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東白川村地域防災計画新旧対照表【地震対策編】 

新 旧 修正理由 

第 1章 総則  （略） 

第 2章 地震災害予防 

第 1節 総則 

第 1項 防災協働社会の形成推進 

1.基本方針  （略） 

2.推進体制 

(1)「災害から命を守る岐阜県民運動」の推進 

村は、「想定外の常態化」ともいうべき自然災害の現状

を踏まえ、個人や家庭、地域、企業、団体等社会の様々な

主体が連携してたとえ大規模災害が発生したとしても村民

の命を守り、命をつなげるためには、「自助」、「共助」、

によるソフトパワーの底上げが必要であり、ハザードマッ

プを「知る・学ぶ」、防災訓練に「参加する」など具体的

な目標を盛り込んだ新たな行動計画を定め、「災害から命

を守る岐阜県民運動」として全世帯に向け展開していく。 
(2)及び（3） （略） 

(4)関係機関と連携した防災対策の整備 

    平常時から村は県及び関係機関間や、企業等との間で協定

を締結するなど連携強化を進めることにより、災害発生時に

各主体が迅速かつ効果的な災害応急対策等が行えるように努

めるものとし協定締結などの、連携強化にあたっては、実効

性の確保に留意するものとする。 

   また、民間事業者に委託可能な災害対策に係る業務（被災 

情報の整理、支援物資の管理・輸送等）については、あらか

第 1章 総則  （略） 

第 2章 地震災害予防 

第 1節 総則 

第 1項 防災協働社会の形成推進 

1.基本方針  （略） 

2.推進体制 

 （1）減災に向けた住民運動     の推進 

村は、                                            

              個人や家庭、地域、企業、団体等社会の様々な

主体が連携して日常的に減災のための行動と投資を息長く

行う住民運動の展開に務める。また、その推進に当たって

は、時機に応じた重点課題を設定する実施方針を定めると

ともに、関係機関等の連携の強化を図ることに務める。 
 

 

(2)及び（3） （略） 

(4)関係機関と連携した防災対策の整備 

    平常時から村は県及び関係機関間や、企業等との間で協定 

     を締結するなど連携強化を進めることにより、災害発生時に 

各主体が迅速かつ効果的な災害応急対策等が行えるように

努める                                                

                          。 

    また、民間事業者に委託可能な災害対策に係る業務（被災 

情報の整理、支援物資の管理・輸送等）については、あらか
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じめ、村と民間事業者との間で協定を締結しておくなど協

力体制を構築し、民間事業者のノウハウや能力等を活用す

る。 

（5）村は、災害時に罹災証明書の交付が遅滞なく行われるよ

う、住家被害の調査や罹災証明書交付の担当部局を定め、

住家被害の調査の担当者の育成、他の地方公共団体や民間

団体との応援協定の締結、応援の受入れ体制の構築等を計

画的に進めるなど、罹災証明の交付に必要な業務の実施体

制の整備に努める。 

        また、住家被害の調査や罹災証明書の交付の担当部局と

応急危険度判定担当部局とが非常時の情報共有体制につい

てあらかじめ検討し、必要に応じて、発災後に応急危険度

判定の判定実施計画や判定結果を活用した住家被害の調

査・判定を早急に実施できるよう努める。 

     効率的な罹災証明書の交付のため、当該業務を支援するシ

ステムの活用について検討する。 

第2項 防災思想・防災知識の普及 

1. 地域住民に対する普及 

村、防災関係機関等は、住民が防災の基本理念を理解し、正

しい知識と判断を持って行動できるよう、パンフレット、チラ

シ等の配布、県広域防災センターの展示教育設備や地震体験車

の利用、防災に関する講演会、展覧会、研修会等の開催、ラジ

オ、テレビ、新聞、広報紙等を通じた広報や災害時図上訓練の

普及推進等により、災害予防、応急措置等の知識の向上に努め、

誰にでも起こりうる災害による被害を少しでも軽減するため

の備えを一層充実し、その実践を促進する。 

じめ、村と民間事業者との間で協定を締結しておくなど協

力体制を構築し、民間事業者のノウハウや能力等を活用す

る。 

（5）村は、災害時に罹災証明書の交付が遅滞なく行われるよ

う、住家被害の調査                                  

                     の担当者の育成、他の地方公共団体や民間

団体との応援協定の締結                      等を計

画的に進めるなど、罹災証明の交付に必要な業務の実施

体制の整備に努める。 

(新規) 
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なお、普及啓発を図る基本的事項は次のとおりとする。 

   ア 「最低３日間、推奨１週間」分の食料、飲料水、携帯

トイレ・簡易トイレ、トイレットペーパー等の備蓄、非

常持出品（救急箱、懐中電灯、ラジオ、乾電池等）の準

備、負傷の防止や避難路の確保の観点からの家具・ブロ

ック塀等の転倒防止対策、飼い主による家庭動物との同

行避難や避難所での飼養についての準備、保険、共済等

の生活再建に向けた事前の備え等の家庭での予防・安全

対策 

    イ 様々な条件下（家屋内、路上、自動車運転中等）で災 

害発生時にとるべき行動、避難場所や避難所での行動 

    ウ 災害時の家族内の連絡体制等（連絡方法や避難ルール 

の取決め等）について、あらかじめ決めておくこと 

    エ 地震保険の加入が、被災者自らの生活再建を円滑に進 

めるための有効な手段の一つとなること 

また、防災知識の普及にあたっては、住民に対して、「自

らの命は自らが守る」という意識を持ち自らの判断で避難行

動をとること及び早期避難の重要性を住民に周知し、住民の

理解と協力を得るものとする。特に要配慮者の多様なニーズ

に十分配慮し、地域で支援する体制が整備されるよう努める。 

                                                           

                                                    

2.及び3. (略)  

  4. 災害伝承 

村、防災機関等は、住民や児童生徒に防災知識の普及を行う

にあたり、地域で過去に発生した災害で得た教訓や災害文化を

(新規) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、防災知識の普及にあたっては、                      

                                                            

              早期避難の重要性       に対する      住民の 

理解             を図りつつ、 特に要配慮者            

に十分配慮し、地域で支援する体制が整備されるよう努める 

とともに、住民が緊急地震速報を受けたときの適切な対応行

動を含め、緊急地震速報について普及、啓発に努める。 

2.及び3. (略) 

4. 災害伝承 

村           は、住民や児童生徒に防災知識の普及を行う

にあたり、地域で過去に発生した災害で得た教訓や災害文化を
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確実に後世に伝えていくため、大規模地震災害に関する調査分

析結果や映像を含めた各種資料を広く収集・整理し、適切に保

存するとともに、広く一般に閲覧できるよう地図情報その他の

方法により公開に努め、住民が災害教訓を伝承する取り組みを

支援する。また、災害に関する石碑やモニュメント等の持つ意

味を正しく後世に伝えていくよう努める。 

  5.から11. (略) 

第3項 （略） 

第4項 ボランティア活動の環境整備 

1. ボランティア意識の啓発とボランティア活動に参加しや

すい環境づくり 

村は、ボランティアの自主性を尊重しつつ、社会福祉協議

会、日本赤十字社東白川村分区並びに  ＮＰＯ ・ボランティ

ア   等との連携を図るとともに、中間支援組織（ＮＰＯ・ボ

ランティア等の活動支援やこれらの異なる組織の活動調整を

行う組織）を含めた連携体制の構築を図り、                                            

                                                             

                                                         

村は、行政、社会福祉協議会・ＮＰＯ・ボランティア等が 

連携し、平常時の登録、研修制度、災害時における災害ボラ 

ンティア活動の受入れや調整を行う体制、災害ボランティア 

活動の拠点の確保、                     の活動上の安全確 

保、被災者ニーズ等の情報提供方策等について意見交換を行 

う情報共有会議の整備・強化を、研修や訓練を通じてを推進 

する。 

   2. ボランティアの組織推進 

確実に後世に伝えていくため、大規模地震災害に関する調査分

析結果や映像を含めた各種資料を広く収集・整理し、適切に保

存するとともに、広く一般に閲覧できるよう                

           公開に努め、住民が防災教訓を伝承する取り組みを

支援する。                                               

                                              

5.から11. (略) 

第3項 （略） 

第4項 ボランティア活動の環境整備 

1.ボランティア意識の啓発とボランティア活動に参加しやすい

環境づくり 

村は、ボランティアの自主性を尊重しつつ、社会福祉協議

会、日本赤十字社東白川村分区並びに各種ボランティア団体 

等との連携のもとに、                                     

                                                            

                                                            

                                                            

                                                          

住民のボランティア意識の啓発（ボランティアの手引き、ポ

スターの配布等）及びボランティア活動に参加しやすい環境

づくりを行う。 

その際、ボランティアの                 活動上の安全確

保、被災者ニーズ等の情報提供方策等について             

                整備                           を推進

する。 

(新規) 
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    村は、関係団体による連絡協議会の設置等を促進し、ボラ 

ンティアの自主性を尊重した組織化を推進する。 

3. 災害    ボランティアの登録 

村の社会福祉協議会は、災害   ボランティアの登録受付を行

う。                                            

 

    村は、村社会福祉協議会が行う、迅速かつ円滑な災害ボ

ランティア活動を可能にするための受入れ体制づくりについて

指導支援を行う。また、ボランティアの登録状況について把握

しておく。 

なお、県社会福祉協議会の登録対象者の要件は、次のとおり

である。 

（1）18歳以上で災害ボランティア活動が可能な者 

（2）及び(3) （略） 

4. ボランティア活動の推進 

（1）ボランティアセンターの設置 

村社会福祉協議会は、ボランティアセンターを設置し、

広報啓発、福祉教育、養成・研修、受入れ側との連絡調整

等を行い、ボランティア活動の推進を図る。 

村は、ボランティアセンターの設置・運営について指導、

支援するとともに、運営に積極的に参画する。 

   （2）ボランティアコーディネーターの育成 

   村社会福祉協議会は、災害時のボランティア活動が円滑 

かつ効 的に行われるようボランティアコーディネーター

の            育成にめる。 

村は、ボランティアコーディネーターの     育成につい

 

 

  2. 災害救援ボランティアの登録 

                     災害救援ボランティアの登録受付 

は、県村社会福祉協議会が行うが、村社会福祉協議会は、受付

窓口として協力する。 

また、村は、                      迅速かつ円滑な    ボ

ランティア活動を可能にするため、受入れ体制を整備しておく。                

           

なお、県社会福祉協議会の登録対象者の要件は、次のとおり

である。 

（1）18歳以上で災害    ボランティア活動が可能な者 

（2）及び(3) （略） 

 

3. ボランティア活動の推進 

（1）ボランティアセンターの設置 

村社会福祉協議会は、ボランティアセンターを設置し、

広報啓発、福祉教育、養成・研修、受入れ側との連絡調整

等を行い、ボランティア活動の推進を図る。 

村は、ボランティアセンターの設置・運営について指導、

支援する                                。 

（2）ボランティアコーディネーターの設置 

村社会福祉協議会は、震災時のボランティア活動が円滑 

かつ効果的に行われるようボランティアコーディネータ

ーを設置し、その育成に努める。 

村は、ボランティアコーディネーターの設置・育成につ
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て指導、支援する。 

なお、ボランティアコーディネーターの活動内容は、次の

とおりである。 

ア ボランティアと要配慮者との調整、連絡 

イ ボランティア活動に関する助言、相談 

ウ ボランティアの発掘、登録、あっせん等 

5.  （略） 

6. ボランティア活動拠点の整備 

   村社会福祉協議会は、災害ボランティア活動の拠点となる施 

設の確保と必要な情報機器、設備等の整備を図る。 

7 廃棄物等にかかる連絡体制の構築 

  村は、社会福祉協議会、ＮＰＯ等関係機関との間で、被災家

屋からの災害廃棄物、がれき、土砂の撤去等に係る連絡体制を

構築する。また、村は、住民やＮＰＯ・ボランティア等への災

害廃棄物の分別・排出方法等に係る広報・周知を進めることで、

災害ボランティア活動の環境整備に努める。 

第2節 迅速かつ円滑な地震災害対策への備え（危機管理） 

第1項及び第2項  （略） 

第3項 防災通信網の整備 

  （1）防災行政無線 

村は、住民に対する災害広報を即時かつ一斉に実施する

ための同報無線通信施設、災害現地、集落等との通信を確

保するための移動無線通信施設、及び村と防災関係機関と

の間の通信を確保するための地域防災無線通信施設の整備

拡充とその運用の習熟に努める。 

また、長期停電に対応できるよう燃料の供給体制を構築

いて指導、支援する。 

なお、ボランティアコーディネーターの活動内容は、次の

とおりである。 

ア ボランティアと要配慮者との調整、連絡 

イ ボランティア活動に関する助言、相談 

ウ ボランティアの発掘、登録、あっせん等 

4.  （略） 

(新規)  

 

 

(新規)  
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第1項及び第2項  （略） 

第3項 防災通信網の整備 

  （1）防災行政無線 

村は、住民に対する災害広報を即時かつ一斉に実施する

ための同報無線通信施設、災害現地、集落等との通信を確

保するための移動無線通信施設、及び村と防災関係機関と

の間の通信を確保するための地域防災無線通信施設の整備

拡充                に努める。 
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するよう努める。 

    (2)から(4)まで (略) 

2. 情報収集・伝達方法の多様化 

（1）  （略） 

（2）被災現場からの情報収集 

村は、あらかじめ被災現場に赴き情報収集にあたる職員

を指名するとともに、自主防災組織等の情報担当者との連

絡体制を確立し、また、小型無人機（ドローン)等の機材を

整備するなど、被災現場情報等の収集に努め、併せてバイ

ク、モーター付き自転車等の配備を図る。 

    (3)及び(4) （略） 

3. 情報システムの高度化等 

村は、画像監視カメラ、ヘリコプターテレビシステム、防災 

情報モバイルネットワーク、県被害情報集約システム、震度

情報ネットワークシステム、全国瞬時警報システム（Ｊ－Ａ

ＬＥＲＴ）、Ｌアラート（災害情報共有システム）等の画像

情報収集・連絡システムの整備に努める。また、迅速な緊急

地震速報の伝達のため、その伝達体制及び通信施設、設備の

充実を図るよう努める。 

村は、Ｌアラート（災害情報共有システム）で発信する災

害関連情報等の多様化に努めるとともに、情報の地図化等に

よる伝達手段の高度化に努める。 

第4項 (略) 

第5項 緊急輸送網の整備 

1. （略） 

2. 緊急輸送道路のネットワークの確保整備 

                        

(2)から(4)まで (略) 

2. 情報収集・伝達方法の多様化 

（1）  （略） 

（2）被災現場からの情報収集 

村は、あらかじめ被災現場に赴き情報収集にあたる職員

を指名するとともに、自主防災組織等の情報担当者との連

絡体制を確立し、                                          

                   被災現場情報等の収集に努め、併せてバイ 

ク、モーター付き自転車等の配備を図る。 

     (3)及び(4) （略） 

3. 情報システムの高度化等 

村は、画像監視カメラ、                           防災

情報モバイルネットワーク、県被害情報集約システム、震度

情報ネットワークシステム、全国瞬時警報システム（Ｊ－Ａ

ＬＥＲＴ）                                    等の画像

情報収集・連絡システムの整備に努める。               

                                                           

                            

                                                            

                                                           

                                 

第4項 (略) 

第5項 緊急輸送網の整備 

1. （略） 

2. 緊急輸送道路の                        
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緊急輸送道路の管理者は、緊急輸送ルートの確保を早期に     

      図るため、整備計画を策定し、その計画に基づき、主要な 

市街地等と高速道路のアクセス強化等ネットワーク機能の向 

上を図る道路整備や橋梁耐震対策、斜面対策等を進めていく。                                     

                                                       

                                              また、避難

路、緊急輸送道路など防災上重要な経路を構成する道路につい

て、災害時の交通の確保を図るため、必要に応じて、区域を指

定して道路の占用の禁止又は制限を行うとともに、無電柱化の

推進を図る。 

3.から5.まで（略） 

第6項及び第7項 （略） 

第3節 民生安定のための備え 

第１項 避難対策 

1.及び2. （略） 

3. 避難場所・避難所の指定等 

村は、地域的な特性や過去の教訓、想定される災害を踏まえ、

公民館、学校、広場等の公共的施設等を対象に、地域の人口、

誘致圏域、地形、災害に対する安全性等及び想定される地震の

諸元に応じ、その管理者の同意を得た上で、災害の危険が切迫

した緊急時において安全が確保される指定緊急避難場所及び

被災者が避難生活を送るための指定避難所について、必要な

数、規模の施設等をあらかじめ指定し、住民への周知徹底を図

る。 

指定避難所が使用不能となった場合に備え、民間施設等で受

入れ可能な施設を検討しておく。 

緊急輸送道路の管理者は、緊急輸送ルートの確保を早期に確 

実に図るため、整備計画を策定し、その計画に基づき、主要な

市街地等と高速道路のアクセス強化等ネットワーク機能の向

上、道路防災対策等を通じて安全性、信頼性の高い道路網の整

備を強化し、緊急輸送道路のネットワーク機能の保持を念頭に 

おいた早期復旧が可能な耐震化を図るものとする。また、避難 

路、緊急輸送道路など防災上重要な経路を構成する道路につい

て、災害時の交通の確保を図るため、必要に応じて、区域を指

定して道路の占用の禁止又は制限を行うとともに、無電柱化の

促進を図る。 

3.から5.まで（略） 

第6項及び第7項 （略） 

第3節 民生安定のための備え 

第１項 避難対策 

1.及び2. （略） 

3. 避難場所・避難所の指定等 

村は、                                                

公民館、学校、広場等の公共的施設等を対象に、地域の人口、

誘致圏域、地形、災害に対する安全性等及び想定される地震の

諸元に応じ、その管理者の同意を得た上で、災害の危険が切迫

した緊急時において安全が確保される指定緊急避難場所及び

被災者が避難生活を送るための指定避難所について、必要な

数、規模の施設等をあらかじめ指定し、住民への周知徹底を図

る。 

(新規) 
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指定避難所の指定や避難所運営マニュアルの策定等にあたっ

ては、車中泊避難者や感染症等が発生することを想定した対策

を検討しておく。 

指定緊急避難場所と指定避難所は相互に兼ねることができ

る。 

(1) 指定緊急避難場所の指定 

指定緊急避難場所については、村は、地震に伴う火災に

対応するため、災害に対して安全な構造を有する施設又は

周辺等に災害が発生した場合に人の生命及び身体に危険

を及ぼすおそれのある物がない場所であって、災害発生時

に迅速に避難場所の開放を行うことが可能な管理体制や

バリアフリー機能等を有するものを指定し、指定緊急避難

場所となる公園等のオープンスペースについては、必要に

応じ、大規模な火事の輻射熱に対して安全な空間とするこ

とに努める。 

（※資料編・資料9-1、9-2 指定緊急避難場所） 

(2) 指定避難所の指定 

指定避難所については、村は、被災者を滞在させるために

必要となる適切な規模を有し、速やかに被災者等を受け入れ

ること等が可能な構造又は設備を有する施設であって、想定

される災害による影響が比較的少なく、災害救援物資等の輸

送が比較的容易な場所にあるものを指定する。なお、主とし

て要配慮者を滞在させることが想定される施設にあっては、

要配慮者の円滑な利用を確保するための措置が講じられてお

り、また、災害は発生した場合において要配慮者が相談等の

支援を受けることができる体制が整備され、主として要配慮

 

 

 

指定緊急避難場所と指定避難所は相互に兼ねることができ

る。 

(1) 指定緊急避難場所の指定 

指定緊急避難場所については、村は、地震に伴う火災に

対応するため、災害に対して安全な構造を有する施設又は

周辺等に災害が発生した場合に人の生命及び身体に危険

を及ぼすおそれのある物がない場所であって、災害発生時

に迅速に避難場所の開設を行うことが可能な管理体制や

バリアフリー機能等を有するものを指定し、指定緊急避難

場所となる公園等のオープンスペースについては、必要に

応じ、大震火災    の輻射熱に対して安全な空間とするこ

とに努める。 

（※資料編・資料9-1、9-2 指定緊急避難場所） 

(2) 指定避難所の指定 

指定避難所については、村は、被災者を滞在させるために

必要となる適切な規模を有し、速やかに被災者等を受け入れ

ること等が可能な構造又は設備を有する施設であって、想定

される災害による影響が比較的少なく、災害救援物資等の輸

送が比較的容易な場所にあるものを指定する。なお、主とし

て要配慮者を滞在させることが想定される施設にあっては、

要配慮者の円滑な利用を確保するための措置が講じられ、    

                                                 相談等の

支援を受けることができる体制が整備され                  
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者が滞在させるために必要な居室が可能な限り確保される   

        もの   を指定するものとする。 

村は、学校を指定避難所として指定する場合には、学校が

教育の場であることを配慮する必要がある。また、指定避難

所としての機能は応急的なものであることを認識の上、指定

避難所となる施設の利用方法等について、事前に教育委員会

等の関係部局や地域住民等の関係者と調整を図る。 

アからウ  （略） 

オ 空調、洋式トイレなど、要配慮者にも配慮した施設・設

備の整備 

村は、指定 避難所内の一般非難スペースでは生活するこ

とが困難な障がい者等の要配慮者のため、必要に応じて避難

所となる公共施設等のバリアフリー化や、介護保険施設、障

害者支援施設等の福祉避難所の指定に努める。 

（※資料編・資料10 指定避難所） 

(3) 避難所開設状況の伝達 

村は、指定避難所が開設されていることを住民に伝達す

る手法について、あらかじめ定めておく。 

4.及び5. （略） 

6. 避難所の運営体制 

村は、指定避難所の運営を確立するため、避難者（自主防災

組織等）、施設管理者との協議により、予定される避難所ご

とに、事前に「避難所運営マニュアル」を策定する。 

7.から15.  （略） 

第2項 必要物資の確保対策 

1.及び2. （略） 

                                                                   

ているもの等を指定するものとする。 

村は、学校を    避難所として指定する場合には、学校が

教育の場であることを配慮する必要がある。また、    避難

所としての機能は応急的なものであることを認識の上、    

避難所となる施設の利用方法等について、事前に教育委員会

等の関係部局や地域住民等の関係者と調整を図る。 

アからウ  （略） 

オ 空調、洋式トイレなど、要配慮者にも配慮した施設・設

備の整備 

村は、一般の避難所                   では生活するこ

とが困難な障がい者等の要配慮者のため、           避難

所となる公共施設等のバリアフリー化や、介護保険施設、障

害者支援施設等の福祉避難所の指定に努める。 

（※資料編・資料10 指定避難所） 

(3) 避難所開設状況の伝達 

村は、    避難所が開設されていることを住民に伝達す

る手法について、あらかじめ定めておく。 

4.及び5. （略） 

6. 避難所の運営体制 

村は、    避難所の運営を確立するため、避難者（自主防災

組織等）、施設管理者との協議により、予定される避難所ご

とに、事前に「避難所運営マニュアル」を策定する。 

７．から15.  （略） 

第2項 必要物資の確保対策 

1.及び2. （略） 
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3.備蓄の原則 

災害発生後直ちに必要な物資の確保は地域の防災責任主体で

ある村があたるものとし、個人の物資確保及び災害発生後の救

助に必要な資機材の分散備蓄等の支援を行う。そのため、村は、

物資の調達や輸送が平時のようには実施できないという認識に

立って災害発生後緊急に必要となる物資の備蓄及び調達並びに

供給体制の整備充実に努める。 

なお、備蓄に当たっては、地域完結型の備蓄を心がけるよう

努めるものとし、原則として流通備蓄（流通在庫調達）とする。 

備蓄経費の節減を図るため、公共備蓄すべきもの以外は流通

在庫により、食料、生活必需品等の確保を図る。 

また、ライフランが途絶された場合においても水等を使用せ

ずに授乳できる乳幼児用液体ミルクの確保に努めるとともに、

子育て世代の方などが乳幼児用液体ミルクに関して正しく理解

し、適切に使用できるよう、普及啓発を進めていく。 

第3項 （略） 

第4項 防疫予防対策 

被災地においては、生活環境の悪化、被災者の体力や抵抗力の

低下等により、感染症の発生とそのまん延の危険性が増大するこ

とから、防疫活動の徹底が必要であり、避難所運営マニュアルに

基づく感染症予防対策を講ずるとともに、的確・迅速な防疫活動

を行うための体制を確立する。 

1.から4.まで （略） 

第5項 要配慮者、避難行動支援者対策 

１．地域ぐるみの避難支援等関係者 

(1) （略）  

3.備蓄の原則 

災害発生後直ちに必要な物資の確保は地域の防災責任主体で

ある村があたるものとし、個人の物資確保及び災害発生後の救

助に必要な資機材の分散備蓄等の支援を行う。そのため、村は、

物資の調達や輸送が平時のようには実施できないという認識に

立って災害発生後緊急に必要となる物資の備蓄及び調達並びに

供給体制の整備充実に努める。 

なお、備蓄に当たっては、地域完結型の備蓄を心がけるよう

努めるものとし、原則として流通備蓄（流通在庫調達）とする。 

備蓄経費の節減を図るため、公共備蓄すべきもの以外は流通

在庫により、食料、生活必需品等の確保を図る。 

（新規） 

 

 

 

第3項 （略） 

第4項 防疫予防対策 

被災地においては、生活環境の悪化、被災者の体力や抵抗力の

低下等により、感染症の発生とそのまん延の危険性が増大するこ

とから、防疫活動の徹底が必要であり、                       

                                           的確・迅速な防疫

活動を行うための体制を確立する。 

1.から4.まで （略） 

第5項 要配慮者、避難行動支援者対策 

１．地域ぐるみの避難支援等関係者 

(1) （略）  
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   (2) 避難行動要支援者名簿の作成 

村は、村計画に基づき、防災担当部局と福祉担当部局と

の連携の下、平常時より避難行動要支援者に関する情報を

把握し、避難行動要支援者名簿を作成しなければならない。

また，避難行動要支援者名簿については、地域における避

難行動要支援者の居住状況や避難支援を必要とする事由を

適切に反映したものとなるよう、必要に応じて更新する。 

    (3)から(6)まで (略) 

2. （略） 

3. 施設、設備等の整備 

（1）   村は、地震災害発生時に、地域ぐるみで要配慮者の

安全確保を図るため、自主防災組織、民生・児童委員、

警察活動協力員、地域住民等との連携のもと、平常時か

ら見守りネットワーク活動と要配慮者支援マップの整

備・充実による要配慮者の実態把握につとめ、災害時に

おける迅速・的確な情報伝達、避難誘導、救助等の体制

づくりを進める。また、被災時の要配慮者の安全と入所

施設を確保するため、医療機関、社会福祉施設、近隣住

民、自主防災組織やボランティア組織、国及び他の地方

公共団体等の応援協力体制の確立に努める。 

（2） （略） 

（3）社会福祉施設及び要配慮者を雇用する事業所の管理者等

は、施設や建物全体の耐震対策の強化や、長期停電に備え、

非常用自家発電設備を整備るよう努めるものとする。  

また、災害に備えた食料や生活必需品の備蓄を図るよう努め

る。 

   (2) 避難行動要支援者名簿の作成 

村は、村計画に基づき、防災担当部局と福祉担当部局と

の連携の下、平常時より避難行動要支援者に関する情報を

把握し、避難行動要支援者名簿を作成する            。

また，避難行動要支援者名簿については、地域における避

難行動要支援者の居住状況や避難支援を必要とする事由を

適切に反映したものとなるよう、必要に応じて更新する。 

(3)から(6)まで (略) 

2. （略） 

3. 施設、設備等の整備 

(1)  市町村は、地震災害発生時に、地域ぐるみで要配慮者の

安全確保を図るため、自主防災組織、民生・児童委員、警察

活動協力員、地域住民等との連携のもと、平常時から見守り

ネットワーク活動と要配慮者支援マップの整備・充実による

要配慮者の実態把握につとめ、災害時における迅速・的確な

情報伝達、避難誘導、救助等の体制づくりを進める。また、

被災時の要配慮者の安全と入所施設を確保するため、医療機

関、社会福祉施設、近隣住民、自主防災組織やボランティア

組織、国及び他の地方公共団体等の応援協力体制の確立に努

める。 

（2） （略） 

（3）社会福祉施設及び要配慮者を雇用する事業所の管理者等

は、施設や建物全体の耐震対策の強化や、               

                                                    

    災害に備えた食料や生活必需品の備蓄を図るよう努め

る。 

 

 

○県地域防災計画の

修正を踏まえた修正 

 

 

 

 

 

○県地域防災計画の

修正を踏まえた修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○県地域防災計画の

修正を踏まえた修正 
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4. (略) 

5. 外国人等に対する防災対策 

（1）から（5）  （略） 

(6)インターネット、ＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーキング・

サービス）など多様な手段を用いた、多言語による災害情報等

の提供 

第6項  (略） 

第4節 地震に強いまちづくり 

第１項 まちの不燃化、耐震化 

１．建築物の防災対策 

（1）及び（2） （略） 

(3) 被災した建築物・宅地の危険度判定体制の整備 

      村は、地震により被災した建築物（一般住宅を含む。）

及び宅地が地震等による二次災害に対して安全であるかど

うかの判定を実施する技術者を確保するため、「全国被災建

築物応急危険度判定協議会」及び「被災宅地危険度判定連

絡協議会」が定める判定要綱及び判定業務マニュアル（震

前対策編）に基づき平常時から事前に準備しておくよう努

めるものとする。 

  (4) ブロック塀（石塀を含む）の倒壊防止対策 

    ア及びイ (略) 

 ウ 村は、ブロック塀を設置している住民に対して日頃から

点検に努めるよう指導するとともに、危険なブロック塀に

対しては除去、造り替えや生垣化等を奨励する。 

 2.及び3. (略) 

第2項 地盤の液状化対策 

4. （略） 

5. 外国人等に対する防災対策 

（1）から（5）  （略） 

（新規） 

 

 

第6項 （略） 

第4節 地震に強いまちづくり 

第１項 まちの不燃化、耐震化 

１．建築物の防災対策 

   （1）及び（2） （略） 

(3) 被災した建築物・宅地の危険度判定体制の整備 

    村は、被災時に円滑な判定活動がおこなえるよう、あらか

じめ判定士を対象とした検定訓練を実施し、判定技術の向上

を図る。                                              

                                                           

                                                           

                                                           

                          

(4) ブロック塀（石塀を含む）の倒壊防止対策 

     ア及びイ (略) 

 ウ  村は、ブロック塀を設置している住民に対して日頃から

点検に努めるよう指導するとともに、危険なブロック塀に

対しては     造り替えや生垣化等を奨励する。 

2.及び3. (略) 

第2項 地盤の液状化対策 

 

 

 

○県地域防災計画の

修正を踏まえた修正 

 

 

 

 

 

 

 

○県地域防災計画の

修正を踏まえた修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○県地域防災計画の

修正を踏まえた修正 
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(1)から(3)まで （略） 

(4) 堤防の液状化対策 

     強い揺れが長く続く地震動が発生した場合には地盤の液 

状化による堤防の沈下が懸念されることから、河川管理者は、

水害等の複合災害を防ぐため、堤防の耐震点検及び液状化に備

えた対策等を適切かつ優先的に行うものとする。 

第3項及び第4項 （略） 

第5項 災害危険区域の防災事業の推進 

1. 土砂災害防止事業 

（1）から(3)まで （略） 

(4) 総合的な土砂対策 

      土砂災害危険箇所、及び非常時の避難場所を記載した土砂 

災害危険区域図（ハザードマップ）を作成・配布するととも

に、土砂災害危険箇所表示看板を設置し、地域住民に対し周

知を実施する。 

2.ため池の整備（ダム） 

村は、ため池のうち老朽化や耐震不足により、堤体決壊時

に下流地域に洪水の発生の恐れのあるものについて、防災重

点ため池等緊急度の高いものから順次堤体断面の補強や耐震

化、余水吐断面の拡大及び助水施設の整備を図る。 

村は、地震による破損等で決壊した場合の浸水区域に家屋

や公共施設等が存在し、人的被害を与えるおそれのあるため池

について、緊急連絡体制等を整備するとともに、決壊した場合

の影響度が大きいため池について、ハザードマップの作成・周

知するものとする。 

3. 土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域 

(1)から(3)まで （略） 

(4) 堤防の液状化対策 

     強い揺れが長く続く地震動が発生した場合には地盤の液 

状化による堤防の沈下が懸念されることから、河川管理者は、

水害  の二次被害を防ぐため、堤防の耐震点検及び液状化に備

えた対策等を適切           に行うものとする。 

第3項及び第4項 （略） 

第5項 災害危険区域の防災事業の推進 

1. 土砂災害防止事業 

（1）から(3)まで （略） 

（新規） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.造成地の災害防止 

 

 

 

 

○県地域防災計画の

修正を踏まえた修正 

 

 

 

 

 

○県地域防災計画の

修正を踏まえた修正 

 

 

○県地域防災計画の

修正を踏まえた修正 
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村及び防災関係機関は、傾斜地において土地造成が行われる

場合は、土砂崩れ、擁壁の崩壊等の危険が予想されるため、土

地造成業者に対し安全を図るよう指導する。 

また、既存の土地造成地にあって、崩壊等の危険のある土留

め施設等については、その危険を周知し、防災対策を確立する

よう指導する。 

更に土砂災害の恐れのある区域について、土砂災害警戒区域

等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成 12 年法

律第 57 号）に基づき、県は村の意見を聴いて、土砂災害の恐れ

のある区域を土砂災害警戒区域、土砂災害により著しい危害が

生じる恐れのある区域を土砂災害特別警戒区域に指定し、特別

警戒区域については、新たな住宅等の立地抑制を図り、村は警

戒区域ごとに土砂災害に係る情報伝達及び警戒避難体制の整備

を図り、土砂災害から住民の生命を守るよう努める。 

4. (略) 

第6項 ライフライン対策 

1.から6.まで （略） 

7. 電線類 

   村等は、道路沿いの電線周囲の危険な立木の伐採を推進す

る。 

8.  

第7項 孤立対策 

1. (略) 

2. 孤立集落の発生に備えた道路ネットワーク等の確保 

村は、道路整備等による孤立集落対策及び緊急輸送道路や孤

立の恐れのある集落に通じる道路沿いの民有地樹木の伐採を

村及び防災関係機関は、傾斜地において土地造成が行われる

場合は、土砂崩れ、擁壁の崩壊等の危険が予想されるため、土

地造成業者に対し安全を図るよう指導する。 

また、既存の土地造成地にあって、崩壊等の危険のある土留

め施設等については、その危険を周知し、防災対策を確立する

よう指導する。 

更に土砂災害の恐れのある区域について、土砂災害警戒区域

等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法

律第57号）に基づき、県は村の意見を聴いて、土砂災害の恐れ

のある区域を土砂災害警戒区域、土砂災害により著しい危害が

生じる恐れのある区域を土砂災害特別警戒区域に指定し、特別

警戒区域については、新たな住宅等の立地抑制を図り、村は警

戒区域ごとに土砂災害に係る情報伝達及び警戒避難体制の整備

を図り、土砂災害から住民の生命を守るよう努める。 

3. (略) 

第6項 ライフライン対策 

1.から6.まで （略） 

 

(新規) 

 

7.  

第7項 孤立対策 

1. (略) 

2.災害に強い道路網の整備 

村は、採孤立予想地域に通ずる道路の防災対策          

                                                    を 

修正を踏まえた修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○県地域防災計画の

修正を踏まえた修正 

 

 

 

○県地域防災計画の
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推進するとともに、林道、農道等の迂回路確保に配意した整備

を推進する。 

3.から5.まで （略） 

6. その他 

  村は、上記の対策に加え、県が別に定める孤立集落対策指針

により、その他の対策を実施するものとする。 

第8項 （略） 

第9項 企業防災の促進 

1. 企業の取り組み 

企業は、大規模災害発生時の企業の果たす役割（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、自らの自然災害リスクを把握するとともに、

リスクに応じた、リスクコントロールとリスクファイナンスの

組み合わせによるリスクマネジメントの実施に努めるものと

する。具体的には、各企業において、災害時に重要業務を継続

するためのＢＣＰを策定するよう努めるとともに                

         防災体制の整備、防災訓練の実施、事業所の耐震化、耐

浪化、損害保険等への加入や融資枠の確保等による資金の確保、

予想被害からの復旧計画策定、各計画の点検・見直し、燃料・

電力等の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取組を継続的に実施す

るなど事業継続マネジメント（Business Continuity Management

（以下、「ＢＣＭ」という。））の取り組みを通じて防災活動

の推進に努めるものとする。特に、食料、飲料水、生活必需品

を提供する事業者など災害応急対策等に係る業務に従事する企

業は、県及び村との協定や防災訓練の実施等の防災施策の実施

推進するとともに、林道、農道等の迂回路確保に配意した整備

を推進する。 

3.から5.まで （略） 

（新規） 

 

 

第8項 （略） 

第9項 企業防災の促進 

1. 企業の取り組み 

企業は、大規模災害発生時の企業の果たす役割（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、                                        

                                                          

                                                          

                   各企業において、災害時に重要業務を継続す

るためのＢＣＰを策定するよう努めるものとする。また、      

      防災体制の整備、防災訓練の実施、事業所の耐震化、耐

浪化、                                                  

予想被害からの復旧計画策定、各計画の点検・見直し、燃料・

電力等の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取組を継続的に実施す

るなど事業継続マネジメント（Business Continuity Management

（以下、「ＢＣＭ」という。））の取り組みを通じて防災活動

の推進に努めるものとする。特に、食料、飲料水、生活必需品

を提供する事業者など災害応急対策等に係る業務に従事する企

業は、県及び村との協定や防災訓練の実施等の防災施策の実施

 

 

 

○県地域防災計画の

修正を踏まえた修正 

 

 

 

 

 

 

○県地域防災計画の

修正を踏まえた修正 
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に協力するよう努めるものとする。 

ア及びウ  （略） 

2. 企業防災の促進のための取り組み 

村、商工団体等は、商工団企業防災に資する情報の提供を進

めるとともに、企業のトップから一般職員に至る職員の防災意

識の高揚を図るとともに、優良企業表彰、企業の防災に係る取

組の積極的評価等により、企業の防災力向上の促進を図るもの

とする。 

また、企業防災分野の進展に伴って増大することになるＢＣ

Ｐ策定支援及びＢＣＭ構築支援等の高度なニーズにも的確に応

えられる市場の健全な発展に向けた条件整備に取り組むものと

する。         また、企業を地域コミュニティの一員としてと

らえ、地域の防災訓練への積極的参加の呼びかけ、防災に関す

るアドバイスを行うものとする。 

村、商工会、中小企業等による事業継続力強化計画に基づく

取組等の防災・減災対策の普及を促進するため、連携して、事

業継続力強化支援計画の策定に努める。 

ア及びイ （略） 

第 10 項 大規模停電対策 

大規模かつ長期停電の未然の防止や発生した場合の被害の軽減

を図るため、事前の防止対策や代替電源の確保等を行う。 

1. 連携の強化 

村及び防災関係機関は、平時から会議等を開催し、情報共有

を行うなど停電の早期復旧に向けた連携体制の強化を図る。 

2. 事前防止対策 

村及び電気事業者は、倒木や電柱の倒壊等による道路の通 

に協力するよう努めるものとする。 

ア及びウ  （略） 

2. 企業防災の促進のための取り組み 

村、          は、商工団企業防災に資する情報の提供を進

めるとともに、企業防災分野の進展に伴って増大することにな

るＢＣＰ策定支援及びＢＣＭ構築支援等の高度なニーズにも

的確に応えられる市場の健全な発展に向けた条件整備に取り

組むものとする。 

村、商工団体等は、企業のトップから一般職員に至る職員の

防災意識の高揚を図るとともに、優良企業表彰、企業の防災に

係る取組の積極的評価等により、企業の防災力向上の促進を図

るものとする。また、企業を地域コミュニティの一員としてと

らえ、地域の防災訓練への積極的参加の呼びかけ、防災に関す 

るアドバイスを行うものとする。 

                                                      

                                                      

                                       

ア及びイ （略） 

（新規） 
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行止めや停電等ライフラインの途絶が長期間にわたることを防

止するため、危険木の伐採等の対策を実施するものとする。 

3. 代替電源の確保 

村及び事業者は、大規模停電に備え、自ら管理する施設等 

において非常用発電設備等代替電源の確保に努めるとともに、

非常用発電設備等の燃料を満量にしておくことや燃料供給体制

を構築する。 

村は、重要施設等の停電時に優先的に電源車や電気自動車等 

を配備できるよう関係機関や民間事業者とあらかじめ当該施設

に関する情報の共有を図るものとする。 

第5節 文教対策  （略） 

 

 

第3章 災害応急対策 

第1節 活動体制 

第1項 防災活動体制の整備 

1. （略） 

2. 要員の確保 

    アからエ  （略） 

オ 要員の応援体制 

  （2）  （略） 

  （3） 本部長の代替職員 

        本部長の代替職員は、次のとおりとする 

第2項 （略） 

名称 代替職員（第１順位） 代替職員（第２順位 

本部長 副村長 教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第5節 文教対策  （略） 

 

 

第3章 災害応急対策 

第1節 活動体制 

第1項 防災活動体制の整備 

1. （略） 

2. 要員の確保 

    アからエ  （略） 

オ 要員の応援体制 

  （2）  （略） 

  （3） 本部長の代替職員 

        本部長の代替職員は、次のとおりとする 

第2項 （略） 

名称 代替職員（第１順位） 代替職員（第２順位 

本部長 教育長 参事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○代替職員順位の変

更 
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第 3項 地震災害情報の収集・伝達 

1. （略） 

2. 情報の整理 

   村は、平常時より自然情報、社会情報、防災情報等防災関連 

情報の収集、蓄積に努め、総合的な防災情報を網羅したマップ

の作成等による災害危険性の周知等に活かすものとする。また、

必要に応じ、災害対策を支援する地理情報システムの構築につ

いて推進を図る。 

3.  

4.  

第4項 通信の確保 

1. 通信手段の確保 

（1）情報通信手段の機能確保 

村及び防災関係機関は、災害発生後直ちに情報通信手段

の機能確認を行うとともに支障を生じた施設の復旧を行う

こととし、そのための要員を直ちに現場に配置する。 

村、西日本電信電話(株)、(株)ＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩ(株)

及びソフトバンク        (株)は、携帯電話、衛星通信等

の移動通信回線の活用による緊急情報連絡用の回線設定に

努める。 

西日本電信電話(株)、(財)名古屋ケーブルビジョンは、

災害時における村、県及び防災関係機関の重要通信の確保

を優先的に行う。 

(2)及び(3) （略） 

2. （略） 

第2節 緊急活動 

第 3項 地震災害情報の収集・伝達 

1. （略） 

（新規） 

 

 

 

 

 

2. 

3.  

第4項 通信の確保 

1. 通信手段の確保 

（1）情報通信手段の機能確保 

村及び防災関係機関は、災害発生後直ちに情報通信手段

の機能確認を行うとともに支障を生じた施設の復旧を行う

こととし、そのための要員を直ちに現場に配置する。 

村、西日本電信電話(株)、(株)ＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩ(株)

及びソフトバンクモバイル(株)は、携帯電話、衛星通信等

の移動通信回線の活用による緊急情報連絡用の回線設定に

努める。 

西日本電信電話(株)、(財)名古屋ケーブルビジョンは、

災害時における村、県及び防災関係機関の重要通信の確保

を優先的に行う。 

(2)及び(3) （略） 

2. （略） 

第2節 緊急活動 

 

 

○県地域防災計画の

修正を踏まえた修正 
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第1項 避難対策 

1.から4.まで （略） 

5. 避難場所及び避難所の開設・運営 

（1）避難場所及び避難所の開設場所 

村は、発災時に必要に応じ、指定緊急避難場所及び指定

避難所を開放し、住民等に対し周知徹底を図る。避難所を

開設する場合には、あらかじめし施設の安全性を確認する。

また、要配慮者のため、福祉避難所を開設する。指定避難

所だけでは施設が量的に不足する場合には、必要があれば、

あらかじめ指定した施設以外の施設についても災害に対す

る安全性を確認の上、管理者の同意を得て避難所として開

放する。さらに要配慮者の多様なニーズへの配慮や、感染

予防の観点から、避難所の収容人数を考慮して被災地以外

の地域にあるものを含め、民間賃貸住宅、旅館等を避難所

として借り上げるなど、多様な避難所の確保に努める。村

は指定避難所のライフラインの回復に時間を要すると見込

まれる場合や、道路の途絶による孤立が続くと見込まれる

場合は、あらかじめ指定避難所に指定されていたとしても

原則として開放しないものとする。 

村は、災害の規摸等に鑑みて、避難者の健全な住生活の

早期確保のために、必要に応じ、応急仮設住宅の迅速な提

供、公営住宅、民間賃貸住宅、空家等の利用可能な既存住

宅のあっせん、活用等により、避難所の早期解消に努める

ことを基本とする。（※資料編・資料9-1、2 指定緊急避

難場所 資料10 指定避難所 資料11 福祉避難所） 

（2）指定避難所の周知 

第1項 避難対策 

1.から4.まで （略） 

5.            避難所の開設       

（1）            避難所の開設場所 

村は、発災時に必要に応じ、指定緊急避難場所及び指定

避難所を開設し、住民等に対し周知徹底を図る。         

                                                           

      また、                                               

                                            必要があれば、

あらかじめ指定した施設以外の施設についても災害に対す

る安全性を確認の上、管理者の同意を得て避難所として開

設する。さらに要配慮者に                  配慮          

                                          して、被災地以外

の地域にあるものを含め、民間賃貸住宅、旅館等を避難所

として借り上げるなど、多様な避難所の確保に努める。村

は    避難所のライフラインの回復に時間を要すると見込

まれる場合や、道路の途絶による孤立が続くと見込まれる

場合は、当該地域に避難所を設置・維持することの適否を

検討する。                     

村は、災害の規摸等に鑑みて、避難者の健全な住生活の

早期確保のために、必要に応じ、応急仮設住宅の迅速な提

供、公営住宅、民間賃貸住宅、空家等の利用可能な既存住

宅のあっせん、活用等により、避難所の早期解消に努める

ことを基本とする。（※資料編・資料9-1、2 指定緊急避

難場所 資料10 指定避難所 資料11 福祉避難所） 

（2）    避難所の周知 

 

 

○県地域防災計画の

修正を踏まえた修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○県地域防災計画の

修正を踏まえた修正 
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村長は、指定避難所を開設した場合は、速やかに住民に周

知するとともに、県をはじめ加茂警察署、自衛隊（派遣要請

を行った場合のみ）等関係機関に連絡する。 

（3）指定避難所における措置 

指定避難所における村長の実施する救援措置は、おおむね

次のとおりとする。 

ア 被災者の収容 

イ 被災者に対する給水、給食措置 

ウ 負傷者に対する医療救護措置 

エ 被災者に対する生活必需品の供給措置 

オ その他被災状況に応じた応援救援措置 

村は、自主防災組織、村、施設管理者の協議によりあらか

じめ定められた「避難所運営マニュアル」に従って運営され

るよう指導する。さらに、長期の避難生活による精神的スト

レス解消のため、被災者のこころのケアに努める。 

(4) 指定避難所の運営管理 

村は、避難所の運営が定められた避難所運営マニュアルに

基づき、各指定避難所の適切な運営管理を行う。 

ア 指定避難所における情報の伝達、食料、飲料水等の配布、

清掃等については、施設の管理者、住民、自主防災組織、

ボランティア等の協力を得るとともに、対応が困難な場合

は、隣接市町村、県支部総務班に応援を要請する。 

イ 指定避難所の運営に関し、役割分担を明確化し、被災者

に過度の負担がかからないように配慮しつつ、被災者が相

互に助け合う自治的な組織が主体的に関与する運営に早期

に移行できるよう、その立ち上げを支援する。 

村長は、    避難所を開設した場合は、速やかに住民に周

知するとともに、県をはじめ加茂警察署、自衛隊（派遣要請

を行った場合のみ）等関係機関に連絡する。 

（3）    避難所における措置 

          避難所における村長の実施する救援措置は、おおむね

次のとおりとする。 

ア 被災者の収容 

イ 被災者に対する給水、給食措置 

ウ 負傷者に対する医療救護措置 

エ 被災者に対する生活必需品の供給措置 

オ その他被災状況に応じた応援救援措置 

村は、自主防災組織、村、施設管理者の協議によりあらか

じめ定められた「避難所運営マニュアル」に従って運営され

るよう指導する。さらに、長期の避難生活による精神的スト

レス解消のため、被災者のこころのケアに努める。 

(4)    避難所の運営管理 

村は、避難所の運営が定められた避難所運営マニュアルに

基づき、各    避難所の適切な運営管理を行う。 

ア     避難所における情報の伝達、食料、飲料水等の配布、

清掃等については、施設の管理者、住民、自主防災組織、

ボランティア等の協力を得るとともに、対応が困難な場合

は、隣接市町村、県支部総務班に応援を要請する。 

イ     避難所の運営に関し、役割分担を明確化し、被災者

に過度の負担がかからないように配慮しつつ、被災者が相

互に助け合う自治的な組織が主体的に関与する運営に早期

に移行できるよう、その立ち上げを支援する。 
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ウ 指定避難所における生活環境が常に良好なものとするよ

う努め、避難生活においては、食事供与の状況、下水道又

は浄化槽の排水路等を踏まえたトイレの設置・使用可能状

況等の把握に努め、必要な対策を講じる。また、避難の長

期化等必要に応じて、プライバシーの確保状況、簡易ベッ

ド等の活用状況、入浴施設設置の有無及び利用頻度、洗濯

等の頻度、医師、歯科医師、食料の確保、配食等の状況、

し尿及びごみの処理状況など、避難者の健康状態や避難所

の衛生状態の把握に努め、必要な措置を講じる。 

エ 必要に応じ、指定避難所における家庭動物のためのスペ

ースの確保に努める。 

オ 指定避難所の運営における女性の参画を推進するととも

に、男女のニーズの違い等男女双方の視点等に配慮するも

のとする。特に、女性専用の物干し場、更衣室、授乳室の

設置や生理用品・女性用下着の女性による配布、巡回警備

や防犯ブザーの配布等による指定避難所における安全性の

確保など、女性や子育て家庭のニーズに配慮した指定避難

所の管理運営に努める。 

カ 指定避難所に受け入れている避難者に係る情報及び指定

避難所で生活せず食料や水等を受取りに来ている被災者等

に係る情報の早期把握に努め、国等への報告を行う。 

キ 民生委員・児童委員、介護保険事業者、障害福祉サービ

ス事業者等は、要配慮者の居場所や安否の確認に努め、把

握した情報について市町村に提供する。 

ク やむを得ず指定避難所に滞在することができない被災

者に対しても、食料等必要な物資の配布、保健師等による

ウ     避難所における生活環境が常に良好なものとするよ

う努め、避難生活においては、食事供与の状況、          

                            トイレの設置         状

況等の把握に努め、必要な対策を講じる。また、避難の長

期化等必要に応じて、プライバシーの確保状況、簡易ベッ

ド等の活用状況、入浴施設設置の有無及び利用頻度、洗濯

等の頻度、医師、歯科医師、食料の確保、配食等の状況、

し尿及びごみの処理状況など、避難者の健康状態や避難所

の衛生状態の把握に努め、必要な措置を講じる。 

エ 必要に応じ、    避難所における家庭動物のためのスペ

ースの確保に努める。 

オ     避難所の運営における女性の参画を推進するととも

に、男女のニーズの違い等男女双方の視点等に配慮するも

のとする。特に、女性専用の物干し場、更衣室、授乳室の

設置や生理用品・女性用下着の女性による配布、巡回警備

や防犯ブザーの配布等による    避難所における安全性の

確保など、女性や子育て家庭のニーズに配慮した    避難

所の    運営に努める。 

カ 収容され          ている避難者に係る情報及び       

避難所で生活せず食事のみ   受取  に来ている被災者等

に係る情報の早期把握に努め、国等への報告を行う。 

キ 民生委員・児童委員、介護保険事業者、障害福祉サービ

ス事業者等は、要配慮者の居場所や安否の確認に努め、把

握した情報について市町村に提供する。 

ク やむを得ず    避難所に滞在することができない被災

者に対しても、食料等必要な物資の配布、保健師等による
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巡回健康相談の実施等保健医療サービスの提供、正確な情

報の伝達等により、生活環境の確保が図られるよう努め

る。 

(5）ボランティアの活用 

村は、指定避難所を開設するにあたっては、日本赤十字奉

仕団、その他ＮＰＯ・ボランティア等  の協力を得て、指定

避難所の生活環境の保持等に努める。 

また、ボランティアが不足する場合は、県にあっせんを要

請する。 

6.から10.まで  （略） 

11．要配慮者への配慮 

村は、発災時には、避難行動要支援者本人の同意の有無に

関わらず、避難行動要支援者名簿を効果的に利用し、避難行

動要支援者について避難支援や迅速な安否確認が行われるよ

うに努める。 

村は、避難誘導、指定避難所等での生活環境、応急仮設住

宅への収容に当たっては、要配慮者に十分配慮する。指定避

難所等での健康状態の把握、福祉施設職員等応援体制、応急

仮設住宅への優先的入居、高齢者、障がい者向け応急仮設住

宅の設置等に努める。また、要配慮者に向けた情報の提供に

ついても十分配慮する。 

12． （略） 

13．広域一時滞在 

村が被災した場合は、災害の規模、被災者の避難・収容状

況、避難の長期化等に鑑み、被災した村の区域外への広域的

な避難及び指定避難所、応急仮設住宅等への収容が必要であ

巡回健康相談の実施等保健医療サービスの提供、正確な情

報の伝達等により、生活環境の確保が図られるよう努め

る。 

(5）ボランティアの活用 

村は、    避難所を開設するにあたっては、日本赤十字奉

仕団、その他        ボランティア団体の協力を得て、             

          生活環境の保持等に努める。 

また、ボランティアが不足する場合は、県にあっせんを要

請する。 

6.から10.まで  （略） 

11．要配慮者への配慮 

村は、発災時には、避難行動要支援者本人の同意の有無に

関わらず、避難行動要支援者名簿を効果的に利用し、避難行

動要支援者について避難支援や迅速な安否確認が行われるよ

うに努める。 

村は、避難誘導、    避難所  での生活環境、応急仮設住

宅への収容に当たっては、要配慮者に十分配慮する。    避

難所   での健康状態の把握、福祉施設職員等応援体制、応急

仮設住宅への優先的入居、高齢者、障がい者向け応急仮設住

宅の設置等に努める。また、要配慮者に向けた情報の提供に

ついても十分配慮する。 

12． （略） 

13．広域一時滞在 

村が被災した場合は、災害の規模、被災者の避難・収容状

況、避難の長期化等に鑑み、被災した村の区域外への広域的

な避難及び           応急仮設住宅等への収容が必要であ
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ると判断した場合において、県内の他の市町村への受入れに

ついては当該市町村に直接協議し、他の都道府県の市町村へ

の受入れについては県に対し当該他の都道府県との協議を求

める。 

村は、指定避難所を指定する際に併せて広域一時滞在の用

に供することについても定めるなど、他の市町村からの被災

住民を受け入れることができる施設等をあらかじめ決定して

おくよう努める。 

第2項から第4項まで （略） 

第5項 緊急輸送、交通規制対策 

1.から3.まで （略） 

4. 緊急物資の一時集積配分拠点の運用 

(1)から（2） (略) 

（3）指定避難場所等への輸送 

指定避難場所等までの輸送は、原則として村が実施する。 

第6項 後方医療活動の要請 

1. 医療救護活動 

 (1)から(4)まで  (略) 

(5) 災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）等の派遣要請 

      村は必要に応じて医療機関又は国非常本部等に対し、災 

害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）等の派遣を要請する。 

  その際、災害医療コーディネーター及び災害時小児周産 

期リエゾンは、県に対して適宜助言及び支援を行うものと 

する。 

   (6) 後方医療活動の要請 

   ア 広域後方医療活動の要請 

ると判断した場合において、県内の他の市町村への受入れに

ついては当該市町村に直接協議し、他の都道府県の市町村へ

の受入れについては県に対し当該他の都道府県との協議を求

める。 

村は、    避難所を指定する際に併せて広域一時滞在の用

に供することについても定めるなど、他の市町村から被災者 

        を受け入れることができる施設等をあらかじめ決定して

おくよう努める。 

第2項から第4項まで （略） 

第5項 緊急輸送、交通規制対策 

1.から3.まで （略） 

4. 緊急物資の一時集積配分拠点の運用 

(1)から（2） (略) 

（3）    避難場所等への輸送 

      避難場所等までの輸送は、原則として村が実施する。 

第6項 後方医療活動の要請 

1. 医療救護活動 

    (1)から(4)まで  (略) 

   (5) 災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）等の派遣要請 

     村は必要に応じて医療機関又は国非常本部等に対し、災

害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）等の派遣を要請する。 

                                                    

                                                           

               

   (6) 後方医療活動の要請 

   ア 広域後方医療活動の要請 
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  村は、必要に応じて広域後方医療関係機関（厚生労働省、

文部科学省、日本赤十字社、独立行政法人地域医療機能推進

機構）に対し、区域外の医療施設における広域的な後方医療

活動を要請する。 

その際、災害医療コーディネーター及び災害時小児周産期

リエゾンは、県に対して適宜助言及び支援を行うものとする。 

イ 広域搬送拠点の確保、運用 

村は、予想される広域後方医療施設への搬送量を踏まえ、

関係機関と調整の上、広域搬送拠点を確保運営するととも

に、被災市町村内の医療機関等から広域搬送拠点までの重傷

者等の輸送を実施する。 

その際、災害医療コーディネーター及び災害時小児周産期

リエゾンは、県に対して適宜助言及び支援を行うものとする。 

なお、村は、他県等からの重症者を受け入れる場合、関係

機関と調整の上、広域医療搬送拠点から県内の医療機関まで

の重症者の搬送を実施するものとする。 

2.  (略)  

第7項及び第8項 (略) 

第9項 孤立地域対策 

災害時において孤立状態が発生した場合、被害実態をはじめと

した孤立の状況を確認・把握した上で応急対策を立案する必要が

ある。                                                     

                                                           

                         

                                                           

                                                           

村は、必要に応じて広域後方医療関係機関（厚生労働省、

文部科学省、日本赤十字社、独立行政法人国立病院機構）  

         に       区域外の医療施設における広域的な後方医療

活動を要請する。 

                                                      

                                                      

イ 広域搬送拠点の確保、運用 

村は、予想される広域後方医療施設への搬送量を踏まえ、

関係機関と調整の上、広域搬送拠点を確保運営するととも

に、被災市町村内の医療機関等から広域搬送拠点までの重傷

者等の輸送を実施する。 

                                                         

                                                         

      なお、村は、他県等からの重症者を受け入れる場合、関係

機関と調整の上、広域医療搬送拠点から県内の医療機関まで

の重症者の搬送を実施するものとする。 

2.  (略) 

第7項及び第8項 (略) 

第9項 孤立地域対策 

地震災害時における孤立の内容は、大別して、情報通信の孤立

と、交通手段の孤立がある。情報通信の孤立は、救助機関におけ

る事案の認知を妨げ、人命救助活動を不可能にし、交通手段の孤

立は、救援活動に支障を及ぼすとともに、孤立住民の生活に大き

な影響を与える。そのため、 

災害時において孤立状態が発生した場合、被害実態をはじめと

した孤立の状況を確認・把握した上で応急対策を立案する必要が
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      このため、孤立が予想される地域が多数存在する村の災害

応急対策では、次の優先順位をもって当たる。 

① 被害実態の早期確認と、救急救助活動の迅速実施 

② 緊急物資等の輸送 

③ 道路の応急復旧による生活の確保 

1.から5.まで （略） 

6. その他 

   村は、上記の対策に加え、県が別に定める孤立集落対策指針

により、その他の対策を実施するものとする。 

第10項 （略） 

第11項 帰宅困難者対策 

1. 住民、事業所等の啓発 

村は、帰宅困難者が発生する場合は、「むやみに移動を開始

しない」という基本原則や安否確認手段について平時から積極

的に広報するとともに、必要に応じて、一時滞在施設の確保な

どの帰宅困難者等への支援を行うとともに、一時滞在施設の確

保に当たっては、男女のニーズの違いや、要配慮者の多様なニ

ーズに配慮した一時滞在施設の運営に努めるものとする。また、

企業等に対して、従業員等を一定期間事業所内に留めておくこ

とができるよう、必要な物資の備蓄等を促したり、大規模な集

客施設等の管理者に対して、利用者の誘導体制の整備を促すな

ど、帰宅困難者対策を行う。 

2. （略） 

第12項 応急住宅対策 

1. 住宅確保等の種別  （別紙1参照） 

2. 実施体制 

ある。このため、孤立が予想される地域が多数存在する村の災害

応急対策では、次の優先順位をもって当たる。 

① 被害実態の早期確認と、救急救助活動の迅速実施 

② 緊急物資等の輸送 

③ 道路の応急復旧による生活の確保 

1.から5.まで （略） 

（新規） 

 

 

第10項 （略） 

第11項 帰宅困難者対策 

1. 住民、事業所等の啓発 

村は、帰宅困難者が発生する場合は、「むやみに移動を開始

しない」という基本原則や安否確認手段について平時から積極

的に広報するとともに、必要に応じて、滞在場所    の確保な

どの帰宅困難者等への支援を行うとともに、滞在場所     の確

保に当たっては、男女のニーズの違いや、要配慮者の多様なニ

ーズに配慮した滞在場所    の運営に努めるものとする。また、

企業等に対して、従業員等を一定期間事業所内に留めておくこ

とができるよう、必要な物資の備蓄等を促したり、大規模な集

客施設等の管理者に対して、利用者の誘導体制の整備を促すな

ど、帰宅困難者対策を行う。 

2. （略） 

第12項 応急住宅対策 

1. 住宅確保等の種別  （別紙1参照） 

2. 実施体制 
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応急仮設住宅の供与、住宅の応急修繕及び障害物の除去等

は、原則として村長が行う。災害救助法が適用された場合にお

いても県知事から委任されたとき、又は県知事による救助のい

とまがないときは、村長が行うものとする。 

村は、応急仮設住宅の建設及び住宅の応急修繕について、業

界団体に協力を求めて実施するものとする。                

                                                         

                                             また、災害発

生時における被災者用の住居として利用可能な公営住宅や民間

賃貸住宅の空き家の把握に努め、必要時に迅速にあっせんでき

るように準備する。 

村は、自ら応急仮設住宅の供与、住宅の応急修繕及び障害物

の除去をすることが困難な場合は、他市町村又は県に応援を得

て実施する。 

3.から5.まで （略） 

6. 住宅の応急修繕 

村は、災害のため住家が半壊又は半焼するなど、当面の日常

生活が営み得ない状態であり、かつ自らの資力では応急修理を

することができない者に対し、住宅の応急処理を行うものとす

る。 

7.から11.まで （略） 

第13項 （略） 

第3節 民生安定活動 

第1項 災害広報 

1. 災害広報の実施 

（1）から（4） （略） 

応急仮設住宅の供与、住宅の応急修繕及び障害物の除去等

は、原則として村長が行う。災害救助法が適用された場合にお

いても県知事から委任されたとき、又は県知事による救助のい

とまがないときは、村長が行うものとする。 

村は、応急仮設住宅の建設及び住宅の応急修繕について、業

界団体に協力を求めて実施するものとする。応急仮設住宅を建

設して確保することが困難な場合は、関係団体に協力を求め、

民間賃貸住宅を借り上げて提供するものとする。また、災害発

生時における被災者用の住居として利用可能な公営住宅や民

間賃貸住宅の空き家の把握に努め、必要時に迅速にあっせんで

きるように準備する。 

村は、自ら応急仮設住宅の供与、住宅の応急修繕及び障害物

の除去をすることが困難な場合は、他市町村又は県に応援を得

て実施する。 

3.から5.まで （略） 

6. 住宅の応急修繕 

村は、災害のため住家が半壊又は半焼し     、当面の日常

生活が営み得ない状態であり、かつ自らの資力では応急修理を

することができない者に対し、住宅の応急処理を行うものとす

る。 

7.から11.まで （略） 

第13項 （略） 

第3節 民生安定活動 

第1項 災害広報 

1. 災害広報の実施 

（1）から（4） （略） 
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(5) 被災者等への広報の配慮 

文字放送、外国語放送等のさまざまな広報手段を活用し、 

要配慮者に配慮したわかりやすい情報伝達に努める。 

また、在宅での避難者、応急仮設住宅として供与される賃

貸住宅への避難者、所在を把握できる広域避難者に配慮した

広報を行う。特に外国人に対しては、多言語による災害情報

の発信に配慮するものとする。 

(6) (略) 

2.から5.まで （略） 

第2項 災害救助法の適用 

１．制度の概要 

災害救助法による救助は、被災者の保護と社会秩序の保全

を図るために、知事が法廷受託事務として応急救助を行うも

のであるが、救助の事務の一部を村長が行うこととすること

ができる。 

救助の種類、程度、方法及び期間に関しては、内閣総理大

臣が定める基準に従い知事が厚生労働大臣の承認を得て定め

ることとされており、村が救助に要した費用については、県

が国の負担を得て支弁する。ただし、村は一時繰替支弁する

ことがある。 

また、村は、災害発生時の迅速かつ円滑な救助の実施体制

の構築に向けて、あらかじめ救助に必要な施設、設備、人員等

について意見交換を行うとともに、事務委任制度などの積極的

な活用により役務分担を明確化するなど、調整を行っておくも

のとする。 

第3項及び第4項 (略) 

(5) 被災者等への広報の配慮 

文字放送、外国語放送等のさまざまな広報手段を活用し、

要配慮者に配慮したわかりやすい情報伝達に努める。 

また、在宅での避難者、応急仮設住宅として供与される賃

貸住宅への避難者、所在を把握できる広域避難者に配慮した

広報を行う。                                            

                                   

(6) (略) 

2.から5.まで （略） 

第2項 災害救助法の適用 

１．制度の概要 

災害救助法による救助は、被災者の保護と社会秩序の保全

を図るために、知事が国の機関     として応急救助を行うも

のであるが、救助の事務の一部を村長が行うこととすること

ができる。 

救助の種類、程度、方法及び期間に関しては、            

                       知事が厚生労働大臣の承認を得て定め

ることとされており、村が救助に要した費用については、県

が国の負担を得て支弁する。ただし、村は一時繰替支弁する

ことがある。 

                                                            

                                                             

                                                             

                                                            

             

第3項及び第4項 (略) 
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第5項 要配慮者、避難行動要支援者対策 

1.避難行動要支援者対策 

（1）村は、村計画において、避難行動要支援者を適切に避難誘

導し、安否確認等を行うための措置について定める。 

村は、村計画に基づき、防災担当部局と福祉担当部局との連

携の下、平常時より避難行動要支援者に関する情報を把握

し、避難行動要支援者名簿を作成しなければならない。また、

避難行動要支援者名簿については、地域における避難行動要

支援者の居住状況や避難支援を必要とする事由を適切に反

映したものとなるよう、定期的に更新する 

村は、避難支援等に携わる関係者として村計画に定めた

可茂消防事務組合、加茂警察署、民生委員・児童委員、社

会福祉協議会、自主防災組織等に対し、避難行動要支援者

本人の同意を得た上で、あらかじめ避難行動要支援者名簿

を提供し、多様な主体の協力を得ながら、避難行動要支援

者に対する情報伝達体制の整備、避難支援・安否確認体制

の整備、避難訓練の実施等を一層図る。その際、名簿情報

の漏えいの防止等必要な措置を講じる。 

また、安全が確認された後に、避難行動要支援者を円滑

に緊急避難場所から避難所へ移送するため、運送事業者等

の協力を得ながら、移送先及び移送方法等についてあらか

じめ定めるよう努めるものとする。 

（2）（略） 

2.  （略） 

3. 外国人対策 

 （1）村は、テレビ・ラジオ等の外国語放送や多言語によるイン

第5項 要配慮者、避難行動要支援者対策 

1. 避難行動要支援者対策 

（1）村は、村計画において、避難行動要支援者を適切に避難誘

導し、安否確認等を行うための措置について定める。 

村は、村計画に基づき、防災担当部局と福祉担当部局との

連携の下、平常時より避難行動要支援者に関する情報を把

握し、避難行動要支援者名簿を作成するものとする  また、

避難行動要支援者名簿については、地域における避難行動

要支援者の居住状況や避難支援を必要とする事由を適切に

反映したものとなるよう、定期的に更新する 

村は、避難支援等に携わる関係者として村計画に定めた

可茂消防事務組合、加茂警察署、民生委員・児童委員、社

会福祉協議会、自主防災組織等に対し、避難行動要支援者

本人の同意を得た上で、あらかじめ避難行動要支援者名簿

を提供し、多様な主体の協力を得ながら、避難行動要支援

者に対する情報伝達体制の整備、避難支援・安否確認体制

の整備、避難訓練の実施等を一層図る。その際、名簿情報

の漏えいの防止等必要な措置を講じる。 

また、安全が確認された後に、避難行動要支援者を円滑

に緊急避難場所から避難所へ移送するため、運送事業者等

の協力を得ながら、移送先及び移送方法等についてあらか

じめ定めるよう努めるものとする。 

（2）（略） 

2.  （略）  

（新規） 

 

 

 

 

 

 

○県地域防災計画の

修正を踏まえた修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○県地域防災計画の

修正を踏まえた修正 



R2 年度（地震対策編） 

 

- 30 - 

 

ターネットなどを通した正確な情報を伝達するなど、外国人

に対し、避難所や物資支給等の必要な情報が欠如、混乱する

ことがないよう努めるものとする。 

第6項 保健衛生対策 

１．清掃 

   （1）ごみ、し尿処理 

      ア及びイ  （略） 

  ウ 災害廃棄物の発生の備え 

    村は、国が定めた災害廃棄物の処理に係る指針に基 

き、円滑かつ迅速に災害廃棄物を処理できるよう、災 

害廃棄物の仮置場の確保や運用方針、一般廃棄物（指 

定避難所のごみや仮設トイレのし尿等）の処理を含め 

た災害時の廃棄物の処理体制、周辺の地方公共団体と 

の連携・協力のあり方等について、災害廃棄物処理計 

画において具体的に示すものとする。また、十分な大 

きさの仮置場・最終処分場の確保に努めるとともに、 

広域処理を行う地域単位で、平時の処理能力について 

計画的に一定程度の余裕を持たせるとともに処理施 

設の能力を維持し、災害時における廃棄物処理機能の 

多重性や代替性の確保を図る。 

     大量の災害廃棄物の発生に備え、広域処理体制の確 

立や民間連携の促進等に努める。 

     建築物の解体等による石綿の飛散を防止するため、 

必要に応じ事業者等に対し、大気汚染防止法に基づき 

適切に解体等を行うよう指導・助言するものとする。 

     また、災害廃棄物に関する情報をホームページ等に 

 

 

 

第6項 保健衛生対策 

１．清掃 

   （1）ごみ、し尿処理 

      ア及びイ  （略） 

（新規） 
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おいて公開する等周知に努める。 

エ 災害廃棄物の処理 

      村は、発生した災害廃棄物の種類、性状（土砂、ヘ

ドロ、汚染物等）等を勘案し、その発生量を推計した

上で、事前に策定しておいた災害廃棄物処理計画に基

づいて、仮置場、最終処分地を確保し、必要に応じて

処理実行計画の策定や広域処理を行うこと等により、

災害廃棄物の計画的な収集、運搬及び処分を行い、災

害廃棄物の円滑かつ迅速な処理を図る。 

損壊家屋の解体を実施する場合には、解体業者、産

業廃棄物処理業者、建設業者等と連携した解体体制を

整備するとともに、必要に応じて速やかに他の地方公

共団体へ協力要請を行うものとする。 

なお、災害廃棄物処理に当たっては、適切な分別の

実施により可能な限り再生利用と減量化を図るととも

に、復旧・復興計画を考慮に入れ、計画的に行うもの

とする。また、環境汚染の未然防止及び住民、作業者

の健康管理のため、適切な処置等を講ずるものとする。 

（2）その他関連対策 

アからエ  （略） 

2. 防疫・食品衛生 

（1）防 疫 

被災地においては、生活環境の悪化、被災者の病原体に対

する抵抗力の低下等の悪条件により感染症等の疾病が発生し

やすく、またまん延する危険性も高い。 

このため、災害発生時における防疫措置は、臨時に多数の

 

ウ 災害廃棄物      

      村は県と連携し、災害廃棄物の広域処理を含めた処

理処分方法を確立するとともに、仮置場、最終処分地

を確保し、計画的な収集、運搬及び処分を図ることに

より、災害廃棄物の円滑かつ適正な処理を行う。 

なお、災害廃棄物処理に当たっては、適切な分別を

行うことにより、可能な限りリサイクルに努める。ま

た、復旧・復興計画を考慮に入れつつ計画的に行う。

また、環境汚染の未然防止及び住民、作業者の健康管

理のため、適切な措置等を講ずる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）その他関連施設 

アからエ  （略） 

2. 防疫・食品衛生 

（1）防 疫 

被災地においては、生活環境の悪化、被災者の病原体に対

する抵抗力の低下等の悪条件により感染症等の疾病が発生し

やすく、またまん延する危険性も高い。 
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避難者を収容し衛生状態が悪化しやすい避難所をはじめとし

て、避難所運営マニュアルに基づく感染症予防対策を講ずる

とともに、的確かつ迅速に実施する。 

アからカ  (略) 

   (2)  (略) 

3.及び4.  (略) 

第７項 ボランティア活動 

村は、活動拠点となる施設の確保と必要な情報機器、設備等の

支援を行うとともに、社会福祉協議会、地元や外部から被災地入

りしているＮＰＯ・ボランティア等との連携を図るとともに、中

間支援組織（ＮＰＯ・ボランティア等の活動支援やこれらの異な

る組織の活動調整を行う組織）を含めた連携体制の構築を図り、

情報を共有する場を設置するなどし、被災者のニーズや支援活動

の全体を把握する。また、災害の状況及びボランティアの活動予

定を踏まえ、村主導により片付けごみの収集運搬を行うよう努め

る。これらの取組により、連携のとれた支援活動を展開するよう

努めるとともに、ボランティアを行っている者の生活環境を配慮

するものとする。 

1. （略） 

第4節 大規模停電対策 

大規模かつ長期停電が発生した場合、正確な情報を迅速に提供

するなど混乱の防止を図るとともに、電源車や電気自動車等の配

備など応急対策を実施する。 

1. 実施内容 

(1) 広報 

     村及び電気事業者は、住民や帰宅困難者などからの問い合

このため、災害発生時における防疫措置は、臨時に多数の

避難者を収容し衛生状態が悪化しやすい避難所をはじめとし

て、                                                   

                的確かつ迅速に実施する。 

       アからカ  (略) 

   (2)  (略) 

3.及び4.  (略) 

第７項 ボランティア対策 

大規模地震災害が発生した場合、ボランティア活動への期待が

大きくなるが、被災地において、ボランティア活動が無秩序に行

われると現場が混乱する。 

そのため、ボランティアに対するニーズを把握するとともに、

その活動拠点の提供等環境整備を図り、ボランティア活動が円滑

に行われるように努める。 

 

 

 

 

1. （略） 

(新規) 
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わせ等に対応する体制を整えるほか、住民等に役立つ次の情

報について、ホームページやＳＮＳ等により提供するものと

する。 

   また、情報提供は、多言語で実施するなど、外国人に対し

て十分に配慮するものとする。 

   ア 停電及び停電に伴う災害の状況 

   イ 関係機関の災害応急対策に関する情報 

   ウ 停電の復旧の見通し 

   エ 避難の必要性等、地域に与える影響 

  オ 携帯電話等の充電可能な施設等の情報 

  カ その他必要な事項 

(2) 応急対策 

  村及び防災関係機関は、その状況に応じて活動体制を整え、

関係機関と連携を取り、所管にかかる応急対策を実施する。 

   また、復旧計画等の情報共有を図るものとする。 

(3) 電力供給 

  電気事業者等は、村等と協議のうえ、重要施設や避難所等

へ電源車や電気自動車等による緊急的な電力供給を行うもの

とする。 

(4) 通信機器等の充電 

  村及び防災関係機関は、必要に応じて、スマートフォンや

携帯電話、その他充電が必要となる機器等を有している被災

者に対して、電源の提供や民間事業者等と連携し充電機器等

の提供に努める。 
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第4章  地震災害復旧 

第1節  (略) 

第2節 復旧計画 

第1項及び第2項  (略) 

第3項 被災者の生活確保 

 1. (略) 

 2. 被災者への生活再建等への支援 

(1)から(3)まで  (略) 

(4) 罹災証明書の交付 

     村は、災害の状況を迅速かつ的確に把握するとともに、

各種の支援措置を早期に実施するため、災害による住宅等

の被害の程度の調査や罹災証明書の交付の体制を確立し、

停滞なく住家等の程度を調査し被災者に罹災証明を交付す

る。 

   また、住家等の被害の程度を調査する際、必要に応じて航

空写真、被災者が撮影した住家の写真、応急危険度判定の判

定結果等を活用するなど、適切な手法により実施するものと

する。 

(5)から(7)まで  (略) 

3.から10.まで  （略） 

第4項 被災中小企業の振興 

1. 支援体制 

  村は、あらかじめ商工会等と連絡体制を構築するなど、災害

発生時に中小企業等の被害状況を迅速かつ適切に把握できる体

制の整備に努めるものとする。 

2. 融資等の措置 

第4章  地震災害復旧 

第1節  (略) 

第2節 復旧計画 

第1項及び第2項  (略) 

第3項 被災者の生活確保 

1. (略) 

 2. 被災者への生活再建等への支援 

(1)から(3)まで  (略) 

(4) 罹災証明書の交付 

    村は、災害の状況を迅速かつ的確に把握するとともに、各

種の支援措置を早期に実施するため、災害による住宅等の

被害の程度を認定し、                               

                                  被災者に罹災証明を交付す

る。 

   (新規) 

 

 

 

(5)から(7)まで  (略) 

3.から10.まで  （略） 

第4項 被災中小企業の振興 

（新規） 
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第5項及び第6項  （略） 

 

第5章  東海地震に関する事前対策  （略） 

第6章  南海トラフ地震に関する対策 

第1節  (略) 

第2節 地震防災上緊急に整備すべき施設等の整備 

第1項 方針 

  南海トラフ地震が発生した場合の被害の軽減を図るため、村及

び防災関係者は、あらかじめ避難所、救助活動のための拠点施設

その他消防用施設をはじめ、緊急輸送道路、通信施設等各種防災

関係施設について、関連事業と整合を図り、早急にその整備を図

る。 

第2項 実施責任者    

村 

関係機関 

施設等の整備に当たっては、施設全体が未完成であっても、一

部の完成により相応の効果が発揮されるよう整備の順序及び方法

について考慮するものとする。建築物、構造物等の耐震化、避難

場所の整備その他の整備については、第2章第4節に準ずるものと

する。 

第3項 実施内容 

施設等の整備に当たっては、施設全体が未完成であっても、一

部の完成により相応の効果が発揮されるよう整備の順序及び方法

について考慮するものとする。建築物、構造物等の耐震化、避難

場所の整備その他の整備については、第2章第4節に準ずるものと

する。 

第5項及び第6項  （略） 

 

第5章  東海地震に関する事前対策  （略） 

第6章  南海トラフ地震に関する対策 

第1節  (略) 
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第3節 関係者との連携協力の確保 

第1項 から第2項  （略） 

第3項 帰宅困難者への対応 

(1) 村は、「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ものとする。 

 (2) 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等の検討を進めるも

のとする。 

 (3) 村は、帰宅困難者対策の実効性を確保するため、警察、消 

防、交通及び民間事業者との連携の強化を図るものとする。 

第 4項 長周期振動対策の推進  

 

 

 

 

 

 

 

第 4 節 南海トラフ地震臨時情報発表時防災対応 

第１項 趣旨 

南海トラフ沿いの大規模地震は発生形態が多様であり、確度の

高い地震の予測は困難であるものの、現在の科学的知見を防災対

応に活かすことは引き続き重要であることから、気象庁が南海ト

ラフ地震臨時情報を発表した場合の後発地震に備えた村や関係機

関等がとるべき防災対応について、あらかじめ定めるものとする。 

第2節 関係者との連携協力の確保 

第１項 から第２項  （略） 

（新規） 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3項 長周期振動対策の推進  

第3節 地震防災上緊急に整備すべき施設等の整備 

南海トラフ地震が発生した場合の被害の軽減を図るため、各種

防災関係施設を整備するものとし、村は、これら防災施設につき

期間を定め関連事業と整合を図り、早急にその整備を図る。 

建築物、構造物等の耐震化、避難地の整備その他の整備につい

ては、本編第２章第４節第７項「行政機関の業務継続計画」に準

ずる。 

第4節 防災訓練計画 

1）村及び防災関係機関は、地震防災対策推進計画の周知、関係

機関及び自主防災組織との協調体制の強化等を目的として、

推進地域に係る大規模な地震（南海トラフ地震）を想定した

防災訓練を実施する。 

（2）(1)の防災訓練は、少なくとも年１回以上実施する。 

（3）村は、防災関係機関及び地域住民等の参加を得て、防災訓
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第２項 防災対応の基本的な考え方 

村は、南海トラフ地震の多様な発生形態に備えた防災対応検討

ガイドライン（内閣府（防災担当）や岐阜県南海トラフ地震臨時

情報発生時の防災対応指針（以下「村対応指針」という。）を参考

に防災対応を検討するものとする。 

 住民等や企業は、南海トラフ地震臨時情報が発表された場合に 

は、「自らの命は自らが守る」という防災対策の基本を踏まえ、防

災対応を検討するものとする。 

住民等は、日頃からの地震への備えの再確認等を行った上で、

日常生活を行いつつ、個々等の状況に応じて地震発生に注した出

きるだけ安全な行動を取る事を基本とするものと 

する。 

 また、企業は、日頃からの地震への備えを再確認する等警戒レ 

ベルを上げることを基本に、個々の状況に応じて適切な防災対応

を実施したうえで、できる限り事業を継続するものとする。 

住民等 

日頃からの

地震への再

確認の例 

・避難場所・避難経路の確認 

・家族との安否確認手段の確認 

・家具の固定の確認 

・非常持ち出しの確認               など 

 

できるだけ

安全な行動

の例 

・高いところに物を置かない 

・屋内のできるだけ安全な場所で生活 

・すぐに避難できる準備（非常持出品等） 

・危険なところにできるだけ近づかない      

など 

企 業 日頃からの

地震への再

・安否確認手段の確認 

・什器の固定・落下防止対策の確認 

練の実施を通じて、地域防災力の向上に努める。 

（4）村は、自主防災組織等の参加を得て訓練を行う場合は、県

に対し必要な助言と支援を求める。 

（5）村及び防災関係機関は、南海トラフ地震の広域的な被害に

対して迅速に対応できるようにマニュアル、応援協定等の整

備を行い、防災訓練を通じて検証を行う。 

第５節 地震防災上必要な教育及び広報に関する対策 

村は、県、防災関係機関、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．村職員に対する教育 

村は、地震災害応急対策業務に従事する職員を中心に、地震

が発生した場合における地震災害応急対策の円滑な実施を図る

ため、必要な防災教育を行う。その内容は少なくとも次の事項

を含むものとする。 

（1）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 

（2）地震に関する一般的な知識 

（3）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 

（4）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 

（5）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 

（6）南海トラフ地震対策として今後取り組む必要のある課題 

２．住民等に対する教育 

村は、県等関係機関と協力して、地域住民等に対する教育を

実施する。防災教育は、地域の実態に応じて地域単位、職場単



R2 年度（地震対策編） 

 

- 38 - 

 

確認例 ・食料や燃料等の備蓄の確認 

・災害物資の集積場所等の災害拠点の確認 

・ 発 災 時 の 職 員 の 役 割 分 担 の 確 認            

など 

第３項 南海トラフ地震臨時情報 

南海トラフ地震臨時情報は、南海トラフ沿いの地震に関する評

価検討会で南海トラフ地震の発生可能性が通常と比べ相対的に高

まったと評価された場合に、気象庁から発表される。 

 ○南海トラフ地震臨時情報の種類 

 

○南海トラフ地震臨時情報発表までの流れ 

 

 

南海トラフ地震臨時情報 

(調査中) 

 観測された異常な現象が南海トラフ沿いの大規

模な地震と関連するかどうか調査を開始した場

合は、または調査を継続している場合 

南海トラフ地震臨時情報 

（巨大地震警戒） 

 想定震源域内のプレート境界においてＭ8.0 以

上の地震が発生したと評価した場合 

南海トラフ地震臨時情報 

（巨大地震注意） 

 想定震源域内のプレート境界においてＭ7.0 以

上Ｍ8.0未満の地震や通常とは異なるゆっくりす

べりが発生したと評価した場合 

南海トラフ地震臨時情報 

(調査終了) 

「巨大地震警戒」。「巨大地震注意」のいずれも当

てはまらない現象と評価した場合 

位等で行うものとし、その内容は、少なくとも次の事項を含む

ものとする。なお、その教育手法として、印刷物等の活用、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。 

（1）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 

（2）地震等に関する一般的な知識 

（3）南海トラフ地震が発生した場合における出火防止対策、近

隣の人々と協力して行う救助活動、初期消火及び自動車運転

の自粛等防災上とるべき行動に関する知識 

（4）正確な情報入手の方法 

（5）防災関係機関が講ずる地震災害応急対策等の内容 

（6）各地域における急傾斜地崩壊危険箇所等に関する知識 

（7）各地域における避難場所及び訓練経路に関する知識 

（8）避難生活に関する知識 

（9）地域住民等自らが実施し得る、最低でも３日間、可能な限

り１週間分程度の生活必需品の備蓄、家具の固定、出火防止

等の平素からの対策及び災害発生時における応急措置の内容

や実施方法 

（10）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 

村は、地震対策の実施上の相談を受けるため必要な窓口を設

置するとともに、その旨周知徹底を図る。 
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○南海トラフ地震臨時情報発表までの流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1項 防災対応をとるべき期間 

   村は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）が発表された場合、南海トラフ沿いの 

 想定震源域内のプレート境界におけるＭ8.0 以上の地震の発生から 1週間、後発地震（南 

 海トラフの想定震源域及びその周辺で速報的に解析されＭ6.8 程度以上の地震が発生、ま    

 たはプレート境界面で通常とは異なるゆっくりすべり等を観測した後に発生する可能性   

南海トラフの想定震源域またはその周辺でＭ6.8 以上の地震が発生した場合や南海トラ
フの想定震源域のプレート境界面で通常とは異なるゆっくりすべりが発生した可能性 

観測した異
常な現象 

異常な現象
に対する評
価（最短約
30 分後 

 
気象庁が「南海トラフ地震臨時情報（調査中）」を発表 

 
有識者からなる「南海トラフ沿いの地震に関する評価検討会」を開催し、 

起こった現象穂評価 

左の条件を満た
さない場合 

ゆっくりすべり Ｍ7以上の地震 プレート境界の
Ｎ8以上の地震 

評価の結果
発表される
情報（最短約
2 時間後） 

南海トラフ地震 
臨時情報 

（巨大地震警戒） 

南海トラフ地震 
臨時情報 

（巨大地震注意） 

南海トラフ地震 
臨時情報 

（調査終了） 
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 が  平常時に比べ相対的に高まったと評価された南海トラフ地震、以下同じ。） 

  また、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）が発表された場合、南海トラフ沿いの 

想定震源域内のプレート境界においてＭ7.0 以上Ｍ8.0 未満又はプレート境界以外や想定 

震源域の海溝軸外側 50ｋｍ程度までの範囲でＭ7.0 以上の地震（ただし、太平洋プレー 

トの沈み込みに伴う震源が深い地震は除く）が発生するケースの場合は 1週間、南海ト 

ラフ沿いの想定震源域内のプレート境界面で通常と異なるゆっくりすべりが観測された 

ケースの場合はプレート境界面で通常と異なるゆっくすべりの変化が収まってから、変 

化していた期間と概ね同程度の期間が経過するまでの期間、後発地震に対して注意する 

措置をとるものとする。 

 

○防災対応の流れ 

 Ｍ8.0 以上の地震 Ｍ7.0 以上の地震 ゆっくりすべり 

発生直後 ○個々の状況に応じて避難等の防災対応を準備・開始 ○今後の情報に注意 

（最短） 

2 時間程度 

 

1 週間 

巨大地震警戒 

○日頃からの地震への備えを

再確認する等 

○個々の状況等に応じて事前

の避難など避難対策を実施 

巨大地震注意 

○日頃からの地震への備え

を再確認する等（必要に応

じて避難を自主的に実施） 

巨大地震注意 

○日頃からの地震への備えを

再確認する等 

2 週間 

巨大地震注意 

○日頃からの地震への備えを

再確認する等（必要に応じて避

難を自主的に実施） 

 

○大規模地震発生の可能性

がなくなったわけではな

いことに留意しつつ、地震

の発生に注意しながら通

常の生活を行う 

すべりが収まったと

評価されるまで 

○大規模地震発生の可能性が

なくなったわけではないこ

とに留意しつつ、地震の発生

に注意しながら通常の生活

を行う 

大規模地震発生まで 

○大規模地震発生の可能性が

なくなったわけではないこ

とに留意しつつ、地震の発

生に注意しながら通常の生

活を行う 
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○巨大地震警戒対応における情報の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 時間後（休日夜間は 2時間後） 

約 30 分後 

２～３分後 

数秒～十数秒後 

地震発生 
緊急地震速報 

大津波警報等 

南海トラフ地震臨時情報（調査中） 

想定されている大規模地震の発生可能性

について調査を開始した旨などを発表 

気象庁記者会見 

（最初の地震についての

解説・注意喚起） 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）

大規模地震の発生可能性が相対的に高ま

っている旨などを発表 

国から地方公共団体への指示及び国民

に対する周知 

日頃の備えを再確認するとともに、津波

の危険性が高い地域では一週間避難を

継続する旨などを発表 

国から国民に対する呼びかけ 

避難は解除し、日頃からの地震の備えを

再確認する等一週間地震に備える旨な

どを発表 

気象庁記者会見 

（大規模地震発生の可能

性について解説） 

1 週間後 

最短約 2 時間後 
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第5節 南海トラフ地震臨時情報発令時の防災体制 

第1項 村の体制村は、南海トラフ地震臨時情報が発令された場合は、下表のとおりそれぞれの情報に 

応じ、防災体制をとるものとする。 

○村の防災体制等 

情報名 村の防災体制等 

南海トラフ地震臨時情

報（調査中） 

  防災担当部局は、県からの情報を受けた時点で、関係部局に対

する連絡等、所要の準備を開始 

南海トラフ地震臨時情

報（巨大地震警戒） 

災害対策本部 

<構成> 

 本部長：村長 

 メンバー：副本部長 副村長・副本部長 教育長 

各課長・消防団長・総務課職員・各課の職員 1名 

<内容> 

・緊急災害対策本部長（指示）の伝達を受け、各部局からこれま

での対応状況や今後の取り組みを報告し、全庁的に情報共有・確

認 

・気象庁からの情報、政府の緊急災害対策本部会議の結果を全庁

２週間後 
国から国民に対する呼びかけ 

地震の発生に注意しながら、通常の生活

を送る旨などを発表 

※南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）の発表後は、随時 

「南海トラフ地震関連解説情報」で地震活動や地殻変動の状況を発表 

 

「巨大地震警戒対応」における情報の流れ（国のガイドライン 参照） 
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的に情報共有 

【各部局における対応状況の確認】 

・情報収集・連絡体制の確認 

・所管する防災上重要な施設等の点検 

・地震発生後の応急対策の確認 

南海トラフ地震臨時情

報（巨大地震注意） 

災害警戒会議 

<構成> 

 本部長：村長 

 メンバー：副本部長 副村長・副本部長 教育長 

各課長・消防団長・消防副団長・総務課職員 

職員全員 

<内容> 

・気象庁からの情報、政府の災害警戒会議の結果を全庁的に情報

共有 

・各部局から、これまでの対応状況や今後の取り組みを報告し、

全庁的に情報を共有・確認 

【各部局における対応状況の確認】 

・情報収集・連絡体制の確認 

・所管する防災上重要な施設等の点検 

・地震発生後の応急対策の確認 

南海トラフ地震臨時情

報（調査終了） 

防災担当部局は、関係部局と情報共有 

 

第2項 運営等 

災害対策本部等の組織、運営等については、本編第 5章第 2節「東海地震注意情報発表 

時及び警戒宣言発令時対策」に準ずる。 
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第6節 南海トラフ地震臨時情報の伝達 

1. 方針 

  南海トラフ地震臨時情報を正確かつ迅速に関係機関へ伝達するとともに、住民等に対し 

て適時的確な広報を実施する。 

2. 実施責任者 

  岐阜気象台 

  県 

    村 

    防災関係機関 

    事業者 

3. 実施内容 

(1)  南海トラフ地震臨時情報の伝達 

ア  伝達経路及び方法 

南海トラフ地震臨時情報の村及び防災関係機関への伝達経路及び方法は下図のとお 

りとする。  
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イ  住民等への伝達方法 

          南海トラフ地震臨時情報の伝達方法は、防災行政無線や緊急速報メール（すぐメール）のほか、 

ＣＡＴＶ、ホームページ、ＳＮＳ等多様化に努め、正確かつ迅速に出伝達するものとする。 

          高齢者や障がい者など要配慮者に対しては、地域の自主防災組織や民生委員、消防団等「共助」 

の力を得るなど確実に伝達できる手段を確保するものとする。 

          外国人に対しては、ホームページやＳＮＳ、外国人防災リーダーの活用等様々な手段を活用する 

ものとする。 

 

        ウ  住民等への伝達内容 

            村は、住民等へ臨時情報を伝達する際には、住民等に冷静な対応を呼びかけるとともに、具体的 

にとるべき行動（下図参照）をあわせて示すものとする。 

消

防

庁 

気

象

庁 

警

察

庁 

岐阜県 

（危機管理部防災課） 

岐阜県警察本部 

（警備第二課） 

岐阜気象台 

可茂県事務所 

東白川村 

可茂消防 

報道機関 

公共機関 

交通機関 

加茂警察署 村駐在所 

住   民 

学校・保育園 

関係企業 

公共施設 

公共的団体 
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            また、交通、ライフライン、生活関連情報など住民等に密接に関係ある事項についてもきめ細かく 

周知するものとする。 

 

       ○具体的にとるべき行動 

 

 

 

 

 

南海トラフ地震臨時

情報（巨大地震警戒） 

発表時 ・日頃からの地震への備えを確認、できるだ

け安全な行動をとるよう呼びかけ 

・事前の避難を促す住民等に対し、事前の避

難の呼びかけ  など 

１週間後 ・日頃からの地震への備えを再確認するよう

呼びかけ 

・事前の避難を促す住民等に対し、事前の避

難の呼びかけ  など 

２週間後 ・地震の発生に注意しながら、通常の生活に

戻るよう呼びかけ  など 

 

南海トラフ地震臨時

情報（巨大地震注意） 

発表時 ・日頃からの地震への備えを確認、できるだ

け安全な行動をとるよう呼びかけ  など 

１週間後 ・地震の発生に注意しながら、通常の生活に

戻るよう呼びかけ  など 

 

          エ  問い合わせ窓口 

              村は、住民等からの問い合わせに対応できるよう問い合わせ窓口を整備しておくものとする。 

第７節 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）発表時の災害応急対策           

第１項 避難対策 

1. 方針 

  南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）が発表された場合に、地震が発生してからで 

は避難が間に合わない住民等の安全を確保するため、本村における災害リスクに応じ、事前の避難を促す 
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など適切な避難対策を講ずる。 

2. 実施責任者 

  岐阜気象台 

  県 

    村 

    学校等 

    施設管理者 

3. 実施内容 

   (1)  事前の避難 

     事前の避難が必要な災害リスクは下記ア、イ、ウを基本とし、村は災害リスクに応じ、１週間を目 

処に地域の実情に合わせた適切な避難対策を実施するものとする。ただし、村固有の災害リスクが存 

在する場合は、住民避難が必要な災害リスクとして適宜追加するものとする。 

  ア 急傾斜地における土砂災害 

    村は、土砂災害のリスクがある地域（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 

かかる法律（以下、「土砂災害防止法」という。）に基づき指定された「土砂災害警戒区域」及び 

「土砂災害特別警戒区域」を基本とする。）の住民に対し、後発地震の発生に備え、個々の状況に 

応じて身の安全を守るための行動をとるよう呼びかけるものとする。 

    その上で、急傾斜地の崩壊等に伴う建築物の損壊により、生命又は身体に著しい危害が生じる地 

域として指定されている「土砂災害特別警戒区域」の住民等に対しては、県対応指針を参考に、事 

前の避難を促すなど適切な措置を講じるものとする。 

    村は、土砂災害の不安があっても自ら避難することが困難な入居者がいる土砂災害特別警戒区域 

内の要配慮者利用施設の施設管理者に、土砂災害法に基づき作成される避難確保計画に南海トラフ 

地震臨時情報（巨大地震警戒）が発表された場合の対応を位置づけるよう働きかけることとし、施 

設管理者は適切な措置の実施に努めるものとする。 

  イ 耐震性の不足する住宅の倒壊 

    村は、耐震性の不足する住宅に居住する住民に対し、県対応方針を参考に、できるだけ安全な知人･ 
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親類宅や避難場所に避難するなど、身の安全を守るための行動をとるよう呼びかけるものとする。 

     村は、事前の避難を促す住民等に対し、避難所、避難経路、避難方法及び家族との連絡方法等を平 

      時から確認し、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）が発表された場合の備えに万全を期するよ 

う努める旨を周知する。 

     上記以外の住民等に対しては、日常生活を行いつつ、日頃から地震への備えの再確認など地震発生に 

注意した行動をとるとともに「できるだけ安全な行動」をとるよう周知するものとする。 

 (2)  事前の避難 

  住民等の避難先については、知人宅や親類宅への避難を促すとともに、それが 

難しい住民等に対しては、村が避難所を確保するものとする。 

 村は、県対応指針を参考に、避難者の受け入れ人数の把握、避難所の選定、避難所が不足する場合の対応に 

ついてあらかじめ検討するものとする。 

 避難所の運営については、防災士やボランティア等との連携・協力のもと避難者自らが行えるよう、村は、 

避難所運営マニュアルに関係団体による連携体制や役割分担等を位置づけるものとする。 

 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）発表時における事前の避難が被災後の避難とは異なり、ライフラ 

インは通常どおり稼動し、商業施設等も通常どおり営業していると想定されることから、村は、「自らの命は 

自ら守る」という防災対策の基本を踏まえ、次の事項について住民等への周知するものとする。 

  ア 住民等の避難は、知人・親戚等への避難が基本であること 

  イ 知人・親類等への避難が困難な避難者に対しては、村が避難所を確保すること 

  ウ 避難に必要な食料や生活用品等は、避難者が各自で準備するのが基本であること 

  エ 避難所の運営は非難者自ら行うことが基本であること 

（3） 学校等  

  学校等は、県対応指針を参考に、個々の状況に応じて臨時休業措置の検討や児 

童・生徒の保護者への引渡等安全確保措置を講じるものとする。 

第1項 関係機関のとるべき措置 

1. 方針 

  関係機関は、住民等の混乱防止や住民等が日常生活を行えるよう事業継続の対策を実施 
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する 

2. 実施責任者 

  県 

  県警察 

    村 

    防災関係機関 

    学校等 

  施設管理者 

3. 実施内容 

    (1) 消防機関等の活動 

     村は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表された場合において、 

消防機関等が出火及び混乱の防止、円滑な避難の確保等のために講ずる措置について、住民等の避難誘導、避難 

路の確保を重点とし、その対策を定めるものとする。 

 県は、村の実施する消防及び水防活動が迅速かつ円滑に行われるよう不測の事態に備え次の必要な措置を講じ 

るものとする。 

 ア 地震に関する正確な情報の収集、必要な機関への伝達 

 イ 火災の防除のための警戒、必要な機関への情報の伝達 

 ウ 火災発生の防止、初期消火についての住民等への広報 

 エ 自主防災組織等の活動に対する指導 

 オ 施設等が実施する地震防災応急対策に対する指導 

 カ 気象情報の収集、水害予防のための出水予測や警戒、必要な機関への情報の伝達 

 キ 地震と出水の同時発生が想定される場合は、重要水防箇所や液状化の予想される地区の堤防など留意すべ 

き施設の点検や水防活動のため必要な準備 

 ク 水防活動に必要な資機材の備蓄量の点検や補充、国・県・市や他の水防管理団体と連絡を密にし、不測の 

事態への備え 

   （2） 警備対策 
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           県警察は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表された場合にお 

いて、犯罪及び混乱の防止等に関して、次の事項を重点として、措置をとるものとする。  

     （3） 水道 

      飲料水については、発災後の水道施設の損壊による給水不能の事態の発生に備 

えて各所における緊急貯水が必要であり、村及び水道業者は、発災後の断水に備えて居住者等が行う貯水による水 

需要の増加に対応するため、浄水設備及び給配水設備を最大限に作動させ、飲料水の供給の継続を確保するものとする。        

（4） 電気 

    電気については、発災後の水道施設の損壊による給水不能の事態の発生に備え 

で各所における緊急貯水が必要であり、村及び水道事業者は、発災後の断水に備えて居住者等が行う貯水による水需 

要の増加に対応するため、浄水設備及び給排水設備を備え最大限に作動させ、飲料水の継続を確保するものとする。  

（5） ガス 

    ガス会社は、必要なガスを供給する体制を確保するものとする。 

    また、ガス発生設備、ガスホルダーその他の設備について、安全確保のための 

所要の事項を定めるとともに、後発地震の発生に備えて、必要がある場合には緊急に供給を停止する等の措置を講じ 

るものとし、その実施体制を定めるものとする。 

（6） 通信 

   電気通信事業者は、災害応急対策活動や安否確認の基礎となる通信の確保をお 

こなうため、通信の維持に関する必要な体制を確保するものとする。 

    また、災害用伝言サービス等の安否確認に利用されるサービスの活用に向け 

た当該サービスの運用、周知等を行うものとする。 

（7） 放送  

           放送は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等の正確かつ迅速な伝達の 

ために必要不可欠であることから、放送事業者は、性格かつ迅速な報道に努めるものとする。 

 このため、事前に関係機関等と密接な連携をとり、実態に即した体制の整備を図るものとする。 

 なお、報道に際しては民心の安定及び混乱の防止を図るため、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等と併 

せて居住者等に対し冷静かつ沈着な行動をとるよう予備掛けるとともに、居住者等が防災行動をとるため必要な 



R2 年度（地震対策編） 

 

- 51 - 

 

情報の提供に努める。なお、放送局にあっては、外国人、視聴覚障がい者等にも配慮を行うよう努めるものとする。 

   （8） 金融 

      金融機関は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発令された場合及 

び後発地震の発生に備えた、金融業務の円滑な遂行を確保するための要員の配置 

計画等事前の準備措置をとるものとする。  

      (9)  交通 

      ア 道路 

       県警察は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表された場合 

の運転者のとるべき行動の要領について定め、住民等に周知するものとする。 

 村は、道路管理者等と調整の上、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒） 

等が発表された場合の交通対策等の情報について、あらかじめ情報提供する 

ものとする。 

イ 滞留旅客等への対応 

 村は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表された場合にお 

ける滞留旅客等の保護等のため、避難所の設置や帰宅支援等必要な対策を定 

めるものとする。 

 県は、対策等の結果生じる滞留旅客等に対する具体的な避難誘導、保護並 

びに食料等のあっせん、村が実施する活動との連携体制等の措置を行うもの 

とする。 

   （10） 村自らが管理等を行う道路、河川その他の施設に関する対策 

      ア 不特定かつ多数のものが出入りする施設 

       村が管理する道路、河川、庁舎、社会教育施設、社会体育施設、社会福祉施設、診療所及び老健、交流サロン、 

学校等の次の管理上の措置、体制をとるものとする。 

なお、具体的な措置に内容は施設ごとに定めるものとする。 

 1） 各施設に共通する事項 

  ａ 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等の入場者等への伝達 
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  ｂ 入場者等の安全確保のための退避等の措置 

  ｃ 施設の防災点検及び設備、備品等の転倒、落下防止措置 

  ｄ 出火防止措置 

  ｅ 水、食料等の備蓄 

  ｆ 消防用設備の点検、整備 

  ｇ 非常用発電装置、防火行政無線、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 

         ｈ 各施設における緊急点検、巡視 

        2） 個別事項 

  ａ 橋梁、トンネル及び法面等に関する道路管理上の措置 

  ｂ 診療所及び老健においては、患者等の保護等の方法について、各々 

の施設の耐震性を十分に考慮した措置 

  ｃ 保育園、小中学校等にあっては、次の掲げる事項 

  ｄ 出火防止措置 

    ・園児、児童生徒等に対する保護の方法 

    ・事前の避難を促す地域内にある場合は、避難経路、避難誘導方 

法、避難誘導実施責任者等 

  ｅ 社会福祉施設にあっては、次に掲げる事項 

    ・入所者等の保護及び家族等への引継ぎの方法 

    ・事前の避難を促す地域内にある場合は、避難経路、避難誘導方 

法、避難誘導実施責任者等 

       イ 災害応急対策の実施上重要な建物に対する措置 

  ａ 災害対策本部が設置される庁舎等の管理者は、（10）のアに掲げる 

措置をとるほか、次に掲げる措置をとるものとする。 

 また、災害対策本部等を村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 



R2 年度（地震対策編） 

 

- 53 - 

 

請するものとする。 

 ・自家発電装置、過般式発電機等による非常用電源の確保 

 ・無線通信機等通信手段の確保 

 ・災害対策本部等開設に必要な資機材及び緊急車両等の確保 

 ｂ 村推進計画に定める避難所又は応急救護所の開設に必要な資機材の搬入、配備に協力するものとする。 

  ｃ 県は、村が行う屋内避難に使用する建物の選定について、保有施 

設の活用等協力するものとする。 

      ウ 工事中の建築物等に対する措置 

         南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表された場合におけ 

る工事中の建築物その他の工作物又は施設について、安全確保上実施すべき措置を講じるものとする。 

第1節 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）発表時の災害応急対策 

1. 方針 

  南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）が発表された場合に、住民等が個々の状況に 

応じて地震発生に注意した防災行動をとれるよう対策を実施する。 

2. 実施責任者 

  県 

    村 

    防災関係機関 

    事業者 

3. 実施内容 

  村は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）等が発表された場合には、住民等に対 

し、日頃からの地震への備えを再確認する等の防災対応をとる旨を呼びかかるものとす 

る。 

  村が管理する施設は、施設・設備等の点検等日頃からの地震への備えを再確認するものとする。 

  防災関係機関は、自ら管理する施設・設備等の点検等日頃からの地震への備えを再確認するものとする。 

第2節 防災訓練 
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1. 方針 

  南海トラフ地震における応急対策及び関係機関との調整の円滑化等を目的として、平常 

時から防災訓練を実施する。 

2. 実施責任者 

  県 

    村 

    防災関係機関 

 3. 実施内容 

  （1） 防災訓練 

     村及び防災関係機関は、推進計画の熟知、関係機関及び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、 

臨時情報等が発表された場合の情報伝達に係る防災訓練等、南海トラフ地震を想定した訓練を少なくとも年１回以上 

実施するよう努めるものとする。 

          村は、県、防災関係機関及び住民等の参加を得て行う南海トラフ地震を想定した総合訓練を実施するほか、県、防 

災機関と連携して、情報伝達訓練など実践的に行うものとする。 

      ア 動員訓練及び本部運営訓練 

      イ 南海トラフ地震臨時情報等の情報収集、伝達訓練 

      ウ 警備及び交通規制訓練 

  （2） 訓練の検証 

     村及び防災関連機関は、南海トラフ地震の広域的な被害に対して速に対応できるようにマニュアル、応援協定等の 

整備を行い、防災訓練を通じて検証を行うものとする。 

  （3） 訓練の支援 

          県は、村が行う自主防災組織等の参加を得て行う訓練に対し必要な助言と支援を行うものとする。 

    （4）その他 

          その他必要な事項は、第2章第3節に準ずる。 

第3節 地震防災上必要な教育及び広報に関する対策 

１．方針 
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  村は、県、防災関係機関、地域の自主防災組織、事業所等の自衛消防組織等と協力して、 

地震防災上必要な教育及び広報を推進する。 

２．実施責任者 

  県 

    村 

    防災関係機関 

3. 実施内容 

  （1） 村職員に対する教育 

          村は、職員等に対して、その果たすべき役割等に相応した地震防災上の教育を 

行う。その内容は少なくとも次の事項を含むものとする。 

 ア  南海トラフ地震臨時情報の内容及びこれに基づきとられる措置の内容 

 イ  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 

 ウ  地震及び津波に関する一般的な知識 

 エ  南海トラフ地震臨時情報等が出された場合及び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 

            オ  南海トラフ地震臨時情報等が出された場合及び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 

            カ  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 

            キ  南海トラフ地震対策として今後取組む必要尚ある課題 

    （2）  住民等に対する教育 

           村は、県と協力して、住民等に対する教育を実施するとともに、県は村が行う 

住民等に対する教育に関し必要な助言を行うものとする。 

  防災教育は、地域の実態に応じて地域単位、職場単位等で行うものとし、その内容は、少なくとも次の事項を含むも 

のとする。なお、その教育手法として、印刷物、ビデオ等の映像、各種集会の実施など地域の実情に合わせた、より具 

体的な手法により、実践的な教育を行うものとする。 

  また、外国人に対しても関係機関と協力し、防災教育を行うものとする。  
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            ア  南海トラフ地震臨時情報の内容及び臨時情報が発表された場合の具体的にとるべき行動 

            イ  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 

            ウ  地震及び津波に関する一般的な知識 

            エ  南海トラフ地震臨時情報等が出された場合及び南海トラフ地震が発生した場合の出火防止対策、近隣の人々と 

協力して行う救助活動、避難行動、自動車運転の自粛等、防災上とるべき行動に関する知識 

            オ  正確な情報の入手方法 

            カ  防災関係機関が講ずる災害応急対策等の内容 

            キ  各地域における避難対象地域、急傾斜地崩壊危険箇所等に関する知識 

            ク  各地域における避難場所及び避難経路に関する知識 

            ケ  住民等自らが実施得る、最低でも３日間、可能な限り１週間分程度の生活必需品の備蓄、家具の固定、出火防止 

等の平素からの対策及び災害発生時における応急措置の内容や実施方法 

4. 相談窓口の設置 

     村は、地震対策の事務上の相談を受けるため必要な窓口を設置するとともに、その 

旨周知徹底を図るものとする。 

  

             

 

 

 

 

 

 

 

 


