イ．国民年金保険料の免除 

ウ．保育所・幼稚園保育料の減免 

エ．ＪＲ運賃の減免 

オ．学校給食費の減免 

カ．し尿汲取り料の減免 

キ．上下水道料金の減免 

ク．介護保険料の減免 

ケ．後期高齢者医療保険料の減免 

コ．定期予防接種料金の免除 
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第２章 被災者の心身のケア 
 

項 目 実施担当 

第１節 被災者生活再建窓口の開設 本部班 

第２節 被災者健康維持活動 救援班 

 

第１節 被災者生活再建窓口の開設 

実施担当 本部班 

 

計画方針 
・被災者生活再建相談窓口を開設し、災害によって家や財産が滅失した

被災者の不安や悩みを解消し、生活再建を支援する。 

 

１．生活相談体制の整備 

災害により被害を受けた市民が、生活の再建ができるように各種生活相談に応じる

ため、相談窓口を設置するとともに、速やかに事務処理が行える体制を整えるように

努める。 

 

（１）相談窓口の設置 

被災者の住宅、医療、法律など生活全般に関する各種相談に対し、迅速で的確な

対応に努める。 

 

（２）相談内容 

ア．行方不明者の捜索等に関すること。 

イ．被災住宅の修理及び仮設住宅のあっせんに関すること。 

ウ．建物被害判定、罹災証明書等の発行に関すること。 

エ．ライフラインの復旧に関すること。 

オ．各種法律相談に関すること。 

カ．税等に関すること。 

キ．生業資金のあっせん、融資に関すること。 

ク．義援金品の支給に関すること。 

ケ．災害時要援護者（要配慮者）等の福祉に関すること。 

コ．その他、生活再建に必要な事項に関すること。 
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（３）相談スタッフの充実 

ア．相談内容に的確に対応するため、市以外の関係機関と連携するとともに、民間

の専門スタッフの協力を得るように努める。 

イ．相談体制の充実を図るため、手話通訳者、外国語通訳者の配置に努める。 
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第２節 被災者健康維持活動 

実施担当 救援班 

 

計画方針 

・被災者の健康状態、栄養状況を十分に把握するとともに、中和保健

所、医師会等関係機関の協力を得て、助言、加療等、被災者の健康維

持に必要な活動を実施する。 

 

１．巡回相談等の実施 

被災者の健康維持等を図るための巡回相談等の実施においては、以下に示す事項に

ついて、県や関係機関と協力して行う。 

 

ア．被災者の健康管理や生活環境の整備を行うため、応急仮設住宅、被災地区等に

おいて、保健師等による巡回健康相談、訪問指導、健康教育、健康診断等を実施

する。 

その際、女性相談員も配置するよう配慮する。 

イ．被災者の栄養状況を把握し、香芝市食生活改善推進員協議会等の協力を得て、

不足しやすい栄養素を確保するための調理方法等の指導を行う。 

ウ．高度医療を要する在宅療養者を把握し、適切な指導を行う。 

 

２．メンタルケアの充実 

災害による心的外傷後ストレス障害(ＰＴＳＤ)や生活の激変による依存症等、被災

者は様々な精神症状に陥ることがある。 

これらの症状には、個別的な対応を行うことが必要であり、被災者が精神的に癒さ

れ、生きる目的を見つけ、生活再建の意欲を持つことができるよう、県や関係機関と

協力し、速やかに次の対策を講じる。 

 

ア．精神科医、保健師、臨床心理士等による巡回相談 

イ．総合福祉センターにおける精神保健福祉相談及び保健センターにおける心の健

康相談 

ウ．小・中学校での児童カウンセリングの実施 

エ．広報紙による情報提供 

 

３．女性のための相談窓口の設置 

災害によって生じた夫婦、親子関係、指定避難所等における女性の悩みついて、女



第 5編 災害復旧・復興計画 

第 2章 被災者の心身のケア 第 2節 被災者健康維持活動 

5-12 

性専門相談員による相談窓口を設置し、活動を実施する。 

 

 

ア．電話相談、面接相談 

イ．心の悩み、ＤＶ（ドメスティックバイオレンス）相談 

ウ．法律相談 
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第３章 被災者の住まいの再建の支援 
 

項 目 実施担当 

第１節 被災者生活再建支援金 本部班、総務班、被害調査班 

第２節 住宅の確保 調査復旧班 

 

第１節 被災者生活再建支援金 

実施担当 本部班、総務班、被害調査班 

 

計画方針 

・被害状況を取りまとめ県へ報告を行うとともに、「被災者生活再建支

援法」に基づく適切な措置を行い、被災者に対して支援金を支給す

る。 

 

１．被災者生活再建支援金 

被災者生活再建支援金は、自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた者で

あって、経済的理由等によって自立して生活を再建することが困難な者に対し、「被

災者生活再建支援法（平成 10 年法律第 66 号）」に基づき、県が相互扶助の観点から

拠出した基金を活用し支給する。 

 

■支援金支給の仕組み 

実施主体は県であるが、支援金の支給に関しては、県から当該事務の全部を委

託された被災者生活再建支援法人が、県により拠出された基金を活用して行う。 

支給の仕組みは下図のとおり。 

 

 

 

 

 

 

＜資料編＞ 

資料 10―１ 被災者生活再建支援制度の概要 

 

県 

国 

 

被災者生活再建支援法人 

【（財）都道府県会館】 

 

被災者 

拠出 

事務委託 

申請 

（市・県経由） 

補助金交付 支援金支給 

（所管・内閣府）（支援金の 1/2） 
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第２節 住宅の確保 

実施担当 調査復旧班 

 

計画方針 

・県及び関係機関と連携のうえ、応急住宅対策に引き続いて、被災者の

恒久的な住宅確保支援策として、必要に応じて公営住宅等への特別入

居等を行う。 

・復興過程における被災者の居住の安全を図るため、公営住宅等の空家

活用、仮設住宅等の提供等を行うとともに、自力で住宅を確保する被

災者に対しての支援を行う。 

 

１．公営住宅の確保 

市は、損壊した公営住宅を速やかに補修するとともに、関係機関と調整のうえ、被

害状況に応じて公営住宅の供給計画を樹立し、住宅供給を促進する。 

また、既存の空き家もしくは建設中の住宅について、可能な限り被災住民の住宅と

して活用できるよう配慮する。 

 

２．住宅の修理及び建設費の融資 

「災害救助法」の適用を受けた災害によって住宅に被害を受けた場合は、独立行政

法人住宅金融支援機構が「独立行政法人住宅金融支援機構法」（平成 17 年法律第 82

号）に基づいて行う、住宅の建設資金または補修資金の融資を受けることができる。 

なお、県は、あらかじめ締結している住宅金融支援機構との「災害時における住宅

復興に向けた協力に係る基本協定」に基づき、災害復興住宅融資に係る臨時相談窓口

を設置する。 

 

３．罹災都市借地借家法臨時処理法の適用申請 

市は、建物の復興に伴い借地・借家関係を巡る混乱が相当予想され、被災者の住居、

営業等の生活の安定が阻害されるおそれがある場合は、県を通じて国に法の適用検討

を要請する。 
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第４章 まちの復旧及び経済の振興対策 
 

項 目 実施担当 

第１節 公共施設等の復旧 関係各部各班 

第２節 激甚災害の指定 本部班 

第３節 被災中小企業の振興 市民班、総務班 

第４節 被災農林業者への融資 調査復旧班、総務班 

 

災害時において市民生活が大混乱し、社会不安が増長されることがしばしば見受け

られる。 

市民生活の早期安定を図り、社会経済活動を回復させるための復旧対策を以下のよ

うに実施する。 

 

第１節 公共施設等の復旧 

実施担当 関係各部各班 

 

計画方針 

・災害により被災した公共施設の復旧は、災害復旧事業の実施責任者に

おいて、応急措置を講じた後、再度の被害発生を防止するために各施

設の原形復旧を考慮して、必要な施設の新設、改良を行う等の事業計

画を速やかに確立し、経済的、社会的活動の早急な回復と民心の安定

を図るよう迅速に実施する。 

 

１．災害復旧事業計画 

被災箇所は原形に復旧することが原則であるが、再度の被害発生を防止する必要上

改良を要すると認められる箇所については検討のうえ、復旧計画を樹立する。 

その際は、県と十分協議し、計画の樹立に努めるとともに、国または県が費用の一

部または全部を負担または補助するものについては、査定実施が速やかに行えるよう

努める。 

 

２．災害復旧事業の種類 

公共施設の災害復旧事業の種類は、おおむね以下のとおりである。 

 

ア．公共土木施設災害復旧事業（関係省庁：国土交通省、農林水産省） 

（ア）河川災害復旧事業計画 
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（イ）砂防施設災害復旧事業計画 

（ウ）林地荒廃防止施設災害復旧事業計画 

（エ）道路災害復旧事業計画 

（オ）地すべり防止施設災害復旧事業計画 

（カ）急傾斜地崩壊防止施設災害復旧事業計画 

（キ）下水道災害復旧事業計画 

（ク）公園災害復旧事業計画 

イ．農林水産業施設災害復旧事業（関係省庁：農林水産省） 

ウ．文教施設等災害復旧事業（関係省庁：文部科学省） 

（ア）公立学校施設災害復旧事業 

（イ）その他（文化財等） 

エ．厚生施設等災害復旧事業（関係省庁：厚生労働省） 

（ア）社会福祉施設等災害復旧事業 

（イ）環境衛生施設等災害復旧事業 

（ウ）医療施設災害復旧事業 

（エ）その他（上水道施設、感染症指定医療機関） 

オ．その他の施設に係る災害復旧事業（関係省庁：国土交通省） 

（ア）都市施設災害復旧事業（街路、都市排水施設等） 

（イ）公営住宅災害復旧事業 

（ウ）鉄道災害復旧事業 

 

３．災害復旧に係る財政援助の確保 

災害が発生した場合は、速やかに災害復旧に必要な資金需要額を把握し、早期にそ

の財源確保に努める。 

災害復旧事業に関する国の財政援助は次のとおりである。 

 

■災害復旧事業財政援助 

事 業 名 
国の財政援助等 

通常災害 激甚災害 

公共土木施設災害復旧事業  公共土木施設災害復旧事業

費国庫負担法第３条  

激甚災害法第３条第

１項  

公立学校施設災害復旧事業  公立学校施設災害復旧費国

庫負担法第３条  

同上 第３条第１項  

公営住宅災害復旧事業  公営住宅法第８条  同上 第３条第１項  

農林水産業施設災害復旧事業  農林水産業施設災害復旧事

業費国庫補助の暫定措置に

関する法律第３条  

激甚災害法第６条第

１項  

都市施設災害復旧事業（街路、

公園、公共下水道、都市下水

路） 

公共土木施設災害復旧事業

費国庫負担法第３条  

激甚災害法第３条第

１項  
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事 業 名 
国の財政援助等 

通常災害 激甚災害 

生活保護施設災害復旧事業  生活保護法第 75 条  同上 第３条第１項  

児童福祉施設災害復旧事業  予算補助  同上 第３条第１項  

老人福祉施設災害復旧事業  老人福祉法第 26 条  同上 第３条第１項  

身体障害者更生援護施設災害復

旧事業  

身体障害者福祉法第 37 条､

第 37 条の２  

同上 第３条第１項  

知的障害者援護施設災害復旧事

業  

知的障害者福祉法第 25 条､

第 26 条  

同上 第３条第１項  

感染症指定医療機関災害復旧事

業  

感染症予防法第 61 条、第

62 条  

同上 第３条第１項  

感染症予防事業  同上  同上 第３条第１項  

医療施設等災害復旧事業  予算補助  予算補助  

堆積土砂排除事業  予算補助  激甚災害法第３条第

１項  

湛水排除事業  － 同上第３条第１項  

天災による被害農林漁業者等に

対する資金の融通  

天災による被害農林漁業者

等に対する資金の融通に関

する暫定措置法第３条  

激甚災害法第８条第

１項  

中小企業信用保険法による災害

関係保証  
中小企業信用保険法第３条  激甚災害法第12条 

小規模企業者等施設導入資金助

成法による貸付金  
－ 同上 第13条 

事業協同組合等施設災害復旧事

業  
－ 同上 第14条 

中小企業者に対する資金の融通  － 同上 第15条 

公立社会教育施設災害復旧事業  － 同上 第16条 

私立学校施設災害復旧事業  － 同上 第17条 

水防資材費  水防法第44条 同上 第21条 

罹災者公営住宅建設事業  公営住宅法第８条第１項 同上 第22条 

産業労働者住宅建設資金の融通  － 同上 第23条 

上水道・簡易水道災害復旧事業  予算補助 予算補助 

廃棄物処理施設災害復旧事業  同上 同上 

災害等廃棄物処理事業  
廃棄物の処理及び清掃に関

する法律第22条  
同上 

火葬場災害復旧事業  予算補助 同上 

公的医療機関災害復旧事業  同上 同上 

災害弔慰金の支給及び災害援護

資金の貸付  
災害弔慰金の支給等に関する法律第７条  

災害特例債  － 

小災害特例債、歳入

欠かん債、災害対策

債 

交付税措置  災害に伴う普通交付税の繰り上げ交付 
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第２節 激甚災害の指定 

実施担当 本部班 

 

計画方針 

・激甚災害が発生した場合は、迅速に「激甚災害に対処するための特別

の財政援助等に関する法律」による援助、助成等を受けて、適切な復

旧計画を実施する。 

 

１．激甚災害の指定促進措置 

著しく激甚である災害が発生した場合には、「激甚災害に対処するための特別の財

政援助等に関する法律（昭和 37 年法律第 150 号）」（以下「激甚災害法」という。）に

基づいて、市では被害の状況を速やかに調査し把握するとともに、県を通じて早期に

激甚災害の指定が受けられるよう措置する。 

 

２．特別財政援助の交付手続き 

市は、激甚災害または局地激甚災害の指定を受けた場合は、速やかに特別財政援助

額の交付に関わる調書を作成し、県に提出する。 

 

３．激甚災害法に定める事業 

激甚災害に関わる財政援助措置の対象は次のとおりである。 

 

（１）公共土木施設災害復旧等に関する特別の財政援助 

ア．公共土木施設災害復旧事業 

イ．公共土木施設災害関連事業 

ウ．公立学校施設災害復旧事業 

エ．公営住宅災害復旧事業 

オ．生活保護施設災害復旧事業 

カ．児童福祉施設災害復旧事業 

キ．老人福祉施設等災害復旧事業 

ク．身体障害者更生援護施設等災害復旧事業 

ケ．障害者支援施設等災害復旧事業 

コ．婦人保護施設等災害復旧事業 

サ．感染症指定医療機関災害復旧事業 

シ．感染症予防事業 
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ス．堆積土砂排除事業（公共的施設区域内・公共的施設区域外） 

セ．湛水排除事業 

 

（２）農林業に関する特別の助成 

ア．農地等の災害復旧事業等に係る補助の特別措置 

イ．林地荒廃防止施設復旧事業費の補助の特例 

ウ．林道復旧事業費の補助の特例 

エ．農林水産業共同利用施設災害復旧事業費の補助の特例 

オ．開拓者等の施設の災害復旧事業に対する補助 

カ．天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置の特例 

キ．森林組合等の行う堆積土砂の排除事業に対する補助 

ク．土地改良区等の行う湛水排除事業に対する補助 

ケ．森林災害復旧事業に対する補助 

 

（３）中小企業に関する特別の助成 

ア．中小企業信用保険法による災害関係保証の特例 

イ．小規模企業者等設備導入資金助成法による貸付金の償還期間等の特例 

ウ．事業協同組合等の施設の災害復旧事業に対する補助 

 

（４）その他の特別の財政援助及び助成 

ア．公立社会教育施設災害復旧事業に対する補助 

イ．私立学校施設災害復旧事業に関する補助 

ウ．市町村が施行する感染症予防事業に関する負担の特例 

エ．母子及び父子並びに寡婦福祉法による国の貸付けの特例 

オ．水防資材費の補助の特例 

カ．罹災者公営住宅建設等事業に対する補助の特例 

キ．小災害債に係る元利償還金の基準財政需要額への算入等 

ク．雇用保険法による求職者給付の支給に関する特例 
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■激甚災害の指定基準 

適用すべき措置 指 定 基 準 

法第 2 章（3 条～4

条） 

公共土木施設災害復

旧事業等に関する特

別財政援助 

 次のいずれかに該当する災害 

A 基準 

 査定見込額＞全国標準税収入×0.5％ 

B 基準 

 査定見込額＞全国標準税収入×0.2％ 

かつ、次の要件のいずれかに該当する都道府県が１以上 

(1) 都道府県分の査定見込額＞当該都道府県標準税収入×25% 

または 

(2) 都道府県内市町村分の査定見込額 

           ＞都道府県内市町村の標準税収入額×5% 

法第 5 条 

農地等の災害復旧事

業等に関する補助の

特別措置 

 次のいずれかに該当する災害 

A 基準 

 査定見込額＞全国農業所得推定額×0.5％ 

B 基準 

 査定見込額＞全国農業所得推定額×0.15％ 

かつ、次の要件のいずれかに該当する都道府県が１以上 

(1) 都道府県内査定見込額＞当該都道府県の 

農業所得推定額×4% 

または 

(2) 都道府県内査定見込額＞10 億円 

法第 6 条 

農業水産業共同利用

施設災害復旧事業の

補助の特例 

次の 1 または２の要件に該当する災害。ただし、当該施設に係る

被害見込みが 50，000 千円以下と認められる場合は除く。 

(1) 激甚法第5条の措置が適用される激甚災害 

(2) 農業被害見込額＞全国農業所得推定額×1.5% 

で激甚法第 8 条の措置が適用される激甚災害  

法第 8 条 

天災による被害農林

漁業者等に対する資

金の融通に関する暫

定措置の特例 

 次のいずれかに該当する災害。ただし、高潮、津波等特殊な原因

による激甚な災害であって、災害の態様から次の基準によりがたい

場合は、被害の実情に応じて個別に考慮 

A 基準 

 農業被害見込額＞全国農業所得推定額×0.5% 

B 基準 

 農業所得推定額＞全国農業所得推定額×0.15% 

 かつ、次の要件に該当する都道府県が 1 以上 

 １つの都道府県の特別被害農業者＞当該都道府県内の 

                 農業者×3% 

法第 10 条 

土地改良区等の行う

湛水排除事業に対す

る補助 

 法第 2 条第 1 項の規定に基づき，激甚災害として政令で指定した

災害によるもの。 

 浸水面積（1 週間以上）30ha 以上の区域 

 排除される湛水量 30 万ｍ３以上 

 最大湛水時の湛水面積の 50%以上が土地改良区等の地域であること 

法第 11 条の２ 

森林災害復旧事業に

対する補助 

 次のいずれかに該当する災害。 

A 基準 

 林 業 被 害 見 込 額＞全国生産林業所得推定額×5% 

 （樹木に係るもの）   （木材生産部門） 

B 基準 

林 業 被 害 見 込 額＞全国生産林業所得推定額×1.5% 

 （樹木に係るもの）   （木材生産部門） 

かつ、次の要件のいずれかに該当する都道府県が 1 以上 
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適用すべき措置 指 定 基 準 

(1) 都道府県林業被害見込額 

           ＞当該都道府県生産林業所得推定額×60% 

(2) 都道府県林業被害見込額＞全国生産林業所得推定額×1% 

法第 12 条 

中小企業信用保険法

による災害関係保証

の特例 

法第 13 条 

小規模企業者等設備

導入資金助成法によ

る災害関係特例 

 

 次のいずれかに該当する災害。 

A 基準 

 中小企業関係被害額＞全国中小企業所得推定額×0.2% 

B 基準 

 中小企業関係被害額＞全国中小企業所得推定額×0.0６% 

かつ、次の要件に該当する都道府県が 1 以上 

 １つの都道府県の中小企業関係被害額 

      ＞    当該都道府県の中小企業所得推定額×2% 

   または ＞    1,400 億円 

法第 16 条 

公立社会教育施設災

害 

復旧事業に対する補

助 

法第 17 条 

私立学校施設災害復

旧事業の補助 

法第 19 条 

市町村施行の感染症

予防事業に関する負

担の特例 

激甚法第 2 章の措置が適用される場合適用 

 ただし、当該施設に係る被害または当該事業量が軽微であると認

められる場合は除外。 

法第 22 条 

罹災者公営住宅建設

事業に対する補助の

特例 

 次のいずれかに該当する災害。 

A 基準 

 被災地全域滅失住宅戸数≧4,000 戸 

B 基準 

 次の１，２のいずれかに該当する災害 

１ 被災地全域滅失住宅戸数≧2,000 戸 

かつ、次のいずれかに該当するもの 

(1) １市町村の区域内の滅失住戸数≧200戸 

(2) １市町村の区域内の滅失住戸数≧10% 

２ 被災地全域滅失住宅戸数≧1,200 戸 

かつ、次のいずれかに該当するもの 

(1) 1市町村の区域内の滅失住宅戸数≧400戸 

(2) 1市町村の区域内の滅失住宅戸数≧20% 

法第 24 条 

小災害債に係る元利

償還金の基準財政需

要額への算入等 

1 公共土木施設及び公立学校施設小災害に係る措置については激甚

法第 2 章の措置が適用される場合適用 

２ 農地農業用施設等小災害に係る措置については激甚法第 5 条の

措置が適用される場合適用 

上記以外の措置  災害発生のつど、被害の実情に応じて個別に考慮される。 
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■局地激甚災害指定基準 

適用すべき措置 指 定 基 準 

法第 2 章 

（第 3 条～4 条） 

公共土木施設災害復

旧事業等に関する特

別財政援助 

 査定事業費＞当該市町村の標準税収入×50% 

 （ただし、当該査定事業費 10,000 千円未満は除外） 

ただし、当該査定事業費の額を合算した額がおおむね 1 億円未

満である場合を除く。 

または、査定見込み額からみて明らかに基準に該当することが

見込まれる場合 

（ただし、当該災害に係る被害箇所の数がおおむね 10 未満のもの

を除く） 

次のいずれかに該当する災害 

① 当該市町村の区域内における農地等の災害復旧事業に要する経費

の額 

     ＞当該市町村の農業所得推定額×10% 

  （ただし、災害復旧事業に要する経費が 10,000 千円未満は除

外） 

  ただし、該当する市町村毎の当該経費の額を合算した額がおお

むね 50,000 千円未満である場合を除く。 

  または 

  当該市町村の漁業被害額＞農業被害額 

  かつ、漁船等の被害額＞当該市町村の漁業所得推定額の 10% 

 （ただし、当該漁船等の被害額が 10,000 千円未満は除外） 

ただし、該当する市町村毎の当該漁船等の被害額を合算した額が

おおむね 50,000 千円未満である場合を除く。 

② ①の農地等の災害復旧事業に要する経費の見込額からみて①に

掲げる災害に明らかに該当すると見込まれる災害（ただし、当該

災害に係る被害箇所の数がおおむね 10 未満のものを除く） 

法第 11 条の２ 

森林災害復旧事業に

対する補助 

林業被害見込額＞当該市町村の生産林業所得推定額×150% 

（ただし、林業被害見込額が当該年度の全国生産林業所得推定額

のおおむね 0.05%未満の場合は除く） 

かつ、要復旧見込面積が大火による災害にあっては、おおむね

300ha、その他の災害にあっては、当該市町村の民有林面積（人口

林に係るもの）のおおむね 25%を超える場合。 

法第 12 条 

中小企業信用保険法

による災害関係保証

の特例 

法第 13 条 

小規模企業者等設備

導入資金助成法によ

る災害関係特例 

 中小企業関係被害額＞当該市町村の中小企業所得推定額×10% 

 （ただし、被害額が 10,000 千円未満は除外） 

 に該当する市町村が１以上。 

  ただし、上記に該当する市町村の被害額を合算した額がおおむ

ね 50,000 千円未満である場合を除く。 

法第 24 条 

小災害債に係る元利

償還金の基準財政需

要額への参入等 

法第 2 章または 5 条の措置が適用される場合適用 
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第３節 被災中小企業の振興 

実施担当 市民班、総務班 

 

計画方針 

・被災した中小企業関係者の再建を促進し、生産力の回復と経営の安定

を図るために行われる支援が迅速かつ的確に行われるよう県に要請す

るとともに、関係団体等の協力を得て、支援制度についての必要な広

報活動を積極的に行う。 

 

１．中小企業復興資金 

被災した中小企業者に対する資金対策としては、普通銀行、商工組合中央金庫、日

本政策金融公庫の融資、信用保証協会による融資の保証等により、施設の復旧に必要

な資金並びに事業費の融資が行われる。 

市は、これらの融資制度を中小企業に周知するとともに、これらの融資が円滑に行

われ、早期に経営の安定が得られるよう措置する。 

 

２．中小企業支援対策 

ア．被害を受けた事業者を対象として、窓口相談や巡回相談等を実施し、事業の再

開・継続に向けた相談の受付及びニーズの把握を行う。 

イ．再建状況調査を随時実施し、被災した中小企業の再建状況の把握に努め、被災

者のニーズを踏まえた事業再建と復興に向けた支援、地域特性を活かした産業振

興への支援を行う。 
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第４節 被災農林業者への融資 

実施担当 調査復旧班、総務班 

 

計画方針 

・被災した農林業関係者の再建を促進し、生産力の回復と経営の安定を

図るために行われる支援が、迅速かつ的確に行われるよう県に要請す

るとともに、関係団体等の協力を得て、支援制度についての必要な広

報活動を積極的に行う。 

 

１．農林業復興資金 

災害により、農林業者等が被害を受け、経営に打撃を受けた場合に低利の資金を融

資することにより、その経営を維持安定させることを目的として、天災融資制度、日

本政策金融公庫の制度金融による救済措置が講じられる。 

市は、これらの制度について、農林業関係者に周知徹底を図る。 

 

ア．金融機関（農協、銀行等）が被災農林漁業者に対して行う経営資金等の融通 

農産物、畜産物等への被害が一定規模以上である場合は、「天災による被害農

林漁業者に対する資金の融通に関する暫定措置法」の適用を受け、被害農林漁業

者に対し経営に必要な資金の融通等の措置を講じる。 

イ．日本政策金融公庫が被災農林漁業者に対して行う融資 

（ア）農林漁業施設資金（災害復旧） 

（イ）農林漁業セーフティネット資金 

（ウ）農業基盤整備資金（災害復旧） 
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第５章 災害復旧・復興計画 
 

項 目 実施担当 

第１節 災害復旧・復興方針の策定 本部班、情報収集整理班 

第２節 災害復旧・復興計画の策定 本部班、情報収集整理班 

 

総合調整部本部班は、被災地の復旧・復興に向けて、被災者の生活再建を支援し、

再度災害の防止に配慮した施設復旧を図り、より安全性に配慮した地域振興のための

基礎的な条件づくりをめざす。 

なお、災害復旧・復興計画の策定、実施のとりまとめに関する連絡調整は、情報収

集部情報収集整理班が行う。 

 

第１節 災害復旧・復興方針の策定 

実施担当 本部班、情報収集整理班 

 

計画方針 

・災害からの復興は、被災者の生活再建を支援し、再度災害の防止に配

慮した施設復旧を図り、より安全性に配慮した地域振興のための基礎

的な条件づくりを目指す。 

 

１．基本方針の決定 

市及び県は、被災地の再建を行うため、被災の状況、地域の特性、被災住民及び公

共施設管理者の意向等を勘案しながら、国や県、関係機関と協議を行うとともに、必

要に応じて関係機関の代表者により構成する復興計画策定委員会を設置し、災害復興

の基本方針を策定する。 

その際、復旧・復興のあらゆる場に障害者、高齢者、女性等の参画を促進する。 

また、基本方針を策定した場合には、速やかに市民に公表する。 

 

２．市民の合意形成 

市は、被災地域の復旧・復興の主体は、その地域の市民であることから、早期にま

ちづくりに関する協議会等を設置するなど、市民の意見等を反映させながら、復旧・

復興計画のあり方から、事業・施策の展開に至る災害復旧・復興のあらゆる段階にお

いて、市民の参加・協力を得て行う。 

また、決定事項については速やかに公表し、周知徹底を図る 
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３．技術的・財政的支援 

県は、市が円滑に復旧・復興対策を実施できるよう、必要に応じて、連絡調整や技

術的支援等を行うための職員を派遣する。また、必要に応じ、国や他の自治体に対し、

職員の派遣その他の協力を求めるとともに、被災後できるだけ早い時期に財政需要見

込み額を把握し、復興財源の確保を図るとともに、復旧・復興財源を確保するのに必

要であると認められる場合は、復興基金の設立について検討する。 

市は、県に対し、必要に応じて、情報提供、技術的・財政的支援の要請を行う。 
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第２節 災害復旧・復興計画の策定 

実施担当 本部班、情報収集整理班 

 

計画方針 

・被災地の復旧・復興にあたっては、単に災害前の姿に戻すことにとど

まるのではなく、総合的かつ長期的な視点に立って、より安全で快適

な空間創造・市民生活を目指し、発災後、市民の意見を踏まえて復

旧・復興計画を策定する。 

・その際は、障害者、高齢者、女性等の意見が反映されるよう、環境整

備に努める。 

 

１．災害復旧・復興計画の策定 

市は、生活及び事業活動の安定、公共施設の復興、災害に強いまちづくりを目指し、

災害復旧・復興の基本方針を踏まえ、具体的な災害復旧・復興計画の策定を行う。 

 

（１）災害復旧・復興計画の基本的方向 

ア．地域が壊滅し、社会経済活動に甚大な障害が生じた災害においては、都市構造

や産業基盤等の改変を要するような高度かつ複雑な大規模事業となるため、災害

復旧・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。 

イ．市は、災害復旧・復興計画の迅速かつ的確な作成と遂行のため、広域調整、

国・県との連携等の体制整備を行う。 

ウ．市民の生活安全と環境保全に配慮した防災まちづくりを実施するため、市民に

対して、新たなまちづくりの展望、計画決定までの手続き、スケジュール、市民

側での多種選択肢、施策情報の提供等を行い、計画作成段階で復興後のあるべき

姿を明確にして、市民の理解を求め、将来に悔いのないまちづくりを目指すよう

努める。 

 

（２）災害復旧・復興計画に定める事項 

ア．市街地復興に関する計画 

イ．住宅復興に関する計画 

ウ．産業復興に関する計画 

エ．生活復興に関する計画 

オ．上記各計画の事業手法、財源の確保、推進体制に係る事項 
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２．復旧・復興対策体制の整備 

市は、発災直後の救命・救急、応急復旧中心の体制（災害対策本部体制）から各種

の復旧・復興対策を実施する体制へと円滑に移行（または併設）できるよう、県と連

携して、災害の規模等に応じて、適宜復旧・復興本部等の体制を確立する。 

なお、市は、以下の業務を必要に応じて復旧・復興対策体制において適宜実施する。 

 

ア．復旧・復興計画の策定 

イ．復旧・復興対策に必要な情報及び復旧・復興状況の収集及び伝達 

ウ．県その他の関係機関に対する復旧・復興対策の実施及び支援の要請 

エ．県の設立する復興基金への協力 

オ．復旧・復興計画の実行及び進捗管理 

カ．被災者の生活再建の支援 

キ．相談窓口等の運営 

ク．民心安定上必要な広報 

ケ．その他の復旧・復興対策 
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第６章 特定大規模災害発生時の復興計画 
 

実施担当 関係各部各班 

 

計画方針 

・特定大規模災害発生時における復興計画の作成について、「大規模災害

からの復興に関する法律」の定めるところについて整理し以下に概略

を示す。 

 

第１節 復興対策本部及び復興基本方針等 

特定大規模災害発生時における、復興対策本部及び復興基本方針等について、「大

規模災害からの復興に関する法律」の第４条から第９条について整理し以下に示す。 

 

１．復興対策本部 

国の復興対策本部は、本部に関係地方公共団体の長または優れた識見を有する者の

うちから、内閣総理大臣が任命する委員長及び委員 25 人以内により構成される復興

対策委員会を設置し、次に掲げる事務をつかさどる。 

 

ア．復興基本方針案の作成 

イ．関係行政機関、関係地方行政機関、当該都道府県及び市町村等が実施する特定

大規模災害からの復興のための施策の総合調整 

ウ．復興基本方針に基づく施策の実施の推進 

エ．その他法令の規定によりその権限に属する事務 

 

２．復興基本方針等 

（１）復興基本方針 

復興基本方針は、以下の事項を定める。 

なお、国の復興対策本部は、復興基本方針を作成しようとするときは、あらかじ

め復興対策委員会の意見を聴かなければならない。 

 

ア．特定大規模災害からの復興の意義及び目標に関する事項 

イ．特定大規模災害からの復興のために政府が実施すべき施策に関する基本的な方

針 

ウ．特定大規模災害を受けた地域における人口の現状及び将来の見通し、土地利用
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の基本的方向その他当該特定大規模災害からの復興に関して基本となるべき事項 

エ．特定大規模災害からの復興のための施策に係る国と地方公共団体との適切な役

割分担及び相互の連携協力の確保に関する事項 

オ．その他特定大規模災害からの復興に関し必要な事項 

 

（２）都道府県復興基本方針 

特定大規模災害を受けた都道府県の知事は、復興基本方針に即して、都道府県復

興基本方針を定めることができる。 

都道府県復興基本方針にはおおむね次に掲げる事項を定める。 

 

ア．特定大規模災害からの復興の目標に関する事項 

イ．特定大規模災害からの復興のために都道府県が実施すべき施策に関する方針 

ウ．当該都道府県における人口の現状及び将来の見通し、土地利用の基本的方向そ

の他当該特定大規模災害からの復興に関して基本となるべき事項 

エ．その他特定大規模災害からの復興に関し必要な事項 
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第２節 特定大規模災害発生時における復興計画の作成 

特定大規模災害発生時における復興計画の作成について、「大規模災害からの復興

に関する法律」の第 10 条から第 11 条について整理し以下に示す。 

 

１．復興計画を作成することができる市町村 

次に掲げる地域のいずれかに該当する地域をその区域とする市町村は復興計画を作

成することができる。 

 

ア．特定大規模災害により土地利用の状況が相当程度変化した地域またはこれに隣

接し、若しくは近接する地域 

イ．特定大規模災害の影響により多数の市民が避難し、若しくは住所を移転するこ

とを余儀なくされた地域またはこれに隣接し、若しくは近接する地域 

ウ．イに掲げる地域と自然、経済、社会、文化その他の地域の特性において密接な

関係が認められる地域であって、イに掲げる地域住民の生活の再建を図るための

整備を図ることが適切であると認められる地域 

エ．その他特定大規模災害を受けた地域であって、市街地の円滑かつ迅速な復興を

図ることが必要であると認められる地域 

 

２．復興計画の作成 

（１）復興計画に記載すべき事項 

復興計画を作成することができる市町村は、国の復興基本方針、都道府県復興方

針に即して、内閣府令で定めるところにより、単独で、または特定都道府県と共同

して、復興計画を作成することができる。 

復興計画には、次に掲げる事項を記載する。 

 

ア．復興計画の区域（以下「計画区域」という。） 

イ．復興計画の目標 

ウ．当該特定市町村における人口の現状及び将来の見通し、計画区域における土地

利用に関する基本方針その他当該特定大規模災害からの復興に関して基本となる

べき事項 

エ．復興計画の目標を達成するために必要な次に掲げる事業（以下「復興整備事業」

という。）に係る実施主体、実施区域その他の内閣府令で定める事項 

・市街地開発事業 

・土地改良事業 

・復興一体事業 
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・集団移転促進事業 

・住宅地区改良事業 

・都市計画法第 11 条第１項各号に掲げる施設の整備事業 

・保安施設事業 

・液状化対策事業 

・造成宅地滑動崩落対策事業 

・地積調査事業 

・その他住宅施設、その他の地域の円滑かつ迅速な復興を図るために必要となる

施設の整備に関する事業 

オ．復興整備事業と一体となってその効果を増大させるために必要な事業または事

務その他の地域住民の生活及び地域経済の再建に資する事業または事務に関する

事項 

カ．復興計画の期間 

キ．その他復興整備事業の実施に関し必要な事項 

 

（２）復興協議会 

特定被災市町村等は、復興計画及びその実施に関し必要な事項について協議を行

うため、復興協議会を組織することができる。 

協議会は、次に掲げる者をもって構成する。 

 

ア．特定被災市町村の長 

イ．特定被災都道府県の知事 

ウ．国の関係行政機関の長 

エ．その他特定被災市町村等が必要と認める者 

 

（３）復興計画の作成上留意すべき事項 

特定被災市町村等が復興計画の作成上、特に留意すべき事項は以下のとおりであ

る。 

 

ア．復興計画を作成しようとするときは、あらかじめ、公聴会の開催その他の市民

の意見を反映させるために必要な措置を講ずる。 

イ．復興計画に当該特定被災市町村等以外の者が実施する復興整備事業に係る事項

を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、その者の同意を得

なければならない。 

ウ．復興計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

エ．ウの規定は、復興計画の変更（内閣府令で定める軽微な変更を除く。）につい

て準用する。 
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第３節 復興整備事業における各種特例措置 

復興計画に基づく復興整備事業における各種特例措置は、以下のとおりである。 

 

■法律の条項 

【 土地利用基本計画の変更等に関する特例 】（第 12 条） 

・土地利用計画の変更 

・都市計画区域の指定、変更または廃止 

・都市計画区域の決定または変更 

・農業振興地域の変更 

・農用地利用計画の変更 

・地域森林計画区域の変更 

・保安林の指定または解除 

【 復興整備事業に係る許認可等の特例 】（第 13 条） 

【 土地区画整理事業等の特例 】（第 15 条） 

【 土地改良事業の特例 】（第 16 条） 

【 集団移転促進事業の特例 】（第 17 条） 

【 住宅地区改良事業の特例 】（第 18 条） 

【 地籍調査事業の特例 】（第 20 条） 

【 不動産登記法の特例 】（第 36 条） 

【 独立行政法人都市再生機構法の特例 】（第 37 条） 

【 農業振興地域の整備に関する法律の特例 】（第 38 条） 

【 都市計画法の特例 】（第 42 条） 

【 砂防法の特例 】（第 44 条） 

【 道路法の特例 】（第 46 条） 

【 地すべり等防止法の特例 】（第 49 条） 

【 下水道法の特例 】（第 50 条） 

【 河川法の特例 】（第 51 条） 

【 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律の特例 】（第 52 条） 
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第１章 総 則 
 

南海トラフ地震に伴う被害の発生に対して、「人命を守る」ことを最大の目標に、

できる限り被害を減少させるという「減災」の考え方に基づき、市民、地域、防災関

係機関がとるべき基本的事項を定める。 

 

実施担当 各部各班 

 

 

第１節 推進計画の目的 

この計画は、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法（平成

14 年法律第 92 号。以下「法」という｡）第５条第２項の規定に基づき、南海トラフ

地震防災対策推進地域について、南海トラフ地震に伴う円滑な避難の確保及び迅速な

救助に関する事項、南海トラフ地震に関し、地震防災上緊急に整備すべき施設等の整

備に関する事項等を定め、本市における地震防災体制の推進を図ることによって、被

害を最小限に軽減することを目的とする。 
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第２節 防災関係機関が地震発生時の災害応急対策として

行う事務または業務の大綱 

本市の地域に係る地震防災に関し、本市の区域内の公共的団体その他防災上重要な

施設の管理者（以下「防災関係機関」という。）の処理すべき事務または業務の大綱

は、「香芝市地域防災計画（以下「防災計画」という。）第１編第６節 防災関係機関

の処理すべき事務または業務の大綱」を準用する。 
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第２章 関係者との連携協力の確保 
 

第１節 資機材、人員等の配備手配 

実施担当 市民班、救援班、調査復旧班、上水道班、避難所班 

 

１．物資等の調達手配 

ア．地震発生後に行う災害応急対策に必要な物資、資機材（以下「物資等」とい

う。）が確保できるよう、あらかじめ物資の備蓄・調達計画を作成しておく。 

なお、確保については、「防災計画第２編第２章第 10 節 緊急物資確保体制の

整備」を準用する。 

 

・給水用資機材（給水タンク車、緊急時用浄水装置、給水袋、パック水・缶詰水な

ど） 

・重要物資（食糧、毛布、衛生用品、災害用トイレなど） 

・その他物資（食料品、被服、日用品、医薬品、炊事道具・食器類、光熱用品、介

護機器など） 

 

イ．市は、県に対して、市民等に対する応急救護及び地震発生後の被災者救護のた

め必要な物資等の供給の要請をすることができる。 

なお、県が調達する物資は生活必需品で、県が応急的に供給する品目と併せて、

市の要請を受けて必要となる品目となる。 

 

・寝具類（就寝に必要なタオルケット、毛布、布団等） 

・外衣類（洋服、作業衣、子供服等） 

・肌着類（シャツ、パンツ等の下着） 

・身の回り品（タオル、靴下、サンダル、傘等） 

・炊事道具（炊飯器、鍋、包丁、ガス器具等） 

・食器類（茶碗、皿、箸等） 

・日用品（石けん、歯みがき、バケツ、トイレットペーパー等） 

・光熱材料（マッチ、プロパン等） 
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２．人員の配置 

市は、人員の配備状況を県に報告する。 

また、人員に不足が生じる場合は、県に応援を要請する。 

 

３．災害応急対策等に必要な資機材及び人員の配置 

ア．防災関係機関は、地震が発生した場合において、防災計画に定める災害応急対

策及び施設等の応急復旧対策を実施するため、あらかじめ必要な資機材の点検、

整備、配備等の計画を作成する。 

イ．機関ごとの具体的な措置内容は、機関ごとに別に定める。 
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第２節 他機関に対する応援要請 

実施担当 本部班、要員班 

 

ア．市は、災害応急対策の実施のため必要があるときは、締結している応援協定等

に従い、応援等を要請する。 

なお、応援協定等以外の応援等に関しては、「防災計画第３編第１章第８節広

域応援等の要請・受入れ」を準用する。 

（ア）奈良県消防広域相互応援協定 

（イ）奈良県消防防災ヘリコプター支援協定 

（ウ）奈良県災害廃棄物等の処理に係る相互支援に関する協定 

（エ）大規模災害相互物資救助協定（名張市、交野市） 

（オ）災害時における相互応援協定（栗東市） 

（カ）同期市自治体災害時相互応援に関する協定（袖ヶ浦市、鶴ヶ島市、阪南市、

日高市、羽村市） 

（キ）福祉避難所の確保に関する協定（社会福祉法人等各事業者） 

（ク）その他 

イ．市は、必要があるときは、アに掲げる応援協定に従い､応援を要請する。 

ウ．市長は、必要があるときは、知事に対して、自衛隊の災害派遣要請を「防災計

画第３編第１章第９節 自衛隊災害派遣の要請要求・受入れ」に準じて依頼する

ことができる。 
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第３節 帰宅困難者への対応 

実施担当 情報収集整理班、救援班、市民班、避難所班 

 

南海トラフ地震が発生すると、広域かつ甚大な被害が予想され、交通機関が長期か

つ広範囲に渡って不通になる可能性があり、帰宅困難者対策は一層重要になることか

ら、次の対策を推進する。 

なお、対応については、「防災計画第３編第２章第４節 帰宅困難者対策」を準用

する。 

 

ア．市は、「むやみに移動を開始しない」という基本原則を広報等で周知するほか、

民間事業者との協力による一斉徒歩帰宅の抑制対策を進める。 

イ．観光客等を対象とする帰宅困難者対策について、観光施設・交通機関・市・県

等で協議を行う場を設定し、協力して、観光客向けの避難施設・物資の確保、正

確な情報提供による適切な行動の誘導など帰宅困難者対策を検討する。 

ウ．帰宅困難者が大量に発生することが予想される場合は、帰宅困難者に対する一

時滞在施設等の確保対策等の検討を進める。 
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第３章 円滑な避難の確保及び迅速な救助に関

する事項 
 

第１節 避難指示等の発令基準 

実施担当 本部班 

 

市民の生命または身体を震災から保護し、その他災害の拡大を防止するため特に必

要があると認める場合は、避難勧告または指示を行う。 

実施責任者は、避難勧告または指示を行った場合、その旨を速やかに関係機関に通

報する。 

緊急の場合以外は、原則として実施責任者相互の連絡協議のもとに行う。 

なお、市長は、必要な場合には、気象台、河川管理者（県、国）等に対し、避難勧

告または指示等に関する助言を求めることができる。 

 

■避難勧告 

実施基準 

・建築物等の倒壊等、災害の発生が予想されるとき。 

・火災が拡大するおそれがあるとき。 

・爆発等のおそれがあるとき。 

・地すべり、山崩れ、ため池の決壊等により危険が切迫しているとき。 

・その他地域住民の生命、身体を災害から保護するため必要と認めると

き。 

伝達内容 

・避難対象地区 

・避難先 

・避難路 

・避難の理由 

・避難時の注意事項 

・その他の必要事項 

伝達方法 

        
 

災

害

対

策

本

部 

  
緊急速報メール 

   

避
難

地

区
住

民 

 
       
   

各出先機関の職員の口頭伝達 
   

      

  
 

消防車両(サイレン、警鐘、拡声器) 
 

  
  

   電話、伝令 
ファクシミリ 
防災行政無線 

      
     

自治会 
   

        
         
   

報道機関 
   

      

 広報車 
      

       

避難勧告 

伝達文 

（例文） 

こちらは、香芝市です。○時○分、（避難すべき事由）ため、○○地区

に避難勧告を発令しました。 

直ちに（指定緊急避難場所・指定避難所の施設名）へ避難してくださ

い。 
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なお、二次災害発生の恐れがありますので、十分注意して避難してくだ

さい。 

 

■避難指示 

実施基準 
・状況がさらに悪化し、避難すべき時期が切迫したとき。 
・災害が発生した現場に残留者がいる場合 

伝達内容 ・避難勧告と同じ 

伝達方法 
避難勧告と同じ伝達方法を繰り返すとともに、必要に応じ直接口頭に

より伝達する。 

避難指示 
伝達文 

（例文） 

こちらは、香芝市です。○時○分、（避難すべき事由）ため、○○地区

に避難指示を発令しました。 

大変危険な状態です。 

避難中の方は、直ちに（指定緊急避難場所・指定避難所の施設名）へ避

難を完了してください。 

避難に十分な時間がない場合は、近くの安全な場所に避難してくださ

い。 

なお、二次災害発生の恐れがありますので、十分注意してください。 
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第２節 避難対策等 

実施担当 関係各部各班 

 

ア．市は、地震発生時の建築物の倒壊や火災被害等の物的被害、それらに伴う人的

被害の発生が懸念される木造住宅密集市街地において避難場所等を検討する場合

は、必要に応じて延焼被害軽減対策等に取り組む。 

また、災害救助法の適用となる避難対策について、適切な対応を行う。 

イ．指定避難所の開設時における、応急危険度判定を優先的に行う体制、各指定避

難所との連絡体制、避難者名簿の作成等に関して、あらかじめ準備する事項は次

のとおりである。 

（ア）判定士の認定及び登録については、「奈良県地震被災建築物応急危険度判

定士登録要綱」により行う。 

（イ）指定避難所に、防災行政無線の配置、災害時優先電話の指定等を行う。 

（ウ）指定避難所の管理・運営に係る関係書類の様式等を整理しておく。 

ウ．市は、指定避難所を開設した場合に、当該指定避難所に必要な設備及び資機材

の配備、食料等生活必需品の調達、確保並びに職員の派遣が行えるよう、あらか

じめ計画を作成しておく。 

エ．自主防災組織及び施設または事業所の自衛消防組織は、避難勧告等があったと

きは、あらかじめ定めた避難計画及び市災害対策本部の指示に従い、地域住民、

従業員、入場者等の避難誘導のため必要な措置をとる。 

オ．他人の介護等を要する者に対しては、支援を行う者の避難に要する時間に配慮

しつつ、次の点に留意する。 

（ア）市は、あらかじめ避難行動要支援者名簿を作成し、必要に応じて関係者と

情報共有する。 

（イ）市は、地震が発生した場合、（ア）に掲げる者を収容する施設のうち、自

ら管理するものについて、収容者等に対し必要な救護を行う。 

カ．外国人、観光客、出張者等に対する避難誘導等については、消防職員（消防団

員）、警察官、事業所等の自衛消防組織、観光地の従業員等の協力を得て、組織

的に行う。 

キ．指定避難所等における救護上の留意事項としては、以下のとおりである。 

（ア）市が、指定避難所において、避難者に対し実施する救護の内容は次のとお

り。 

（ａ）収容施設への収容 

（ｂ）飲料水、主要食糧及び毛布の供給 

（ｃ）その他必要な措置 

（イ）市は、（ア）に掲げる救護に必要な物資、資機材の調達及び確保を図るため、

次の措置をとる。 
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（ａ）流通在庫の引き渡し等の要請 

（ｂ）県に対し、県及び他の市町村が備蓄している物資等の供給要請 

（ｃ）その他必要な措置 
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第３節 消防機関等の活動 

実施担当 消防部 

 

地震による火災や延焼災害時に際し、消防の機能を最大限に発揮して、災害から市

民の生命、身体、財産を保護し、その被害を軽減する。 

 

ア．消防力が火勢に対して優勢な場合は、先制防御活動により一挙鎮滅を図り、消

防力が下回るときは、震災消防活動の効率性を確保するため、次の原則により出

動する。 

（ア）避難地、避難路確保の優先 

延焼火災が発生した場合は、人命の安全を優先とした避難地、避難路確保

の防御を行う。 

（イ）重要地域防御の優先 

同時に複数の延焼火災が発生した場合は、重要かつ危険度の高い地域を優

先して防御を行う。 

（ウ）消火可能地域防御の優先 

同地域に複数の延焼火災が発生した場合は、消火可能地域を優先に防御を

行う。 

（エ）重要対象物防御の優先 

同時に複数の延焼火災が発生した場合は、重要対象物を優先に防御を行う。 

イ．消防部は、関係機関と連携して、迅速かつ的確に救助・救急活動、行方不明者

の捜索等を実施する。 
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第４節 ライフライン関係 

実施担当 上水道班、下水道班、本部班、情報収集整理班、関係事業者 

 

１．上水道施設 

（１）緊急対応段階 

地震発生直後に緊急点検、緊急調査を実施し、人的被害に繋がる二次災害の未然

防止と安全確保の緊急措置を行い、必要に応じて応急給水を実施する。 

 

（２）暫定機能確保段階 

応急復旧計画の立案に必要な一次調査を実施、応急復旧計画を策定して、暫定的

に必要な管路等の施設を回復するための応急復旧工事を行う。 

被災状況によっては協定に基づき、総合調整部本部班を通じて他の水道事業体等

に応援を要請する。 

 

（３）機能確保段階 

応急復旧工事により暫定機能が確保された後に、必要に応じ二次調査を実施し、

将来計画も考慮に入れた本復旧工事を行う。 

 

２．下水道施設 

（１）緊急対応段階 

緊急対応段階においては、限られた人数で短時間に重要な箇所を中心として施設

の被災状況の概略を調査し、以後の対応・復旧の方針を決めるための情報を得なけ

ればならない。 

このため、以下に示す対応により、人的被害につながる二次災害を誘発するおそ

れのある箇所の発見と当面の安全措置を行う。 

 

ア．緊急点検・調査、緊急措置 

地震発生直後の行う点検・調査であり、人的被害につながる二次災害の未然防

止と安全確保を目的とする。 

 

（２）暫定機能確保段階 

緊急調査及び必要に応じて緊急措置が行われた後に、調査範囲を広げより詳細な
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被害調査を行うとともに、二次災害の防止等を目的とした応急復旧工事を行う。 

 

ア．一次調査・応急復旧 

緊急措置後、調査範囲を拡大し一次調査を実施する。 

なお、調査は迅速かつ的確に行う必要があるため、本市だけで対応できない場

合は支援組織や関係機関と協議・調整を図り対応する。 

 

（３）機能確保段階 

応急復旧により暫定機能が確保され、地震後の混乱から本格的な生活、社会活動

への復帰が再開されるようとする時期であり、本復旧を実施するために必要な調査

を行うとともに、本復旧を行う。 

 

ア．二次調査・本復旧 

一次調査の結果により、本復旧を必要とする場合において工法や数量を確定さ

せるためテレビカメラや、計測資料等により詳細な二次調査を実施する。 

本復旧実施にあたっては、将来計画や復興計画を考慮に入れ、他の災害関連先

とも調整の上、本復旧を実施する。 

 

３．電力施設 

電力事業者は、震災により電力設備被害が発生した場合、あらかじめ定める応急

復旧計画に基づき、災害応急体制を組織して、被災した電力施設の早期復旧を図る。 

 

ア．情報の収集・報告・集約 

イ．災害広報の実施 

ウ．応急対策要員の確保 

エ．応急復旧資材の確保 

オ．他電力会社との電力の緊急融通 

カ．送電停止等の適切な危険予防措置 

キ．応急工事の実施 

ク．ダムの管理 

 

４．ガス施設 

ガス事業者は、円滑な避難を確保するため、火災等の二次災害防止のための、利用

者によるガス栓閉止等、必要な措置に関する広報の実施等、以下の対策を行う。 

 

ア．情報の収集、伝達及び報告 

イ．応急対策要員の確保 
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ウ．災害広報の実施 

エ．危険防止対策の実施 

オ．応急復旧対策の実施 

 

５．電気通信施設 

電気通信事業者は、震災が発生し、または発生の恐れのある場合には、震災の規

模や状況により災害対策本部等を設置し、災害応急復旧等を効率的に講じられるよ

う、防災関係機関と密接な連携を保ち、応急復旧対策・災害復旧対策の活動を速や

かに実施する。 

 

ア．災害対策本部等の設置 

イ．被害状況の把握及び応急対策要員等の確保 

ウ．防護措置 

エ．災害状況等に関する広報活動体制 

オ．応急復旧対策の実施 

カ．通信疎通に対する応急措置 

キ．通信の優先利用・利用制限 

ク．災害用伝言ダイヤル等の提供 
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第５節 交通関係 

実施担当 調査復旧班、施設管理者 

 

１．道 路 

建設部調査復旧班及びその他の道路管理者は、被災した道路施設について、道路機

能の維持・回復を図るため、優先順位の高い道路から応急復旧を行う。 

 

ア．被災状況、緊急性、復旧の難易度等を考慮し、緊急輸送道路を優先して応急復

旧を行うとともに、順次その他の道路の応急復旧を行う。 

なお、橋りょう、トンネルなど普及に時間を要する箇所を含む道路は、代替道路の

確保に努める。 

イ．被害状況によっては、他の道路管理者からの応援を受ける。 

ウ．運行状況、復旧状況、今後の見通しを関係機関に連絡するとともに、報道機関

等を通じて広報する。 

 

２．鉄 道 

各鉄道施設管理者は、被災した鉄道施設について、鉄道機能の維持・回復を図るた

め、優先順位の高い施設から応急復旧を行う。 

 

ア．線路、保安施設、通信施設など列車運行上重要な施設を優先して応急復旧を行

うとともに、被災状況、緊急度、復旧の難易度等を考慮して、段階的な応急復旧

を行う。 

イ．被害状況によっては、他の鉄道管理者からの応援を受ける。 

ウ．運行状況、復旧状況、今後の見通しを関係機関に連絡するとともに、報道機関

等を通じて広報する。 
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第６節 市が自ら管理等を行う施設等に関する対策 

実施担当 関係各部各班 

 

１．不特定かつ多数の者が出入りする施設 

市が管理する庁舎、会館、社会教育施設、社会体育施設、社会福祉施設、図書館、

学校等の管理上の措置は、おおむね次のとおりである。 

 

（１）各施設に共通する事項 

ア．地震・余震情報等の入場者等への伝達 

イ．入場者等の安全確保のための退避等の措置 

ウ．施設の防災点検及び設備、備品等の転倒、落下防止措置 

エ．出火防止措置 

オ．水、食料等の備蓄 

カ．消防用設備の点検、整備 

キ．非常用発電装置の整備、防災行政無線、テレビ、ラジオ、コンピュータなど情

報を入手するための機器の整備 

 

（２）個別事項 

ア．学校等にあっては、当該学校等に保護を必要とする生徒等がいる場合（特別支

援学校等）、これらの者に対する保護の措置 

イ．社会福祉施設にあっては、重度障害者、高齢者等、移動することが不可能また

は困難な者の安全の確保のための必要な措置（具体的な措置内容は施設ごとに定

める） 

 

２．災害応急対策の実施上重要な建物に対する措置 

ア．災害対策本部が設置される庁舎等の管理者は、１の（１）に掲げる措置をとる

ほか、次に掲げる措置をとる。 

また、災害対策本部等を、市が管理する施設以外の施設に設置する場合は、そ

の施設の管理者に対し、同様の措置をとるよう協力を要請する。 

（ア）自家発電装置、可搬式発電機等の整備による非常用電源の確保 

（イ）無線通信機等通信手段の確保 

（ウ）災害対策本部開設に必要な資機材及び緊急車両等の確保 

イ．この推進計画に定める指定避難所または応急救護所が設置される学校、社会教

育施設等の管理者は、１の（１）または（２）の掲げる措置をとるとともに、市
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が行う指定避難所または応急教護所の開設に必要な資機材の搬入、配備に協力す

る。 

 

３．工事中の建築等に対する措置 

工事中の建築物その他の工作物または施設については、工事を中断する。 
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第７節 迅速な救助 

実施担当 消防部 

 

１．消防機関等による被災者の救助・救急活動の実施体制 

市は、消防関連施設の耐震化等、救助・救急隊の体制の整備及び車両・資機材の確

保に努める。 

また、救助・救急の充実を図るため、救助隊員・救急隊員の知識の高度化、市民へ

の啓発に努める。 

 

ア．救急救命士の育成に努める。 

イ．災害時に救急隊員が負傷者のトリアージを適切に行えるよう研修の実施に努め

る。 

ウ．救命・救急機能を強化した救急車両の整備拡充を図る。 

エ．救助工作車や救助用資機材、高度救助用資機材の整備拡充を図る。 

オ．救命講習会等を開催し、市民の応急手当に関する知識・技能の普及を推進する。 

カ．市民による救助活動が行えるよう、指定緊急避難場所・指定避難所等に必要な

資機材の整備を促進する。 

 

２．緊急消防援助隊の人命救助活動等の支援体制の整備 

市は、緊急消防援助隊運用要綱に定める受援計画等による、緊急消防援助隊の人命

救助活動等の支援体制の整備を行う。 

 

３．実動部隊の救助活動における連携の推進 

市は、自衛隊、警察、消防本部等の実働部隊による迅速な救助のため、被災地への

経路の確保を含む救助活動における連携の推進を図る。 

 

４．消防団の充実 

市は、消防団に関し、加入促進による人員確保、車両・資機材の充実、教育・訓練

の充実を図る。 
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第４章 地震防災上緊急に整備すべき施設等の

整備計画 
 

実施担当 関係各部各課 

 

施設等の整備はおおむね五箇年を目途として行うものとし、具体的な事業施行等に

当たっては、施設全体が未完成であっても、一部の完成により相当の効果が発揮され

るよう、整備の順序及び方法について考慮する。 

 

１．建築物、建造物等の耐震化・不燃化 

市、県及び関係機関は、地震による建築物の被害を最小限にとどめるため、昭和

56 年の「建築基準法」の改正（新耐震基準）以前に設計・施工された建築物につい

て、「建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成７年法律第 123 号）」の趣旨を踏ま

え、耐震診断及び耐震改修の促進に努める。 

また、防災上の重要度に応じて、新耐震基準が適用された後に設計・施工された建

築物についても耐震性能の向上を図るとともに、建築物の新築に際しても十分な耐震

対策を実施するよう努める。 

 

（１）公共建築物の耐震性能の向上 

ア．民間建築物の模範となるよう、同法及び防災性能の向上という観点から、率先

して市有建築物の耐震診断を行うとともに、診断の結果に基づき耐震改修の実施

を計画的に進める。 

イ．特に、震災時に重要な機能を果たすべき建築物や多くの人が利用する建築物に

ついて、重点的に耐震診断及び耐震改修の実施に努める。 

ウ．老朽化した市有建築物については、計画的な建替事業を推進するとともに、

オープンスペースや防火水槽等の一体的整備に努め、防災性能の向上を図る。 

 

（２）民間建築物の耐震性能の向上 

ア．建築物の重要度を考慮し、不特定多数の人が利用する建築物や災害時に重要な

機能を果たすべき建築物の所有者に対し、同法及び防災性能の向上という観点か

ら、耐震診断や必要な耐震改修の指導・助言、指示等を行う。 

イ．木造住宅が密集する地区等の災害上の問題を抱えている地区の建築物の所有者

に対して、耐震診断や必要な耐震改修、建て替え等に努めるよう指導・助言し、

防災性能の向上を促進する。 
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（３）関連施策の推進 

ア．災害時の避難路や救援路の確保のため、建築物の外壁や看板等の落下物対策及

びブロック塀や道路に面した自動販売機の転倒防止等の安全対策を推進する。 

イ．施設管理者は、建築物における天井材など非構造部材の脱落防止、家具等の転

倒防止、エレベーターにおける閉じ込め防止等に努める。 

ウ．木造建築物及び不特定多数の人の用に供する建築物等について、耐火構造また

は耐火簡易構造にする等、建築物の不燃化・耐火化の指導を行う。 

エ．避難路、延焼遮断空間としての機能を強化するため、沿道建築物の耐震化・不

燃化等に努める。 

 

（４）その他施設の指導等 

ア．ブロック塀・石塀等対策 

ブロック塀等の倒壊による災害を未然に防止するために、防災上、通学路等を

中心とした既存塀の改修も含め、ブロック塀等の耐震性向上の促進に努める。 

イ．落下物等対策 

地震等による落下物からの危害を防止するため、市街地における窓ガラス、看

板、タイル等の落下危険のあるものについて、その実態を、防災査察等を活用し

て調査し、必要な改善指導を行う。 

ウ．家具等転倒防止対策 

地震発生時に一般家庭等に存する家具等什器の転倒による被害を防止するため、

市民に対しパンフレット類を配布する等、家具類の安全対策の知識の普及を図る。 

 

関連事業計画 

事業の種類 目 標 達成期間 

市有建築物の耐震化 本庁舎の耐震補強工事を実施 平成 26 年度 

市有建築物の耐震化 みつわ保育所建替工事を実施 
平成 27 年度 

以降 

市有建築物の耐震化 
小学校校舎３棟、中学校校舎２棟の耐震

補強工事を実施 
平成 26 年度 
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２．指定避難所の整備 

指定避難所は、小学校区を基本に、河川、道路、鉄道等の地形・地物や避難に要す

る距離等を考慮し、小・中学校をはじめとする公共施設を選定したうえで、耐震化・

不燃化の促進、備蓄のためのスペースや通信設備等の整備に努める。 

また、災害時要援護者（要配慮者）や女性に配慮を行い、避難生活に必要な物資等

の備蓄を進める。 

なお、市長は、指定避難所を選定し、平常時から市民への周知徹底に努める。 

 

関連事業計画 

事業の種類 目 標 達成期間 

指定避難所における

設備機能の確保 
飲料水浄水設備の整備 

平成 27 年度 

以降 

指定避難所に災害時

要 援 護 者 （ 要 配 慮

者）のための機能確

保 

・災害備蓄物品を要援護者に対応（洋式

トイレの整備等） 

・避難所生活における震災後ストレス対

策（避難所における住居スペースの検討

とプライバシー保護の対策、間仕切り

ボードなど） 

平成 27 年度 

以降 

 

３．避難経路の整備 

市は、次の事項に留意して避難路を選定し、平常時から市民への周知徹底に努める。 

また、ハザードマップ等により、浸水想定区域や土砂災害警戒区域等の情報を周知

するとともに、区域外であっても必ずしも安全ではなく、注意する必要があることを

周知する。 

 

ア．原則として、指定緊急避難場所・指定避難所またはこれに準ずる安全な場所に

通じる道路とする 

イ．可能な限り崖、河川等により水害・土砂災害の危険がない道路とする 

ウ．道路沿いに火災、爆発等の危険性の大きい工場等がない道路とする 

エ．避難路となる道路、橋梁及びトンネル等、道路施設自体の安全性について十分

検討し、必要ならば適切な措置を講ずる 

 

関連事業計画 

事業の種類 目 標 達成期間 

避難誘導標識の整備 
地元自治会等と協議のうえ避難路を指定

し避難誘導標識を計画的に整備 

平成 27 年度 

以降 
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４．土砂災害予防施設 

土砂災害の未然防止や被害軽減のため、危険箇所等における対策工事等のハード対

策とともに、警戒避難体制の整備等のソフト対策を推進する。 

 

関連事業計画 

事業の種類 目 標 達成期間 

総合防災情報システ

ムの構築 

浸水想定区域図、土砂災害危険箇所、揺

れやすさマップ等の総合防災システムの

構築 

平成 27 年度 

以降 

 

５．避難誘導及び救助活動のための拠点施設その他の消防用施設 

ア．消防施設等の充実 

「消防力の整備指針」（平成 12 年１月 20 日消防庁告示第１号）に基づき消防

本部を配置し、消防車両等の消防施設整備、情報を活用した情報収集体制、通信

機能の強化を図る等、総合的消防力の充実に努める。 

イ．消防水利の確保 

「消防水利の整備指針」（昭和 39 年 12 月 20 日消防庁告示第７号）に基づき、

消火栓、防火水槽を配置する。 

また、河川、ため池等の自然水利の確保、遠距離大量送水システムの整備等、

消防水利を有効に活用するための消防施設・設備の充実に努める。 

 

関連事業計画 

事業の種類 目 標 達成期間 

ヘリポートの確保 
スポーツ公園整備に併せて災害活動用緊

急ヘリポートを整備 

平成 27 年度 

以降 

耐震性防火水槽の整

備 

地震による火災発生時の水利障害時に消

防水利確保 

平成 27 年度 

以降 

 

６．緊急輸送を確保するために必要な道路の整備 

緊急輸送道路の管理者は、多重性・代替性を確保するよう、効率的な緊急輸送道路

網の整備を図る。 

 

７．通信施設の整備 

ア．無線通信設備の整備 

緊急時の応急活動に係る情報通信の重要性に鑑み、通信設備の整備及び運用体

制の強化を図る。 
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（ア）デジタル式防災行政無線（移動系・同報系）の整備 

（イ）消防救急デジタル無線の整備 

（ウ）指定避難所との連絡体制の整備 

（エ）自治会等との連絡体制の整備 

 

イ．衛星携帯電話の整備 

無線基地局の破損や停電等による通信途絶に備え、衛星携帯電話の整備を図る。 

 

ウ．全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）の整備 

全国瞬時警報システムを活用し、災害情報等を瞬時に伝達するシステムの構築

に努める。 

 

関連事業計画 

事業の種類 目 標 達成期間 

地域における防災拠

点の選定及び整備 

指定避難所となる小中学校等に通信手段

となる移動系防災行政無線の配備を計画

的に実施 

平成 26 年度 

整備 

地域防災無線のデジ

タル化 

アナログ局廃止に伴い、地域防災無線の

デジタル化を推進 

平成 26 年度 

整備 

 

８．緩衝地帯として設置する緑地、広場、その他公共空地の整備 

（１）都市公園等の整備 

避難地、延焼遮断空間としての機能を有する都市公園等の体系的な整備を推進す

る。 

また、貯水槽、備蓄倉庫及び臨時へリポートとしての利用可能な広場等について

も整備を進める。 

 

ア．広域避難地となる都市基幹公園の整備 

広域的な避難の用に供する総合公園や運動公園を整備する。 

イ．一時避難地となる住区基幹公園の整備 

（ア）近隣の地域住民が一時的に避難する地区公園や近隣公園等を整備する。 

（イ）緊急避難の場所となる街区公園等を整備する。 

 

（２）緑地等の整備 

延焼遮断機能を有する緑地や並木等、市街地における緑化、緑の保全を推進する。 
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関連事業計画 

事業の種類 目 標 達成期間 

防災機能を有する公

園整備 

駅前広場整備にあわせ、耐震性貯水槽・

備蓄倉庫を設置し、防災拠点としての整

備を図る。 

平成 27 年度 

以降 

防災機能を有する公

園整備 

災害応急対策に必要となる耐震性貯水

槽、自家発電装置、備蓄倉庫及び非常用

トイレ等の設置（香芝市スポーツ公

園）。 

平成 27 年度 

以降 
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第５章 防災訓練計画 
 

実施担当 市民環境部、総務部、福祉健康部、教育委員会、各部各課 

 

ア．市及び防災関係機関は、地震防災対策推進計画の熟知、関係機関及び地域住民

等の自主防災体制との協調体制の強化を目的として、推進地域に係る南海トラフ

地震を想定した防災訓練を実施する。 

イ．アの防災訓練は、少なくとも年１回以上実施する。 

ウ．市は、自治会や自主防災組織等の参加を得て訓練を行う場合には、県に対し、

必要に応じて助言と指導を求める。 

エ．市は、県、防災関係機関、自治会、自主防災組織等と連携して、次のようなよ

り具体的かつ実践的な訓練を行う。 

（ア）要員参集訓練及び本部運営訓練 

（イ）災害時要援護者(要配慮者)、滞留旅客等に対する避難誘導訓練 

（ウ）災害の発生の状況、避難勧告・指示、自主避難による各指定緊急避難場

所・指定避難所等への避難者の人数等について、迅速かつ的確に県及び防災

関係機関に伝達する訓練 

オ．その他必要な事項は、「防災計画第２編第３章第１節 防災意識の高揚」を準

用する。 
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第６章 地震防災上必要な教育及び広報に関す

る計画 
 

実施担当 市民環境部、企画部 

 

市は、防災関係機関、自治会及び地域の自主防災組織、事業所等の自衛消防組織等

と協力して、地震防災上必要な教育及び広報を推進する。 

 

１．市職員に対する教育 

地震災害応急対策業務に従事する職員を中心に、地震が発生した場合における地震

災害応急対策の円滑な実施を図るため、必要な防災教育を各部、各班、各機関別に行

うものとする。 

防災教育の内容は、次のとおり。 

 

ア．南海トラフ地震に伴い発生すると予想される地震動等に関する知識 

イ．南海トラフ地震に関する一般的な知識 

ウ．南海トラフ地震が発生した場合に具体的にとるべき行動に関する知識 

エ．南海トラフ地震が発生した場合に職員等が果たすべき役割 

オ．南海トラフ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 

カ．南海トラフ地震対策として取り組む必要のある課題 

 

２．地域住民等に対する教育 

市は、関係機関と協力して、ハザードマップの作成・見直し・周知、ワークショッ

プの開催、防災訓練等の機会を通じて、地域住民等に対する教育を実施する。 

防災教育の内容は、次のとおりとし、地域の実態に応じて地域単位、職場単位等で

行う。 

なお、その教育方法として、印刷物、インターネット、ＤＶＤ等の映像、各種集会

の実施など地域の実情に合わせた、より具体的な手法により、実践的な教育を行う。 

 

ア．南海トラフ地震に伴い発生すると予想される地震動及び津波に関する知識 

イ．地震に関する一般的な知識 

ウ．南海トラフ地震が発生した場合における出火防止、近隣の人々と協力して行う

救助活動・避難行動、初期消火及び自動車運転の自粛等、防災上とるべき行動に

関する知識 

エ．正確な情報入手の方法 

オ．防災関係機関が講ずる災害応急対策等の内容 
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カ．各地域における避難対象地域、急傾斜地崩壊危険地域等に関する知識 

キ．各地域における指定緊急避難場所・指定避難所及び避難経路に関する知識 

ク．避難生活の運営に関する知識 

ケ．地域住民等自らが実施しうる、最低でも３日間、可能な限り１週間分程度の生

活必需品の備蓄、家具の固定、出火防止等の平常時からの対策及び災害発生時に

おける応急措置の内容や実施方法 

コ．住居の耐震診断と必要な耐震改修の内容 

 

３．相談窓口の設置 

市は、地震対策の実施上の相談を各担当部署で随時受け付け、迅速で的確な対応に

努める。 

また、相談窓口の設置について、周知徹底を図る。 
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