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風水害等対策編

頁数 備　　考

2 伊賀市要援護者避難支援
プランの定義による。

5

7

9

内容・表現方法の修正

事業所名変更

組織解散による変更

10

12

修　　正　　前 修　　正　　後

第２節　防災関係機関の責務と業務の大綱
第２項　処理すべき事務及び業務の大綱
４　指定地方行政機関
(4) 津地方気象台
　ア　気象、地象、地動及び水象の観測と並びにその成果の収集及び発表
　イ　気象、地象（地震及び火山を除く。）及び水象の予報及び警報
　ウ　気象、地象及び水象に関する情報の収集及び発表
　エ　（ア）（イ）（ウ）の事項に関する統計の作成及び調査並びに統計及び調査の成果の発表

５　指定公共機関
(9) 中部電力株式会社三重支店（上野営業所）
９　自主防災組織、自治会及び住民自治協議会等
(1) 伊賀市自治会連合会、各地区住民自治協議会

第２節　防災関係機関の責務と業務の大綱
第２項　処理すべき事務及び業務の大綱
４　指定地方行政機関
(4) 津地方気象台
　ア　気象、地象、地動及び水象の観測並びにその成果の収集及び発表
　イ　気象、地象（地震にあっては、地震動に限る）及び水象の予報及び警報、並びに台風等の情報を適
　　時・的確に防災機関に伝達すると共に、これらの機関や報道機関を通じて住民に周知できるよう努め
　　る。
　ウ　市町が行う避難勧告等の判断・伝達マニュアル等の作成に関して、技術的な支援・協力を行う。
　エ　災害の発生が予想されるときや、災害発生時において、県や市町に対して気象状況の推移やその予
　　想の解説等を適宜行なう。
  オ　県や市町、その他防災関係機関と連携し、防災気象情報の理解促進、防災知識の普及啓発活動
　　に努める。
５　指定公共機関
(9) 中部電力株式会社三重支店（伊賀営業所）
９　自主防災組織、自治会及び住民自治協議会
(1) 自治会及び住民自治協議会

第1章　総　則
第１節　計画の方針
第４項　用語
９　災害時要援護者…必要な情報を迅速かつ的確に把握し、災害から自らを守るために安全な場所に
　　　　　　　　　　　　　避難するなどの災害時の一連の行動をとるのに支援を要する人々をいい、一般的
　　　　　　　　　　　　　に高齢者、障がい者、外国人、乳幼児、妊産婦等があげられている。

第1章　総　則
第１節　計画の方針
第４項　用語
９　災害時要援護者…災害時に支援を必要とする①～⑦の「要援護者」のうち、支援を希望し、必要な個
　　　　　　　　　　　　　人情報を提供することに同意して「災害時要援護者支援制度」に登録した人をいう。
　　　　　　　　　　　　　①６５歳以上で一人暮らしの人
　　　　　　　　　　　　　②６５歳以上のみの世帯の人
　　　　　　　　　　　　　③要介護３から要介護５までの介護保険の認定を受けている人
　　　　　　　　　　　　　④身体障害者手帳の交付を受けている人
　　　　　　　　　　　　　⑤療育手帳の交付を受けている人
　　　　　　　　　　　　　⑥精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人
　　　　　　　　　　　　　⑦上記のほか、乳幼児、妊婦、外国人居住者など、災害発生時において避難情報
　　　　　　　　　　　　　　の入手、避難の判断又は避難行動を自ら行うことが困難な人で要援護者として市
　　　　　　　　　　　　　　長が認める人

第２章　防災予防計画
第１節　防災思想・防災知識の普及計画
第３項　対　策
４　学校教職員に対する教育

５　個人備蓄の推進
６　企業防災の促進
７　その他の防災関係機関が実施する対策

第２章　防災予防計画
第１節　防災思想・防災知識の普及計画
第３項　対　策
４　学校教職員に対する防災教育
５　福祉サービス提供者等に対する防災教育
　災害時における施設入所者への対応を日頃から協議するために、福祉サービス提供者等の参加を得
　て、災害時における対応・連携に関する研修や実践的な訓練を実施する。
６　個人備蓄の推進
７　企業防災の促進
８　その他の防災関係機関が実施する対策
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風水害等対策編

頁数 備　　考修　　正　　前 修　　正　　後

15

16

表現の適正化

災害時要援護者避難支援
プランの定義による

16

17 表現の適正化

災害時要援護者避難支援
プランの定義による

19

27 災害時要援護者避難支援
プランの定義による

第４節　ボランティア活動支援計画
第３項　対　　策
４　事前登録（追加）
　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、災害ボランティアコーディネータ等を事前に登録
し、その育成に努める。

第９節　情報収集・連絡計画
第３項　対　　策
４　要援護者の特性に配慮した多様な情報提供手段の確保（追加）
　避難所への災害情報の掲示、防災行政無線、ケーブルテレビの活用、新聞やテレビの配置など多様な手
段を活用し、正確・迅速な情報提供を行うよう努める。
　特に、聴覚障がいや視覚障がいのある人等、必要な情報を得ることが困難な人に対しては、簡易筆談機
やホワイトボード、ファクシミリ、点字・手話通訳等による情報提供体制の整備に努める。
　また、知的障がいのある人や、聴覚から情報を得ることが苦手な人には、写真やイラストを使い、視覚的・
具体的に伝えるよう努める。
　なお、外国人や旅行者には日本語が解せない人や本市の地理や事情に不慣れな人もいることから、必要
に応じて通訳の配置や外国語による情報提供などについて配慮した対応を検討していく。

第３節　自主防災組織の育成・強化計画
第１項　計画目標
○「自分たちのまちは自分たちで守る」ため、地域及び事業所単位等で自主防災組織の育成・強化を
　推進する。
第３項　対　　策
２　地域住民の自主防災組織
(6) 平常時の具体的な活動指針
イ　計画的な防災活動
・・・民生委員・児童委員や身体障がい者相談員、福祉関係団体等との連携により、地域の実情に合った対
応に努める。
エ　防災訓練の実施
　総合防災訓練、地域防災訓練、その他の訓練において、注意情報発表時及び災害発生時の対応とし
て、次に掲げる事項を主な内容とする防災訓練を実施する。この場合、他の地域の自主防災組織、職域の
防災組織、市、消防団、防災関係機関、自衛隊等と有機的な連携をもって行う。

第３節　自主防災組織の育成・強化計画
第１項　計画目標
○「自分たちのまちは自分たちで守る」ため、自治会及び事業所単位等で自主防災組織の育成・強化を
　推進する。
第３項　対　　策
２　地域住民の自主防災組織
(6) 平常時の具体的な活動指針
イ　計画的な防災活動
・・・民生委員・児童委員や障がい者相談員、福祉関係団体、自治会等との連携により、地域の実情に合っ
た対応に努める。
エ　防災訓練の実施
　総合防災訓練、地域防災訓練、その他の訓練において、注意情報発表時及び災害発生時の対応とし
て、次に掲げる事項を主な内容とする防災訓練を実施する。この場合、他の地域の自主防災組織、職域の
防災組織、市、消防団、防災関係機関、自衛隊等と有機的な連携をもって行う。
　また、災害時要援護者に対しても、非常時における生活の講習会などを開催し、緊急の災害時において
的確な判断と行動ができるよう地域の実情に応じた体験的な訓練を行う。

オ　地域内の他組織との連携
　・・・民生委員・児童委員、身体障がい者相談員、福祉関係団体等と連携を密にし・・・
(9) 個別指導・助言
　自主防災組織の活性化、効率的な組織運営等を推進するため、組織編成や活動内容に関する相談を受
け、今後の活動に対する個別指導・助言を行う。また、整備されていない地域については、自治会連合会を
通じて組織づくりを啓発していく。
５　住民が実施する対策

(2) 事業所単位の自衛消防組織等

オ　地域内の他組織との連携
　・・・民生委員・児童委員、障がい者相談員、福祉関係団体、自治会等と連携を密にし・・・
(9) 個別指導・助言
　自主防災組織の活性化、効率的な組織運営等を推進するため、組織編成や活動内容に関する相談を受
け、今後の活動に対する個別指導・助言を行う。また、整備されていない地域については、住民自治協議会
を通じて自治会に組織づくりを啓発していく。
５　住民が実施する対策
(1) 地域住民の自主防災組織
・・・また、自主防災組織の結成にあたっては、住民の日常生活上、基礎的な地域として一体性を有し、
住民の連帯感が得られる自治会単位が適当である。・・・
(2) 地域支援ネットワーク
　要援護者を把握し支援するために、各地域にある住民自治協議会、自治会、民生委員・児童委員、自主
防災組織、地域支援者等が「地域支援ネットワーク」を構築する。
【平常時の活動】
ア　要援護者台帳に関する情報の収集と管理
イ　災害時の安否確認や情報伝達ができる仕組みづくり
ウ　災害時要援護者避難支援マップに関する情報の収集と管理
エ　要援護者が居住する住宅の防災対策支援
オ　構成員同士が日頃から連絡を密にし、災害発生時の対応についての打合せ等
【災害発生時の活動】
ア　地区の要援護者の安否確認等の集約を行うとともに、市からの問い合わせ等への対応
イ　必要に応じて要援護者の避難所等への誘導、引継ぎ、搬送の対応
(3) 事業所単位の自衛消防組織等
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風水害等対策編

頁数 備　　考修　　正　　前 修　　正　　後

31

表現の適正化

31

土砂災害警戒区域指定によ
る

・大雨警報発表中において、
三重県及び津地方気象台か
ら土砂災害警戒情報が発表
されたとき。
・近隣で前兆現象(湧き水・地
下水の濁り・量の変化など)が
確認されたとき。
・その他市長が必要と判断し
たとき。

・土砂災害危険度情報が赤
色(危険)となったとき、又は赤
色(危険)となる見込みが非常
に高いとき。
・近隣で前兆現象(渓流付近
での斜面崩壊、斜面のはら
み、擁壁・道路等の亀裂など)
が確認されたとき。
・その他市長が必要と判断し
たとき。

・近隣で土砂災害が発生した
とき。
・近隣で土砂移動現象や前
兆現象(山鳴り、流木の流出、
斜面の亀裂など)が確認され
たとき。
・その他市長が必要と判断し
たとき。

(3) 避難勧告・指示及び避難準備情報の基準等の策定
　避難勧告・指示及び避難準備情報等について、河川管理者及び水防管理者等の協力を得つつ、洪水、
土砂災害等の災害事象の特性、収集できる情報を踏まえ、土砂災害警戒情報等により避難すべき区域や
判断基準、伝達方法を明確にしたマニュアル等を整備し、住民への周知徹底に努めるものとする。

　また、土砂災害及び洪水災害の避難勧告等発令の判断基準を以下のように定める。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔土砂災害の避難勧告等発令の判断基準〕

避難準備（災害時要援護者
避難）情報

避難勧告 避難指示

急傾斜地の崩壊 土石流 合計

38 38 26 24 64 62

土砂災害
警戒区域

うち土砂災害
特別警戒区域

土砂災害
警戒区域

うち土砂災害
特別警戒区域

第12節　避難対策計画
第２項　実施責任
　総合危機管理室・人権生活環境部・健康福祉部・産業建設部・消防本部・各支所・施設（市指定避難所）
管理者
第３項　対　　策
１　避難準備情報・避難勧告及び指示の基準の策定等
(2) 避難勧告・指示及び避難準備情報の類型

(3) 避難勧告・指示及び避難準備情報の基準等の策定
　避難勧告・指示及び避難準備情報等について、河川管理者及び水防管理者等の協力を得つつ、洪水、
土砂災害等の災害事象の特性、収集できる情報を踏まえ、土砂災害警戒情報等により避難すべき区域や
判断基準、伝達方法を明確にしたマニュアル等を整備し、住民への周知徹底に努めるものとする。平成23
年12 月31 日現在、県が指定する土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域は、以下の通りである。

土砂災害
警戒区域

うち土砂災害
特別警戒区域

発令時の状況 住民に求める行動
避難準備（災害時要
援護者避難）情報

災害時要援護者等、特に避難行動に
時間を要する者が避難行動を開始し
なければならない段階であり、人的被
害の発生する可能性が高まった状況

・災害時要援護者等、特に避難行動
に時間を要する者は、計画された避
難所への避難行動を開始(避難支援
者は支援行動を開始)
・上記以外の者は、家族等との連絡、
非常用持出品の用意等、避難準備を
開始

第12節　避難対策計画
第２項　実施責任
　総合危機管理室・企画総務部・人権生活環境部・健康福祉部・産業建設部・消防本部・各支所・施設（市
指定避難所）管理者
第３項　対　　策
１　避難準備情報・避難勧告及び指示の基準の策定等
(2) 避難勧告・指示及び避難準備情報の類型

避難準備（災害時要
援護者避難）情報

災害時要援護者等、特に避難行動に
時間を要する者が避難行動を開始し
なければならない段階であり、人的被
害の発生する可能性が高まった状況

・災害時要援護者等、特に避難行動
に時間を要する者は、計画された避
難所への避難行動を開始(地域支援
者は支援行動を開始)
・上記以外の者は、家族等との連絡、
非常用持出品の用意等、避難準備を
開始

発令時の状況 住民に求める行動
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風水害等対策編

頁数 備　　考修　　正　　前 修　　正　　後

32

表現の適正化

表現の適正化

33 災害時要援護者避難支援
プランの定義による

33 災害時要援護者避難支援
プランの定義による

主体避難情報の種類

危険地域居住者（地域全住
民）

危険地域居住者（災害時要
援護者）

避難対象

３　避難所等の指定
(1) 指定避難所
ア　避難所の留意事項
(ｴ)災害時要援護者に配慮した福祉避難所の確保や、被災地内外を問わず宿泊施設を避難場所として借
り上げるなど、多様な避難所の確保について検討するものとする。

４　避難場所、避難路の整備
　災害により著しい被害が生じるおそれがあると認められる地域又はその周辺の地域における、公園、緑
地、広場その他の公共空地を一時的な避難の場所として、又はこれに準ずる安全な場所へ道路等を整備
していくものとする。
　また、災害時要援護者にも配慮した避難の実施に必要な施設設備の整備に努めるものとする。

避難準備情報

・各水位観測所において、水
位が避難判断（特別警戒）水
位を超過するなど、さらに水
位が上昇する見込がある場合
で、市長が必要と判断したと
き。
・市及び関係機関の河川巡
視報告や地域住民からの情
報提供等により、人的被害発
生の可能性が明らかに高まっ
た状況であり、市長が必要で
あると判断したとき。
・その他市長が必要と判断し
たとき。

・各水位観測所において、水
位がはん濫注意（警戒）水位
を超過するなど、さらに水位
が上昇する見込がある場合
で、市長が必要と判断したと
き。
・市及び関係機関の河川巡
視報告や地域住民からの情
報提供等により、人的被害発
生の可能性が高まった状況
であり、市長が必要であると判
断したとき。
・その他市長が必要と判断し
たとき。

避難指示避難勧告避難準備（災害時要援護者
避難）情報

３　避難所等の指定
(1) 指定避難所
ア　避難所の留意事項
(ｴ)災害時要援護者に配慮した福祉避難所の確保や、被災地内外を問わず宿泊施設を避難場所として借り
上げるなど、多様な避難所の確保について検討するものとする。特に、福祉避難所については、避難所とな
る学校の保健室や特定の教室を“福祉避難室”とする、避難所の一画を区切って“福祉避難場所”として確
保する等、公共施設のみならず、宿泊施設あるいは特別養護老人ホームなどの民間施設の活用も視野に
入れて量的確保に努める。
　また、利用しやすい構造とケアが整った社会福祉施設等を福祉避難所として指定するため、平常時にお
いて社会福祉施設関係者と要援護者の受け入れについての協議を行い、受け入れ協定の締結を引き続き
進めていくものとする。

４　避難場所、避難路の整備
　災害により著しい被害が生じるおそれがあると認められる地域又はその周辺の地域における、公園、緑
地、広場その他の公共空地を一時的な避難の場所として、又はこれに準ずる安全な場所へ道路等を整備し
ていくものとする。
　また、災害時要援護者が避難するうえで、障害となっている道路の段差、主要施設の階段などの障壁（バ
リア）をなくす等、避難の実施に必要な施設設備の整備を行なうなど、合理的配慮に努めるものとする。

危険地域居住者（災害時要
援護者）

市民・自主防災組織

避難勧告・指示
危険地域居住者（地域全住

民）
市民・自主防災組織・消防団 避難勧告・指示

避難準備情報

市民・自治会等自主防災組織・消防
団

市民・自治会等自主防災組織

避難情報の種類 避難対象 主体

２　避難情報の周知
(1) 広報の手段
　広報は緊急を要するため、行政情報チャンネル、防災行政無線、市ホームページ、携帯メール、広報車、
住民自治協議会、自治会への連絡等を通して実施する。

２　避難情報の周知
(1) 広報の手段
　広報は緊急を要するため、行政情報チャンネル、防災行政無線、市ホームページ、携帯メール、広報車、
自治会長への連絡等を通して実施する。

(2) 広報の内容
避難の三類型の内容と市民の行動規範を中心に説明する。

(2) 広報の内容
避難の三類型の内容と市民の行動規範を中心に説明する。

〔河川洪水災害の避難勧告等発令の判断基準〕

・各水位観測所において、水
位がはん濫危険水位を超過
するなど、さらに水位が急激
に上昇する見込がある場合
で、市長が必要と判断したと
き。
・市及び関係機関の河川巡
視報告や地域住民からの情
報提供等により、人的被害発
生の可能性が非常に高い状
況であり、市長が必要であると
判断したとき。
・その他市長が必要と判断し
たとき。
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風水害等対策編

頁数 備　　考修　　正　　前 修　　正　　後

災害時要援護者避難支援
プランの定義による

災害時要援護者避難支援
プランの定義による

33 災害時要援護者避難支援
プランの定義による

６　災害時要援護者の避難支援計画等の策定
　市、福祉関係機関、民生児童委員等の協力のもと、市内における災害時要援護者の把握に努めるととも
に、平成17年3月に国が策定した「避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガイドライン」、伊賀地域内防
災、福祉関係機関で構成する伊賀地域防災ネットワーク会議で平成20年３月に策定された「災害時要援護
者避難支援プラン策定マニュアル」等に基づき、伊賀市災害時要援護者避難支援プラン（仮称）を策定す
るものとする。

６　災害時要援護者情報の把握・共有
　要援護者に関する情報の把握・共有を図るため、要援護者リスト、災害時要援護者台帳、災害時要援護
者名簿を作成し、これらの情報を個人情報保護の観点から必要に応じて限定的に情報共有することとす
る。

７　災害時要援護者の避難支援体制の整備
　防災担当部局、福祉担当部局及びその他関連部局の連携の下、消防団、自治会等自主防災組織の防
災関係機関及び平常時から災害時要援護者と接している福祉関係者が協力して、災害時要援護者の避難
支援体制の整備に努める。
(1) 災害時要援護者避難支援等推進委員会の設置
　災害時における要援護者の避難支援体制を整備するため、庁内の横断的な組織を設置し、平常時から
防災消防関係部局と福祉関係部局等が一体となって以下の業務に取り組む。
ア　災害時要援護者避難支援プランの見直しに関すること
イ　要援護者の避難支援体制の整備に関すること
ウ　同プランの周知等に関すること
エ　災害時要援護者、地域支援者及び職員等に対する防災講演会や防災訓練などに関すること
オ　その他、同プランの推進に関すること
(2) 要援護者支援班の設置
　災害対策本部の中に要援護者支援班を設置し、災害時要援護者台帳の活用・管理や住民自治協議会、
自治会、民生委員・児童委員等との連携により、以下の業務に取り組む。
ア　災害時要援護者台帳の活用・管理に関すること
イ　関係者への情報提供に関すること

ウ　関係者との連絡調整に関すること
エ　その他、要援護者の避難支援に関すること

７　災害時要援護者の避難誘導体制の整備
　防災担当部局と福祉担当部局との連携の下、消防団、自主防災組織等の防災関係機関及び平常時から
災害時要援護者と接している社会福祉協議会、民生委員、介護保険制度関係者、障がい者団体等の福祉
関係者と協力して、情報伝達体制の整備、災害時要援護者に関する情報の把握・共有及び避難支援計画
の策定等、災害時要援護者の避難誘導体制の整備に努めるものとする。
　また、避難誘導に際し、被災者の安全を確保するため、発電装置、照明装置等の整備を図るものとする。

８　災害時要援護者の避難誘導体制の整備
(1) 個別計画の策定
　災害時要援護者の避難誘導等を迅速かつ適切に実施するために、住民自治協議会、自治会、民生委
員・児童委員、自主防災組織等の協力を得て、災害時要援護者一人ひとりに対する地域支援者、避難所、
避難路、避難方法、情報伝達方法等を定めた個別計画を策定する。
(2) 特別な支援が必要な災害時要援護者への対応
　人口呼吸器・酸素供給装置等を使用している在宅の難病患者や、定期的な人工透析が必要な在宅療養
者等に対しては、医療機関、医療機器業者、訪問看護ステーション等の連絡方法を確認し、個別の災害発
生時の対応方法を決めておく。
　また、避難誘導に際し、被災者の安全を確保するため、発電装置、照明装置等の整備を図るものとする。

災害時要援護者名簿 ・災害時要援護者台帳の中か
ら、平常時及び災害時の防災
活動に活用するため、必要最
小限の情報を抜き出したも
の。
・住所、氏名、性別、電話番
号、生年月日、緊急時連絡
先、自治会名等

・行政の関係部局のほか、社
会福祉協議会、消防団、住民
自治協議会、自治会、民生委
員・児童委員、自主防災組織
へ、覚書の提出により情報提
供。

要援護者リスト ・市の各所属が保有するデー
タを基に、対象者を抽出した
もの。
・氏名、住所、生年月日、要
援護者区分等を記載。

・市の関係部署が共有。

災害時要援護者台帳 ・要援護者リストの情報に要援
護者本人の申請による「個別
計画」を加えたもの。
・地域支援者、避難所、避難
に際しての留意事項等を記
載。

・市の関係部局、地域支援者
等、災害時要援護者本人の
同意の上で、覚書を提出した
人に提供。

名称 内容 情報提供（共有）先

5



風水害等対策編

頁数 備　　考修　　正　　前 修　　正　　後

34 表現の適正化

表現の適正化

35 １０　住民への周知 １１　住民への周知

１１　観光客対策 １２　観光客対策

１２　避難所の区分 １３　避難所の区分

60

61

62

土砂災害警戒区域指定によ
る

表現の適正化

第３章　災害応急対策計画
第１節　活動体制
４　災害対策本部設置時の職員等（動員）配備体制

第３章　災害応急対策計画
第１節　活動体制
４　災害対策本部設置時の職員等（動員）配備体制

第27節　都市型水害予防計画
第３項　対　　策
１　都市型水害に強い土地利用の推進
　また、作成した洪水ハザードマップ等により情報提供を行い、安全な土地利用や浸水に対応した建築方
式を促していくとともに、避難、誘導訓練等に活用していく。
11　住民避難、誘導
(1) 住民の避難誘導対策
洪水ハザードマップ等の情報を公表するとともに、避難所等をあらかじめ指定し、日頃から住民への周知徹
底に努めるものとする。土砂災害等に対する住民の警戒避難基準を、土砂災害警戒情報等を用いてあらか
じめ設定するとともに必要に応じ見直すよう努めるものとする。
また消防団と協議し、発生時の避難誘導に係る計画を作成し、訓練を行うものとする。
(2) 災害時要援護者避難誘導対策
災害時要援護者を速やかに避難誘導するため、地域住民、自治会等自主防災組織の協力を得ながら、平
常時よりこれらの者にかかる避難誘導体制の整備に努める。
12　浸水想定区域における避難体制の整備
(1) 浸水想定区域における円滑かつ迅速な避難を確保するための措置
浸水想定区域については、国土交通省近畿地方整備局及び三重県が水防法第10条の４の規定に基づ
き、・・・

第27節　都市型水害予防計画
第３項　対　　策
１　都市型水害に強い土地利用の推進
　また、作成した洪水ハザードマップ等により情報提供を行い、安全な市土利用や浸水に対応した建築方
式を促していくとともに、避難、誘導訓練等に活用していく。
11　住民避難、誘導
(1) 住民の避難誘導対策
洪水ハザードマップ等の情報を公表するとともに、避難所等をあらかじめ指定し、日頃から住民への周知徹
底に努めるものとする。
また消防団と協議し、発生時の避難誘導に係る計画を作成し、訓練を行うものとする。

(2) 災害時要援護者避難誘導対策
災害時要援護者を速やかに避難誘導するため、地域住民、自主防災組織の協力を得ながら、平常時よりこ
れらの者にかかる避難誘導体制の整備に努める。
12　浸水想定区域における避難体制の整備
(2) 浸水想定区域における円滑かつ迅速な避難を確保するための措置
浸水想定区域については、国土交通省近畿地方整備局が水防法第10条の４の規定に基づき、・・・

９　浸水想定区域における避難体制の整備
(1) 浸水想定区域における円滑かつ迅速な避難を確保するための措置
　浸水想定区域については、国土交通省近畿地方整備局及び三重県が水防法第10条の４の規定に基づ
き、１水系３河川（淀川水系木津川（柘植川、服部川を含む））における浸水想定区域を指定している。

８　浸水想定区域における避難体制の整備
(1) 浸水想定区域における円滑かつ迅速な避難を確保するための措置
　浸水想定区域については、国土交通省近畿地方整備局が水防法第10条の４の規定に基づき、１水系３
河川（淀川水系木津川（柘植川、服部川を含む））における浸水想定区域を指定している。

１０　避難所の管理運営体制
　地域住民が避難所を円滑に運営できるように、地域主体による避難所運営マニュアルの作成を推進する
ものとする。
　　避難所運営マニュアルに定める主な項目
(1) 避難所の管理者不在時の開設体制
(2) 避難所を管理するための責任者の派遣
(3) 災害対策本部との連絡体制
(4) 市避難所要員、自治会等自主防災組織、施設管理者との協力体制
(5) 「避難所運営マニュアル」を活用した地域住民による避難所運営の推進
(6) 災害時要援護者や男女のニーズに配慮した避難所運営体制

９　避難所の管理運営体制
　地域住民が避難所を円滑に運営できるように、地域主体による避難所運営マニュアルの作成を推進する
ものとする。
　　避難所運営マニュアルに定める主な項目
(1) 避難所の管理者不在時の開設体制
(2) 避難所を管理するための責任者の派遣
(3) 災害対策本部との連絡体制
(4) 市避難所要員、自主防災組織、施設管理者との協力体制
(5) 災害時要援護者や男女のニーズに配慮した避難所運営体制
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風水害等対策編

頁数 備　　考修　　正　　前 修　　正　　後

65

66 災害対策本部体制を強化
し、各班の検証作業を地域
防災計画に反映させるた
め。

警
戒
体
制

①　市内に次の気象警報の
いずれかが発表されたとき。
ア　暴風、暴風雪警報
イ　大雨（雪）警報
ウ　洪水警報
②　その他異常な自然現象
又は人為的原因による災害
が発生又は予想されるときで
市長（本部長・水防管理者）
が必要と認めたとき。

○相当の被害が発生すること
が予想され、又は発生したと
きで応急対策を迅速かつ正
確に行える配備とし、速やか
に、非常体制に入れる体制
○市長（本部長・水防管理
者）は、事態に即応させるた
め配備内容を変更することが
できる。
○配備要員の執務待機場所
は、全員各職場とする。（配備
要員以外については勤務時
間外の場合には自宅におい
て待機するものとする。）

【警戒体制配備１】
○総合危機管理室
○産業建設部農村整備課
○産業建設部建設１課、建設
２課
○水道部水道総務課
○消防本部消防救急課
○各支所振興課
（必要な人員は、総合危機管
理室と協議し、課内で定め
る。）
○人権生活環境部市民活動
推進室
（必要に応じて、総合危機管
理室が招集する。）
【警戒体制配備２】
○各部が総合危機管理室と
協議した、配備計画による。

警
戒
体
制

①　市内に次の気象警報の
いずれかが発表されたとき。
ア　暴風、暴風雪警報
イ　大雨（雪）警報
ウ　洪水警報
②　その他異常な自然現象
又は人為的原因による災害
が発生又は予想されるときで
市長（本部長・水防管理者）
が必要と認めたとき。

○相当の被害が発生すること
が予想され、又は発生したと
きで応急対策を迅速かつ正
確に行える配備とし、速やか
に、非常体制に入れる体制
○市長（本部長・水防管理
者）は、事態に即応させるた
め配備内容を変更することが
できる。
○配備要員の執務待機場所
は、全員各職場とする。（配備
要員以外については勤務時
間外の場合には自宅におい
て待機するものとする。）

【警戒体制配備１】
○総合危機管理室
○産業建設部農村整備課
○産業建設部建設１課、建設
２課
○水道部水道総務課
○消防本部消防救急課
○各支所振興課
○各支所産業建設課
（必要な人員は、総合危機管
理室と協議し、課内で定め
る。）
【警戒体制配備２】
○各部が総合危機管理室と
協議した、配備計画による。

準
備
体
制

①　次の注意報のうちいずれ
かが、市内に発表され、市長
（本部長・水防管理者）が当
該配備を必要と認めたとき。
ア　大雪注意報
イ　大雨注意報
ウ　強風（風雪）注意報
エ　洪水注意報
②　警報が発表されていない
が、市内が台風の進路にあた
るとき
③　その他異常な自然現象
又は人為的原因による災害
で、市長（本部長・水防管理
者）が当該配備を必要と認め
たとき

○総合危機管理室及び災害
対策関係課の職員が災害に
関する情報連絡を円滑に行
い、状況に応じて警戒体制に
入れる体制
○市長（本部長・水防管理
者）は、状況により配備の要
否を決定するとともに、事態に
即応させるため配備内容を変
更することができる。
○配備要員の執務待機場所
は、全員各職場とする。

○総合危機管理室
○各支所振興課
（必要な人員は、総合危機管
理室と協議し、課内で定め
る。）
○状況に応じて次の災害対
策関係課職員を招集する。
・産業建設部農村整備課
・産業建設部建設１課、建設２
課
・水道部水道総務課
・消防本部消防救急課
・各支所産業建設課
（必要な人員は、総合危機管
理室と協議し、課内で定め
る。）

準
備
体
制

①　次の注意報のうちいずれ
かが、市内に発表され、市長
（本部長・水防管理者）が当
該配備を必要と認めたとき。
　ア　大雪注意報
　イ　大雨注意報
　ウ　強風（風雪）注意報
　エ　洪水注意報
②　警報が発表されていない
が、市内が台風の進路にあた
るとき
③　その他異常な自然現象
又は人為的原因による災害
で、市長（本部長・水防管理
者）が当該配備を必要と認め
たとき

○総合危機管理室及び災害
対策関係課の職員が災害に
関する情報連絡を円滑に行
い、状況に応じて警戒体制に
入れる体制
○市長（本部長・水防管理
者）は、状況により配備の要
否を決定するとともに、事態に
即応させるため配備内容を変
更することができる。
○配備要員の執務待機場所
は、全員各職場とする。

○総合危機管理室
○各支所振興課
（必要な人員は、総合危機管
理室と協議し、課内で定め
る。）
○状況に応じて次の災害対
策関係課職員を招集する。
・産業建設部農村整備課
・産業建設部建設１課、建設２
課
・水道部水道総務課
・消防本部消防救急課
・各支所振興課
（必要な人員は、総合危機管
理室と協議し、課内で定め
る。）

種別 配備基準 配備内容 配備要員種別 配備基準 配備内容 配備要員

　　別表：配備基準

　　風水害等対策時
　　① 災害対策本部の配備体制

　　別表：配備基準　　震災対策時

５　災害対策本部の組織及び所掌事務
　災害対策本部の組織及び所掌事務は、本部条例及び本部要綱の定めるところによるが、その概要は次
頁のとおりである。

５　災害対策本部の組織及び所掌事務
　災害対策本部の組織及び所掌事務は、本部条例及び本部要綱の定めるところによるが、その概要は次頁
のとおりである。
　災害対策本部の各班は、所掌事務遂行のため、各自「災害時職員行動マニュアル」を作成し、これに基づ
き対策に当たるものとする。
　また、各班は、このマニュアルについて、災害時における実地検証はもとより、総合防災訓練や図上訓練
等の機会をとらえて、平常時においても適宜検証作業を行い、本計画の修正等に反映させるものとする。
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風水害等対策編

頁数 備　　考

68

所属課等の変更
表現の適正化

70

「調査食糧輸送班」から移
動

71 所属課等の変更

「防災総括班」から移動

企画総務
部

広報情報
班

秘書広報課
企画課
情報推進室

１　渉外に関すること。
２　その他本部秘書に関すること。
３　本部長命令の伝達に関すること。
４　各班に対する防災・災害情報の周知に関すること。
５　防災総括班との連携に関すること。
６　災害関係の広報広聴に関すること。
７　報道機関に関すること。（報道担当）
８　その他、他の班に属さない事務に関すること。
９　支所振興班との連携に関すること。

総合危機
管理室

防災総括
班

企画総務
部

広報情報
班

秘書広報課
企画課
情報推進室

１　渉外に関すること。
２　その他本部秘書に関すること。
３　本部長命令の伝達に関すること。
４　各班に対する防災・災害情報の周知に関すること。
５　防災総括班との連携に関すること。
６　災害関係の広報広聴に関すること。
７　報道機関に関すること。（報道担当）
８　鉄道及び路線バス等の被害状況の把握・報告に関
すること。
９　その他、他の班に属さない事務に関すること。
10　支所振興班との連携に関すること。

５　災害対策本部の組織及び所掌事務
 (2) 所掌事務
【災害対策本部各部の所掌事務】

５　災害対策本部の組織及び所掌事務
 (2) 所掌事務
【災害対策本部各部の所掌事務】

部名 班名 所属課等 所掌事務 部名 班名 所属課等 所掌事務

総合危機
管理室

防災総括
班

総合危機管理室
議会事務局
中心市街地活性
化推進室

１　本部の設置及び廃止に関すること。
２　本部会議の庶務に関すること。
３　本部会議の運営に関すること。
４　気象情報の受信、伝達及び災害情報の収集、記録
に関すること。
５　被害状況及び災害応急対策の実施状況等の総括、
記録に関すること。
６　災害関係文書の収受及び災害報告に関すること。
７　防災無線等通信業務に関すること。
８　自衛隊の災害派遣要請に関すること。
９　その他公共の秩序の維持、安定に関すること。
10　県災害対策本部、その他関係機関との連絡に関す
ること。
11　避難勧告、指示に関すること。
12　水防計画に関すること。
13　都市施設等の被害調査及び災害対策に関するこ
と。
14　議会との連絡調整に関すること。
15　都市計画課及び地域対策部等との連携に関するこ
と。

修　　正　　前 修　　正　　後

総合危機管理室
契約監理室
中心市街地活性
化推進室

１　本部の設置及び廃止に関すること。
２　本部会議の庶務に関すること。
３　本部会議の運営に関すること。
４　気象情報の受信、伝達及び災害情報の収集、記録
に関すること。
５　被害状況及び災害応急対策の実施状況等の総括、
記録に関すること。
６　災害関係文書の収受及び災害報告に関すること。
７　防災無線等通信業務に関すること。
８　自衛隊の災害派遣要請に関すること。
９　その他公共の秩序の維持、安定に関すること。
10　県災害対策本部、その他関係機関との連絡に関す
ること。
11　避難勧告、指示に関すること。
12　水防計画に関すること。
13　都市施設等の被害調査及び災害対策に関するこ
と。
14　都市計画・建築住宅班及び地域対策部等との連携
に関すること。

物資輸送
調達班

財政課
出納室
契約監理室
監査委員事務局
収税課

１　災害関係の予算措置に関すること。
２　応急・救援用資材、物資等の購入、借受けに関する
こと。
３　その他災害関係物品の調達、配分に関すること。
４　見舞、義援金の受領保管に関すること。
５　災害経理に関すること。
６　災害救助要員、避難者の輸送に関すること。
７　災害応急用の資機材の輸送に関すること。
８　救援物資の受け入れ、保管、配給に関すること。
９　産業建設部の各班、調査班及び広報情報班、地域
支援班、支所振興班との連携に関すること。

物資輸送
調達班

財政課
出納室
議会事務局
監査委員事務局
収税課

１　災害関係の予算措置に関すること。
２　応急・救援用資材、物資等の購入、借受けに関する
こと。
３　その他災害関係物品の調達、配分に関すること。
４　見舞、義援金の受領保管に関すること。
５　災害経理に関すること。
６　災害救助要員、避難者の輸送に関すること。
７　災害応急用の資機材の輸送に関すること。
８　救援物資の受け入れ、保管、配給に関すること。
９　議会との連絡調整に関すること。
10　産業建設部の各班、調査班及び広報情報班、地域
支援班、支所振興班との連携に関すること。
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風水害等対策編

頁数 備　　考修　　正　　前 修　　正　　後

69

70

「要援護者支援班」から移
動

健康福祉
部

健康福祉
部

要援護者
支援班

障がい福祉課
介護高齢福祉課
地域包括支援セ
ンター

障がい福祉課
介護高齢福祉課
地域包括支援セ
ンター

１　り災者の応急救助に関すること。
２　り災者に対する救援物資の給与に関すること。
３　社会福祉施設の被害調査及び災害対策に関するこ
と。
４　要援護者の避難支援に関すること。
５　要援護者台帳の作成、活用及び管理に関すること。
６　関係者への情報提供に関すること。
７　関係者との連絡調整に関すること。
８　人権生活環境部、支所住民福祉班との連携に関す
ること

人権生活
環境部

衛生班

１　り災者の応急救助に関すること。
２　救援、義援金品の収受及び事務手続に関すること。
３　り災者に対する救援物資の給与に関すること。
４　社会福祉施設の被害調査及び災害対策に関するこ
と。
５　要援護者の避難支援に関すること。
６　要援護者台帳の作成・保管に関すること。
７　関係者への情報提供に関すること。
８　関係者との連絡調整に関すること。
９　人権生活環境部、支所住民福祉班との連携に関す
ること

要援護者
支援班

環境政策課
環境センター
清掃事業課
さくらリサイクルセ
ンター
不燃物処理場
浄化センター

１　被災地のし尿、塵芥収集、処理に関すること。
２　災害時における環境対策に関すること。
３　所管施設の被害調査及び災害対策に関すること。
４　健康福祉部救助防疫班及び支所住民福祉班との連
携に関すること。

人権生活
環境部

衛生班 環境政策課
環境センター
清掃事業課
さくらリサイクルセ
ンター
しらさぎクリーンセ
ンター
不燃物処理場
浄化センター

１　被災地のし尿、塵芥収集、処理に関すること。
２　災害時における環境対策に関すること。
３　所管施設の被害調査及び災害対策に関すること。
４　健康福祉部救助防疫班及び支所住民福祉班との連
携に関すること。

救助防疫
班

厚生保護課
こども家庭課
保険年金課
健康推進課
地域医療対策室
各保育所（園）

１　被災地の消毒及び防疫に関すること。
２　確認された死体の納棺運搬に関すること。
３　衛生材料、その他必需品の調達、診療施設等所管
施設の被害調査及び災害対策に関すること。
４　救護所（応急治療所）及び避難所への応援に関する
こと。
５　救助法の適用手続きに関すること。
６　救助法に基づく本部事務に関すること。
７　被災者生活再建支援法の適用等に関すること。
８　避難所の開設・運営に関すること。
９　災害弔慰金の支給及び災害救護資金の貸付に関す
ること。
10　日本赤十字社との事務調整に関すること。
11　災害時における保育所（園）の開設運営に関するこ
と。
12　人権生活環境部、支所住民福祉班との連携に関す
ること。

救助防疫
班

厚生保護課
こども家庭課
保険年金課
健康推進課
地域医療対策室
各保育所（園）

１　被災地の消毒及び防疫に関すること。
２　確認された死体の納棺運搬に関すること。
３　衛生材料、その他必需品の調達、診療施設等所管
施設の被害調査及び災害対策に関すること。
４　救護所（応急治療所）及び避難所への応援に関する
こと。
５　災害救助法の適用手続きに関すること。
６　災害救助法に基づく本部事務に関すること。
７　被災者生活再建支援法の適用等に関すること。
８　避難所の開設・運営に関すること。
９　災害弔慰金の支給及び災害救護資金の貸付に関す
ること。
10　救援、義援金品の収受及び事務手続に関すること。
11　日本赤十字社との事務調整に関すること。
12　災害時における保育所（園）の開設運営に関するこ
と。
13　人権生活環境部、支所住民福祉班との連携に関す
ること。
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風水害等対策編

頁数 備　　考修　　正　　前 修　　正　　後

71

９～11「調査食糧輸送班」か
ら移動

【地域対策部各班の所掌事務】 【地域対策部各班の所掌事務】
72

１　所掌に関する被害状況及び災害対策実施状況の取りまとめ並びに災
害対策本部の所管各部との連絡調整に関すること。
２　所掌に関する災害写真（説明添付）の取りまとめに関すること。
３　関係機関、団体との連絡調整に関すること。
４　各班それぞれの所掌事務計画の策定に関すること。
５　他の班の応援に関すること。
６　班長は、班内及び他班との連絡調整を行う。

各班共通 １　所掌に関する被害状況及び災害対策実施状況の取りまとめ並びに災
害対策本部の所管各部との連絡調整に関すること。
２　所掌に関する災害写真（説明添付）の取りまとめに関すること。
３　関係機関、団体との連絡調整に関すること。
４　各班それぞれの所掌事務計画の策定に関すること。
５　他の班の応援及び相互連携に関すること。
６　班長は、班内及び他班との連絡調整を行う。

１　教育施設等の被害調査及び災害対策に関すること。
２　文化財の被害調査及び災害対策に関すること。
３　災害時における教育施設の避難場所としての応急
供用に関すること。
４　避難所の開設・運営に関すること。
５　健康福祉部、産業建設部建築住宅班、教育支援班
との連携に関すること。

各班共通

部名 所属等 部名 班名 所属課等 所掌事務所属課等

都市計
画・建築
住宅班

都市計画課
建築住宅課

１　市有財産（建物）等の修理及び被害額の算定に関す
ること。
２　被害住宅の被害認定に関すること。
３　被災者生活再建支援法の活用に関すること。
４　被災建築物応急危険度判定士の養成・派遣及び判
定の実施に関すること。（震災対策時）
５　災害救助法による応急仮設住宅の建設に関するこ
と。
６　被災宅地危険度判定士の養成・派遣及び判定の実
施に関すること。
７　応急仮設住宅の建設及び入居者の決定に関するこ
と。
８　避難所及び応急仮設住宅の応急修理に関すること。
９　災害復興支援施策に関すること。
10　電気、ガス及び通信等の被害状況の把握に関する
こと。
11　都市施設等の被害調査及び災害対策に関するこ
と。
12　防災総括班、調査食糧輸送班、地域対策部との連
携に関すること。

教育部 教育施設
班

教育総務課
生涯学習課
中央公民館
各公民館
各教育集会所
スポーツ振興課
上野図書館

１　教育施設等の被害調査及び災害対策に関すること。
２　文化財の被害調査及び災害対策に関すること。
３　災害時における教育施設の避難場所としての応急
供用に関すること。
４　避難所の開設・運営に関すること。
５　健康福祉部、産業建設部建築住宅班との連携に関
すること。

教育部 教育施設
班

教育総務課
生涯学習課
中央公民館
各公民館
各教育集会所
スポーツ振興課
上野図書館

産業建設
部

建築住宅
班

建築住宅課 １　市有財産（建物）等の修理及び被害額の算定に関す
ること。
２　被害住宅の被害認定に関すること。
３　被災者生活再建支援法の活用に関すること。
４　被災建築物応急危険度判定士の養成・派遣及び判
定の実施に関すること。（災害対策時）
５　災害救助法による応急仮設住宅の建設に関するこ
と。
６　被災宅地危険度判定士の養成・派遣及び判定の実
施に関すること。
７　応急仮設住宅の建設及び入居者の決定に関するこ
と。
８　避難所及び応急仮設住宅の応急修理に関すること。
９　地域対策部との連携に関すること。

産業建設
部

産業建設
部

調査食糧
輸送班

商工労働観光課 １　商工鉱業関係等の被害調査及び災害対策に関する
こと。
２　観光施設等の被害調査及び災害対策に関すること。
３　生活必需物資の確保に関すること。
４　災害応急用の食料品、生活必需品の輸送に関する
こと。
５　地域対策部との連携に関すること。

産業建設
部

調査食糧
輸送班

商工労働観光課
都市計画課

１　商工鉱業関係等の被害調査及び災害対策に関する
こと。
２　観光施設等の被害調査及び災害対策に関すること。
３　災害復興支援施策に関すること。
４　電気、ガス及び通信等の被害状況の把握に関するこ
と。
５　鉄道及び路線バス等の被害状況の把握に関するこ
と。
６　生活必需物資の確保に関すること。
７　都市施設等の被害調査及び災害対策に関すること。
８　災害応急用の食料品、生活必需品の輸送に関する
こと。
９　中心市街地活性化推進室、地域対策部との連携に
関すること。
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風水害等対策編

頁数 備　　考修　　正　　前 修　　正　　後

72 支所振興
班

振興課 １　地域対策部内会議の運営に関すること。
２　渉外に関すること。
３　防災総括班への報告等に関すること。
４　災害関係文書の収受及び報告に関すること。
５　気象情報の報告、被害状況及び災害応急対策の実施状況等の総括、
記録に関すること。
６　支所派遣職員の動員配備に関すること。
７　企画総務部動員班への要員派遣要請に関すること。
８　災害関係の広報広聴に関すること。
９　市民相談窓口に関すること。
10　り災関係者からの陳情等の受付・処理に関すること。
11　交通機関の被害状況報告に関すること。
12　その他公共の秩序の維持、安定に関すること。
13　応急・救援用資材、物資等の購入、借受けに関すること。
14　その他災害関係物品の調達配分に関すること。
15　車輌、重機等の借上、配分に関すること。
16　各地区自主防災組織及び管内地区市民センターとの連携に関するこ
と。
17　避難所の開設・運営に関すること。
18　災害対策本部及び各班との連絡及び住民への周知、応援、救助に関
すること。
19　応急食料の緊急確保に関すること。
20　必要物資の確保に関すること。
21　電気、ガス及び通信等の被害状況の受付に関すること。
22　農地及び農業用施設等の被害受付、調査に関すること。
23　林地、林業用施設及び地すべり等の被害受付、調査に関すること。
24　農林畜産の被害受付、調査に関すること。
25　農産物、家畜等の防疫に関すること。
26　緊急物資（食料を除く）及び復興資材の斡旋に関すること。
27　市営住宅の被害受付、調査に関すること。
28　道路、橋りょう等公共土木施設及びがけ崩れについての被害受付、調
査に関すること。
29　緊急物資等の輸送道路確保に関すること。
30　応急仮設住宅等に関すること。
31　避難場所の安全確認及び確保に関すること。
32　避難所の応急修理に関すること。
33　下水道施設の被害受付、調査に関すること。
34　公共管理浄化槽施設の被害受付、調査に関すること。
35　その他の支所管内各地区の被害状況の受付、調査及び報告に関する
こと。
36　企画総務部、産業建設部、水道部との連携に関すること。

１　地域対策部内会議の運営に関すること。
２　渉外に関すること。
３　防災総括班への報告等に関すること。
４　気象情報の記録、報告に関すること。
５　災害関係文書の収受及び報告に関すること。
６　被害状況及び災害応急対策の実施状況等の総括、記録に関すること。
７　支所派遣職員の動員配備に関すること。
８　災害関係の広報広聴に関すること。
９　市民相談窓口に関すること。
10　り災関係者からの陳情等の処理に関すること。
11　交通機関の被害状況及び復旧に関すること。
12　その他公共の秩序の維持、安定に関すること。
13　応急・救援用資材、物資等の購入、借受けに関すること。
14　その他災害関係物品の調達配分に関すること。
15　車輌、重機等の借上、配分に関すること。
16　支所管内各地区の被害状況の調査、報告に関すること。
17　各地区自主防災組織及び管内地区市民センターとの連携に関するこ
と。
18　避難所の開設・運営に関すること。
19　災害対策本部及び各班との連絡及び住民への周知、応援、救助に関
すること。
20　応急食料の緊急確保に関すること。
21　必要物資の確保に関すること。
22　電気、ガス及び通信等の被害状況の把握に関すること。
23　農地及び農業用施設等の被害調査に関すること。
24　林地、林業用施設及び地すべり等の被害調査に関すること。
25　農林畜産の被害調査に関すること。
26　農産物、家畜等の防疫に関すること。
27　緊急物資（食料を除く）及び復興資材の斡旋に関すること。
28　市営住宅の被害調査に関すること。
29　道路、橋りょう等公共土木施設及びがけ崩れについての被害調査に関
すること。
30　緊急物資等の輸送道路確保に関すること。
31　応急仮設住宅等に関すること。
32　避難場所の安全確認及び確保に関すること。
33　避難所の応急修理に関すること。
34　下水道施設の被害調査、復旧に関すること。
35　公共管理浄化槽施設の被害調査に関すること。
36　企画総務部、産業建設部、水道部との連携に関すること。

振興課支所振興
班
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風水害等対策編

頁数 備　　考

83 所管班の修正
各項目の記載内容の整理
具体的な窓口の明記
伊賀市災害ボランティアセ
ンターと地区災害ボランティ
アセンターの違いを明記。
みえ災害ボランティア支援
センターとの連携は伊賀市
災害ボランティアセンターが
行う。
表現の具現化
災害の状況によって活動範
囲をあらかじめ設定すること
は難しく、日々刻々とボラン
ティアニーズは異なるため。

修　　正　　前 修　　正　　後

第５節　気象予報・警報等の発表及び伝達活動
第３項　対策
６　収集する情報の種類とその概要
(1) 警報の種類と概要

種　　　類 内　　　　　　　　　　　容

第５節　気象予報・警報等の発表及び伝達活動
第３項　対　　策
６　収集する情報の種類とその内容
(1) 警報の種類と内容

種　　　類 内　　　　　　　　　　　容

第４節　ボランティアの受入体制
第３項　対　　策
１　ボランティア受入体制の整備
(1) 受入窓口
　救助部は、伊賀市市民活動支援センター、関係各部、伊賀市社会福祉協議会及び災害救援関係のボラ
ンティア団体、NPO等のボランティア活動推進と連携しと連携し、ボランティアの受け入れ・活動の調整を行
う窓口を設置する。
(2) 活動拠点の提供
　救助部は、関係各部と連携し、ボランティア活動に必要な場所として市内の公共施設等を活用し、「伊賀
市災害ボランティアセンター」、「伊賀市○○地区災害ボランティアセンター現地本部」、「○○地区現地災
害ボランティアセンター」を設置し、「みえ災害ボランティア支援センター」と連携を図りながら、地域内外から
のボランティアを円滑に受け入れる。
(3) 機　　能
ア　被災地におけるボランティアニーズの把握、ボランティア情報の広報
イ　みえ災害ボランティア支援センターとの連絡調整
ウ　ボランティア受入れ、被災地での活動の支援
エ　その他ボランティア活動に関する庶務
(4) 事前登録
　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、災害ボランティアコーディネータ等を事前に登録
し、その育成に努める。
２　ボランティアの活動の範囲
(1) 活動の範囲
　災害時、自然発生的に集まるボランティアは、組織化された専門家集団でない場合が多く、個々の対応
では困難であるため、市は、災害発生時のボランティア活動の範囲を被災世帯への救援物資の配給、炊き
出し、情報伝達等とし、その後の状況等により、活動の範囲を広げていくものとする。
３　情報の提供
　救助部は、関係各部と連携しボランティア団体に対し、ボランティア活動に必要な情報の提供を行う。

第４節　ボランティアの受入体制
第３項　対　　策
１　ボランティア受入体制の整備
(1) 受入窓口
地域支援班は、「みえ災害ボランティア支援センター」、伊賀市市民活動支援センター、関係各部、伊賀市
社会福祉協議会及び災害救援関係のボランティア団体、NPO等と連携し、ボランティアの受け入れや活動
の調整を行う窓口として｢伊賀市災害ボランティアセンター｣を設置する。
(2) 活動拠点の提供
　地域支援班は、伊賀市災害ボランティアセンターの活動に必要な場所として市内の公共施設等を提供す
る。また、災害の規模に応じて「伊賀市○○地区災害ボランティアセンター現地本部」、「○○地区現地災害
ボランティアセンター」を設置する場合にも、同様とする。
(3) 機　　能
ア　被災地におけるボランティアニーズの把握、ボランティア情報の広報
イ　ボランティアの受入れ、ボランティアニーズとのマッチング、ボランティアの派遣調整
ウ　みえ災害ボランティア支援センターとの連絡調整
エ　その他ボランティア活動に関する庶務

２　ボランティアの活動の範囲
(1) 活動の範囲
　災害時、自然発生的に集まるボランティアは、組織化された専門家集団でない場合が多く、個々の対応は
困難であるため、「伊賀市災害ボランティアセンター」は、災害発生時のボランティア活動の範囲を、被害状
況、復旧状況に応じて設定し、ボランティアが安全に活動できるように努めるものとする。
３　情報の提供
　地域支援班は、関係各部と連携しボランティア団体に対し、ボランティア活動に必要な情報の提供を行う。

平均風速が概ね毎秒20ｍを超え、雪を伴い、重大な災害が起こるおそれが
あると予想される場合に行う。

暴 風 警 報

気
 

象
 

警
 

報

気
 

象
 

警
 

報

暴 風 警 報
平均風速が概ね毎秒20ｍを超え、重大な災害が起こるおそれがあると予想
される場合に行う。

暴風雪警報

大 雪 警 報 大雪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に行う。

暴風により重大な災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表され
る。

雪を伴う暴風により重大な災害が発生するおそれがあると予想されたときに
発表される。「暴風による重大な災害」に加えて「雪を伴うことによる視程障害
などによる重大な災害」のおそれについても警戒を呼びかける。

大雨により重大な災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表され
る。大雨警報には括弧を付して、大雨警報（土砂災害）、大雨警報（浸水
害）、大雨警報（土砂災害、浸水害）として、特に警戒すべき事項が明記され
る。

大雪により重大な災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表され
る。

暴風雪警報

大 雨 警 報 大雨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に行う。 大 雨 警 報

大雨、長雨、融雪等の現象により河川の水が増し、そのために河川の堤防、
ダムに損傷を与える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
る場合に行う。

大雨、大雪等による山崩れ、地滑り等によって重大な災害が起こるおそれが
ある場合に行う。

大雨、長雨、融雪等の現象により、低い土地、田畑等に浸水し、若しくは冠
水し、又は下水道が溢水し、若しくは氾濫する等によって、重大な災害が起
こるおそれがあると予想される場合に行う。

大 雪 警 報

大雨、長雨、融雪などにより河川が増水し、重大な災害が発生するおそれが
あると予想されたときに発表される。対象となる重大な災害として、河川の増
水や氾濫、堤防の損傷や決壊による重大な災害があげられる。

大雨、大雪等による山崩れ、地すべり等により重大な災害が発生するおそれ
があると予想されたときに発表される。

浸水により重大な災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表され
る。

洪 水 警 報

※ 地面現象警報

87

洪 水 警 報

※ 地面現象警報

※ 浸 水 警 報

表現の適正化

※ 浸 水 警 報
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風水害等対策編

頁数 備　　考修　　正　　前 修　　正　　後

(2) 注意報の種類と内容 (2) 注意報の種類と概要

イ　県 イ　県

ウ　警察 ウ　警察

エ　その他関係機関 エ　その他関係機関

注１）※印の注意報は標題を示さないで、気象警報及び注意報に含めて行う。 （注）１　※印の注意報は標題に示さないで、気象注意報に含めて行う。

早霜、晩霜等により農作物に著しい被害が予想される場合に行う。

低温注意報 低温のため農作物に著しい被害が予想される場合に行う。

洪水注意報
大雨、長雨、融雪等の現象により、低い土地、田畑等に浸水し、若しくは冠
水し、又は下水道が溢水し、若しくは氾濫する等によって災害が起こるおそ
れがあると予想される場合に行う。

霜注意報

低温により災害が発生するおそれがあると予想されたとき発表される。

大雨、長雨、融雪などにより河川が増水し、災害が発生するおそれがあると
予想されたときに発表される。

種　　　類 内　　　　　　　　　　　容

気
 

象
 

注
 

意
 

報

強風注意報
平均風速が概ね毎秒10ｍを超え、主として強風による被害が予想される場
合に行う。

風雪注意報
平均風速が概ね毎秒10ｍを超え、雪を伴い、被害が予想される場合に行
う。

大雨注意報

着氷注意報 着氷が著しく、通信線や送電線等に被害が起こると予想される場合に行う。

「なだれ」により災害が発生するおそれがあると予想されたとき発表される。

著しい着氷により災害が発生するおそれがあると予想されたとき発表され
る。
著しい着雪により災害が発生するおそれがあると予想されたとき発表され
る。

霜により災害が発生するおそれがあると予想されたとき発表される。

(4) 異常現象発見時の通報

着氷注意報

着雪注意報

霜注意報

低温注意報

浸水により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表される。

洪水注意報

※ 地面現象警報

※ 浸 水 警 報

第６節　被害情報収集・連絡活動
第３項　対　　策
４　被害状況等の収集及び報告

濃霧注意報

雷注意報

乾燥注意報

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に行う。

種　　　類

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に行う。

大雪注意報

落雷により災害が発生するおそれがあると予想されたとき発表される。また、
発達した雷雲の下で発生することの多い突風や「ひょう」によるさいがいにつ
いての注意喚起が付加されることもある。急な強い雨への注意についても雷
注意報で呼びかけられる。
空気の乾燥により災害が発生するおそれがあると予想されたとき発表され
る。

大雨、大雪等による山崩れ、地滑り等によって災害が起こるおそれがある場
合に行う。

大雨、大雪等による山崩れ、地すべり等により災害が発生するおそれがある
と予想されたときに発表される。

強風注意報

内　　　　　　　　　　　容

気
 

象
 

注
 

意
 

報

強風により災害が発生するおそれがあると予想されたとき発表される。

雪を伴う強風により災害が発生するおそれがあると予想されたとき発表され
る。

大雨により災害が発生するおそれがあると予想されたとき発表される。

大雪により災害が発生するおそれがあると予想されたとき発表される。

濃い霧により災害が発生するおそれがあると予想されたとき発表される。

着雪注意報 着雪が著しく、通信線や送電線等に被害が起こると予想される場合に行う。

87

※ 浸 水 警 報
大雨、長雨、融雪等の現象により、低い土地、田畑等に浸水し、若しくは冠
水し、又は下水道が溢水し、若しくは氾濫する等によって災害が起こるおそ
れがあると予想される場合に行う。

かなりの降雨があって被害が予想される場合に行う。

大雪によって被害が予想される場合に行う。

※ 地面現象警報

発　見　者

警　察　官

発　見　者 市　長 ・気象官署
・県
・警察
・その他関係
機関

警　察　官

第６節　被害情報収集・連絡活動
第３項　対　　策
４　被害状況等の収集及び報告

(4) 異常現象発見時の通報

市　長

表現の適正化

「異常現象」の通報を受けた市長は、直ちに次の機関に通報又は連絡するものとする。

ア　気象台

風雪注意報

大雨注意報

大雪注意報

なだれ注意報

102 現在、三重県内の気象官署
は気象台のみであるため。

・気象台
・県
・警察
・その他関係
機関

「異常現象」の通報を受けた市長は、直ちに次の機関に通報又は連絡するものとする。

ア　気象官署

13



風水害等対策編

頁数 備　　考修　　正　　前 修　　正　　後

109

110 伊賀市要援護者避難支援
プランの定義による。

111

112
伊賀市要援護者避難支援
プランの定義による。

112

伊賀市要援護者避難支援
プランの定義による。

114 表現の適正化

118 表現の適正化

９　避難方法
(1) 避難の順序
防災担当部局と福祉担当部局との連携の下、災害時要援護者の避難支援計画の実施に努めるものとし、
避難立退きの誘導にあたっては、災害時要援護者を優先して行う。
また、災害時要援護者の情報把握については、社会福祉施設等を含め、民生委員や地域住民と連携して
行うこととする。

11　避難誘導
(2) 誘導にあたっては、指示された避難所へ自主防災組織単位、自治会単位での・・・
(6) 災害時要援護者の避難誘導
　また、平常時より民生委員・児童委員等を中心に地域の災害時要援護者の状況を把握するとともに、地域
における支援を行うため、要援護者リストや災害時要援護者台帳を作成して、災害時要援護者情報を収集
し、災害時において避難誘導をバックアップするための地域住民、自治会等自主防災組織、ボランティア組
織等の協力・連携体制を図る。
　社会福祉施設等については、発災時において施設に入居する高齢者、障がい者等が速やかに避難でき
るよう、避難誘導計画を作成するとともに、避難訓練の実施等により職員等への周知徹底に努める。さらに、
施設入居者については自分の力で避難することが困難である場合が多いため、施設職員のみでは十分な
避難誘導ができないと想定される場合には、地域住民、自治会等自主防災組織、ボランティア組織等に協
力を要請する。

11　避難誘導
(2) 誘導にあたっては、指示された避難所へ自主防災会単位、自治会単位での・・・
(6) 災害時要援護者の避難誘導
　また、平常時より民生委員等を中心に地域の災害時要援護者の状況を把握するとともに、災害時におい
て避難誘導をバックアップするための地域住民、自主防災組織、ボランティア組織等の協力・連携体制を図
る。
　社会福祉施設等については、発災時において施設に入居する高齢者、障がい者等が速やかに避難でき
るよう、避難誘導計画を作成するとともに、避難訓練の実施等により職員等への周知徹底に努める。さらに、
施設入居者については自分の力で避難することが困難である場合が多いため、施設職員のみでは十分な
避難誘導ができないと想定される場合には、地域住民、自主防災組織、ボランティア組織等に協力を要請
する。

９　避難方法
(1) 避難の順序
　防災担当部局と福祉担当部局との連携の下、災害時要援護者避難支援プランの実施に努めるものとし、
避難立退きの誘導にあたっては、災害時要援護者を優先して行う。
　また、災害時要援護者の情報把握については、要援護者リスト及び災害時要援護者台帳を活用し、社会
福祉施設等を含め、民生委員・児童委員や地域住民と連携して行うこととする。

12　避難所の開設及び運営
(4) 運営管理
オ　福祉避難所等では、災害時要援護者の心身双方の健康状態には特段の配慮を行い、災害発生後の
健康相談、生活相談をはじめ、災害時要援護者相談窓口を設置するなど、各種の支援活動を検討していく
ものとする。また、必要に応じて、福祉施設等への入所、ホームヘルパーの派遣、車椅子等の手配等を福
祉事業者、ボランティア団体等の協力を得て、実施する。
　さらに、救急医療情報キット等の導入により、災害時要援護者が地域支援者以外の住民や救急隊員等に
救助された場合でも、必要な救助・避難支援情報が伝わるようにする。

12　避難所の開設及び運営
(4) 運営管理
オ　福祉避難所等では、災害時要援護者の心身双方の健康状態には特段の配慮を行い、必要に応じて、
福祉施設等への入所、ホームヘルパーの派遣、車椅子等の手配等を福祉事業者、ボランティア団体等の
協力を得て、実施する。

(7) 災害時要援護者への対応
　避難所で生活する要援護高齢者に対し、住民自治協議会・自治会等自主防災組織・ボランティア等の協
力を得て、各種救援活動を行う。
ア　各種相談機関相談員、ケアマネージャー、民生委員・児童委員等が種々の相談を受け、必要な措置を
関係機関に要請する。

(7) 災害時要援護者への対応
　避難所で生活する要援護高齢者に対し、自主防災組織・ボランティア等の協力を得て、各種救援活動を
行う。
ア　各種相談機関相談員、ケアマネージャー、民生児童委員等が種々の相談を受け、必要な措置を関係
機関に要請する。

第８節　避難対策活動
第３項　対　　策
６　避難の一般的基準
避難の勧告又は指示は、原則として次のような状態になったときに発せられるものとする。
(1) 河川、ため池が避難判断水位を突破したとき。
(2) 洪水、地すべり、崖くずれ、山崩れ、土石流、ため池の決壊等による危険が切迫しているとき。
(3) 土砂災害警戒情報が発表された場合。
(4) 爆発のおそれがあるとき。
(5) 火災が拡大するおそれがあるとき。
(6) その他、市民等の生命身体、財産を災害から保護するため必要と認められるとき。

第８節　避難対策活動
第３項　対　　策
６　避難の一般的基準
避難の勧告又は指示は、原則として次のような状態になったときに発せられるものとする。
(1) 河川、ため池が警戒水位を突破したとき。
(2) 洪水、地すべり、崖くずれ、山崩れ、土石流、ため池の決壊等による危険が切迫しているとき。
(3) 爆発のおそれがあるとき。
(4) 火災が拡大するおそれがあるとき。
(5) その他、市民等の生命身体、財産を災害から保護するため必要と認められるとき。

第10節　救助活動
第３項　対　　策
３　救助の手順
(1) ・・・伊賀警察署、名張警察署、消防団、自治会等自主防災組織、市民等の応援を得て実施するものと
する。

第10節　救助活動
第３項　対　　策
３　救助の手順
(1) ・・・伊賀警察署、名張警察署、消防団、自主防災組織、市民等の応援を得て実施するものとする。
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風水害等対策編

頁数 備　　考修　　正　　前 修　　正　　後

143

県計画との整合を図るた
め。

出展の明示。

161 表現の適正化

175 表現の適正化

表現の適正化

第26節　食料供給活動
第３項　対　　策
４　炊き出しの実施及び食料の配分
(1) 炊き出しの実施
ア　炊き出しは、住民自治協議会・自治会等自主防災組織の協力により給食施設等既存の施設を利用して
行うものとする。

第26節　食料供給活動
第３項　対　　策
４　炊き出しの実施及び食料の配分
(1) 炊き出しの実施
ア　炊き出しは、市本部の奉仕団体（自治会、自主防災会等）の協力により給食施設等既存の施設を利用
して行うものとする。

第１５節　交通応急対策
第３項　対　策
６　へリポートの確保

第１５節　交通応急対策
第３項　対　策
６　へリポートの確保

備　　考

伊賀市猿野1316 大山田東グラウンド 69m×51m

〔市内防災拠点の種類と緊急輸送道路区分〕 〔市内防災拠点の種類と緊急輸送道路区分〕

第1次

緊急輸送道路区分
指定理由

第2次 第3次
拠点の種類

大山田東グラウンド（阿波
地区防災広場）

80m×55m

132

指定番号 所　　在　　地 場　　所　　名 面　　積

216-12

平成22年度に両施設の整
備を行ったため。

第１８節　緊急輸送活動
第３項　対　　策

第１８節　緊急輸送活動
第４項　対　　策

備　　考

216-12 伊賀市猿野1316

指定番号 所　　在　　地 場　　所　　名 面　　積

○
広域応援部隊の
活動・物資搬送拠
点

広域応援部隊
の活動・物資
搬送拠点

東海地
震、東南
海・南海
地震の活
動・物資
搬送拠点

ゆめが丘多目的広場
上野運動公園
阿山B&G海洋センター
阿山運動公園
いがまちスポーツセンター
せせらぎ運動公園グラウンド
桐ヶ丘公園グラウンド
大山田東グラウンド
大山田小学校グラウンド

拠点の種類 施設名
緊急輸送道路区分

指定理由
第1次 第2次 第3次

広域応援部隊
の活動・物資
搬送拠点

東海地
震、東南
海・南海
地震の活
動・物資
搬送拠点

ゆめが丘多目的広場
上野運動公園
阿山B&G海洋センター
阿山運動公園
いがまちスポーツセンター
せせらぎ運動公園グラウンド
桐ヶ丘公園グラウンド

施設名

（「三重県緊急輸送道路ネットワーク計画」より抜粋）

７　教育施設の応急対策
(2) 施設の応急対策
ア　校舎等の一部が使用できない場合は、特別教室、講堂、屋内体育館等を利用し授業を行う。

第31節　文教対策
第３項　対　　策
６　り災児童・生徒の保健管理
(1) り災児童・生徒等の心の相談を行うため、カウンセリング体制の確立を図る。

第31節　文教対策
第３項　対　　策
６　り災児童・生徒の保健管理
(1) り災児童生徒等の心の相談を行うため、保健室におけるカウンセリング体制の確立を図る。

７　教育施設の応急対策
(2) 施設の応急対策
ア　校舎等の一部が使用できない場合は、特別教室、屋内運動場等を利用し授業を行う。

216-38 伊賀市平田293
大山田小学校旧グラウン
ド（山田地区防災広場）

○
広域応援部隊の
活動・物資搬送拠
点

110m×61m

15



風水害等対策編

頁数 備　　考修　　正　　前 修　　正　　後

177 表現の適正化

186 表現の適正化

191 表現の適正化

195 第4章　災害復旧計画
第5節　被災者の生活確保
第3項　対策
１　生業資金等の貸付
（2）生活福祉資金の貸付
ア貸付の対象
　貸付を受けようとする者は、借入申込書（市社会福祉協議会に備え付けられている）をその居住地を担当
する民生委員を通じ、市社会福祉協議会を経由して、三重県社会福祉協議会長に提出するものとする。

第4章　災害復旧計画
第5節　被災者の生活確保
第3項　対策
１　生業資金等の貸付
（2）生活福祉資金の貸付
ア貸付の対象
　貸付を受けようとする者は、借入申込書（市社会福祉協議会に備え付けられている）をその居住地を担当
する民生委員・児童委員を通じ、市社会福祉協議会を経由して、三重県社会福祉協議会長に提出するも
のとする。

第4章　災害復旧計画
第2節　財政金融計画
第3項　対策
２　国が負担又は補助する範囲
ア　公共土木施設災害復旧事業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施設事業
(ｶ) 児童福祉施設災害復旧事業
(ｷ) 身体障がい者更生援護施設災害復旧事業
(ｸ) 知的障がい者更生施設等災害復旧事業
(ｹ) 婦人保護施設災害復旧事業
(ｺ) 感染症指定医療機関災害復旧事業
(ｻ) 感染症の予防措置事業
(ｼ) 堆積土砂排除事業
(ｽ) たん水排除事業
(ｾ) 養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム災害復旧事業

第4章　災害復旧計画
第2節　財政金融計画
第3項　対策
２　国が負担又は補助する範囲
ア　公共土木施設災害復旧事業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) 社会福祉施設等災害復旧事業
(ｶ) 感染症指定医療機関災害復旧事業
(ｷ) 感染症の予防措置事業
(ｸ) 堆積土砂排除事業
(ｹ) たん水排除事業

第34節　災害義援金・義援物資の受入
第３項　対　　策
５　住民が実施する対策
(1) 集積引継ぎ
ア　義援金及び義援品を各家庭から募集したときは、自主防災組織、自治会等、青年団、婦人会及び民生
委員・児童委員等の・・・

第34節　災害義援金・義援物資の受入
第３項　対　　策
５　住民が実施する対策
(1) 集積引継ぎ
ア　義援金及び義援品を各家庭から募集したときは、自主防災会、自治会、青年団、婦人会及び民生委員
会等の・・・

第32節　住宅応急対策
第３項　対　　策
３　応急仮設住宅の入居対象者等
ウ　自己の資力では住宅を建設することができない世帯であること。
(注)ウに該当する者の例
生活保護法の被保護者及び要保護者
特定の資産のない失業者
特定の資産のない未亡人及び母子家庭
特定の資産のない老人、病弱者及び障がい者
特定の資産のない勤労者
特定の資産のない小企業者
前各号に準ずる経済的弱者

第32節　住宅応急対策
第３項　対　　策
３　応急仮設住宅の入居対象者等
ウ　自己の資力では住宅を建設することができない世帯であること。
(注)ウに該当する者の例
生活保護法の被保護者及び要保護者
特定の資産のない失業者
特定の資産のない未亡人及び母子家庭
特定の資産のない老人、病弱者及び身体障がい者
特定の資産のない勤労者
特定の資産のない小企業者
前各号に準ずる経済的弱者
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震災対策編

頁数 備　　考

204 伊賀市要援護者避難支援
プランの定義による。

207

210

211

処理すべき事務又は業務
の追記

事業所名変更

214 時点修正

修　　正　　前 修　　正　　後

第1章　総　則
第１節　計画の方針
第４項　用語
１１　災害時要援護者…必要な情報を迅速かつ的確に把握し、災害から自らを守るために安全な場所に
　　　　　　　　　　　　　避難するなどの災害時の一連の行動をとるのに支援を要する人々をいい、一般的
　　　　　　　　　　　　　に高齢者、障がい者、外国人、乳幼児、妊産婦等があげられている。

第1章　総　則
第１節　計画の方針
第４項　用語
１１　災害時要援護者…災害時に支援を必要とする①～⑦の「要援護者」のうち、支援を希望し、必要な個
　　　　　　　　　　　　　人情報を提供することに同意して「災害時要援護者支援制度」に登録した人をいう。
　　　　　　　　　　　　　①６５歳以上で一人暮らしの人
　　　　　　　　　　　　　②６５歳以上のみの世帯の人
　　　　　　　　　　　　　③要介護３から要介護５までの介護保険の認定を受けている人
　　　　　　　　　　　　　④身体障害者手帳の交付を受けている人
　　　　　　　　　　　　　⑤療育手帳の交付を受けている人
　　　　　　　　　　　　　⑥精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人
　　　　　　　　　　　　　⑦上記のほか、乳幼児、妊婦、外国人居住者など、災害発生時において避難情報
　　　　　　　　　　　　　　の入手、避難の判断又は避難行動を自ら行うことが困難な人で要援護者として市
　　　　　　　　　　　　　　長が認める人

第２節　防災関係機関の責務と業務の大綱
第２項　処理すべき事務又は業務の大綱
(4) 津地方気象台
ア　東海地震に関連する情報の通報並びに周知
イ　地震に関する観測及びその成果の収集並びに情報の発表

５　指定公共機関
(9) 中部電力株式会社三重支店（上野営業所）
９　自主防災組織、自治会及び住民自治協議会等
(1) 伊賀市自治会連合会、各地区住民自治協議会

第２節　防災関係機関の責務と業務の大綱
第２項　処理すべき事務又は業務の大綱
(4) 津地方気象台
ア　東海地震に関連する情報の通報並びに周知
イ　気象庁本庁が行う津波予警報等の県への通知
ウ　地震に関する観測及びその成果の収集並びに情報の発表
エ　気象庁が発表する緊急地震速報（警報）について、緊急地震速報の利用の心得などの周知・広報
５　指定公共機関
(9) 中部電力株式会社三重支店（伊賀営業所）
９　自主防災組織、自治会及び住民自治協議会
(1) 自治会及び住民自治協議会

第４節　伊賀市の特質と既往の地震災害
第２項　社会的条件
１　人口・世帯数の推移
　本市の人口は、平成23年12月末現在で99,234人、世帯数は39,635世帯となっている。これは平成22年
12月末と比較すると人口で0.89％の減、世帯数で0.05％の伸びとなっている。
２　年齢別人口
　年齢別人口においては、表の通りであり少子高齢化傾向が今後急速に進んでいく状況にある。65歳以
上の高齢者人口の比率は、平成17年には24.6％であったものが平成23年12月末には26.83％と高齢化が
着実に進んでいる。

第４節　伊賀市の特質と既往の地震災害
第２項　社会的条件
１　人口・世帯数の推移
　本市の人口は、平成22年7月末現在で100,374人、世帯数は39,649世帯となっている。これは平成21年7
月末と比較すると人口で0.48％の減、世帯数で0.9％の伸びとなっている。
２　年齢別人口
　年齢別人口においては、表の通りであり少子高齢化傾向が今後急速に進んでいく状況にある。65歳以
上の高齢者人口の比率は、平成17年には24.6％であったものが平成22年7月末には26.62％と高齢化が
着実に進んでいる。

8,049０才

女

10才 4,487 9,461

計年　　　　令 男

6,067 5,284

4,112 3,937

11,35120才

40才

6,498 5,954 12,45230才

5,540 5,644 11,184～ 49才

60才

6,61450才

7,104

6,577 13,191～ 59才

7,320 14,424～ 69才

80才

5,096 6,463 11,559～ 79才70才

2,610 4,759 7,369～ 89才

1,303～ 99才 1,04090才

100才

263

(H22年7月末現在）

～

～

～

 ９才

29才

39才

～ 19才 4,974

 ９才 4,001

合　　計 48,882 51,492 100,374

4 27 31～

(H23年12月末現在）

年　　　　令 男 女 計

3,822 7,823

10才 ～ 19才 4,913 4,378 9,291

０才 ～

20才 ～ 29才 5,898

5,633 11,177

30才 ～ 39才 6,352

5,120 11,018

5,801 12,153

6,318 12,581

40才 ～

50才 ～ 59才 6,263

49才 5,544

60才 ～ 69才 7,163

4,882 7,678

70才 ～ 79才 5,097

7,301 14,464

6,468 11,565

1,170 1,446

80才 ～

90才 ～ 99才 276

89才 2,796

35 38

合　　計 48,306 50,928 99,234

100才 ～ 3

（伊賀市住民基本台帳及び外国人登録より）（伊賀市住民基本台帳及び外国人登録より）
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震災対策編

頁数 備　　考修　　正　　前 修　　正　　後

214

216 地震災害に対する理解促
進を図るため追記

第1章　総則
第5節　地震の想定
第2項　地震の想定
(1) 名張断層帯
ア　地震の規模　Ｍ7.3
イ　震源域　名張断層帯
ウ　震度　最大震度７　平均震度６弱

(2) 木津川断層帯
ア　地震の規模　Ｍ7.3
イ　震源域　木津川断層帯
ウ　震度　最大震度７　平均震度６弱

(3) 頓宮断層
ア　地震の規模　Ｍ7.3
イ　震源域　頓宮断層
ウ　震度　最大震度６強　平均震度５強

第1章　総則
第5節　地震の想定
第2項　地震の想定
(1) 名張断層帯
ア　地震の規模　Ｍ7.3
イ　震源域　名張断層帯
ウ　震度　最大震度７　平均震度６弱
エ　今後30年の発生確率　長期評価の対象外
(2) 木津川断層帯
ア　地震の規模　Ｍ7.3
イ　震源域　木津川断層帯
ウ　震度　最大震度７　平均震度６弱
エ　今後30年の発生確率　ほぼ0％
(3) 頓宮断層
ア　地震の規模　Ｍ7.3
イ　震源域　頓宮断層
ウ　震度　最大震度６強　平均震度５強
エ　今後30年の発生確率　1％以下

(4) 東海地震
ア　地震の規模　Ｍ8.0
イ　震源域　駿河湾及びその西方沖
ウ　震度　最大震度４　平均震度４

(5) 東南海地震
ア　地震の規模　Ｍ8.1
イ　震源域　遠州灘西部から紀伊半島沖
ウ　震度　最大震度５強　平均震度５強

(6) 南海地震
ア　地震の規模　Ｍ8.4
イ　震源域　紀伊半島から四国沖
ウ　震度　最大震度４　平均震度４

（平成18年3月三重県地域防災計画被害想定調査データブックによる。）

(4) 東海地震
ア　地震の規模　Ｍ8.0
イ　震源域　駿河湾及びその西方沖
ウ　震度　最大震度４　平均震度４
エ　今後30年の発生確率　88％（参考値）
(5) 東南海地震
ア　地震の規模　Ｍ8.1
イ　震源域　遠州灘西部から紀伊半島沖
ウ　震度　最大震度５強　平均震度５強
エ　今後30年の発生確率　70％程度
(6) 南海地震
ア　地震の規模　Ｍ8.4
イ　震源域　紀伊半島から四国沖
ウ　震度　最大震度４　平均震度４
エ　今後30年の発生確率　60％程度

（平成18年3月三重県地域防災計画被害想定調査データブック
及び平成24年1月活断層及び海溝型地震の長期評価による。）

31,657

３　地域別人口 ３　地域別人口

(H22年7月末現在）

世帯数男 女 計

26,310

伊賀 5,269 5,467 10,736 3,957

上野 30,730 31,935 62,665

813

阿山 3,779 4,057 7,836 2,590

島ヶ原 1,173 1,355 2,528

1,890

青山 5,289 5,740 11,029 4,089

大山田 2,642 2,938 5,580

伊賀市計 48,882 51,492 100,374

(H23年12月末現在）

男 女 計 世帯数

62,106 26,299

伊賀 5,205 5,407 10,612 3,954

上野 30,449

815

阿山 3,694 4,039 7,733 2,590

島ヶ原 1,151 1,337 2,488

1,908

青山 5,196 5,608 10,804 4,069

大山田 2,611 2,880 5,491

39,635

（伊賀市住民基本台帳及び外国人登録より）

伊賀市計 48,306 50,928 99,23439,649

（伊賀市住民基本台帳及び外国人登録より）
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震災対策編

頁数 備　　考修　　正　　前 修　　正　　後

223

伊賀市要援護者避難支援
プランの定義による。

226 表現の適正化

228

第３節　自主防災組織の育成・強化計画
第１項　計画目標
○東海地震、東南海・南海地震等大規模な地震が発生した時に「自分たちのまちは自分たちで守る」た
め、自治会及び事業所単位等で自主防災組織の育成・強化を推進する。
第３項　対　　策
２　地域住民の自主防災組織
(6) 平常時の具体的な活動指針
イ　計画的な防災活動
・・・民生委員・児童委員や障がい者相談員、福祉関係団体、自治会等との連携により、地域の実情に合っ
た対応に努める。
エ　防災訓練の実施
　総合防災訓練、地域防災訓練、その他の訓練において、注意情報発表時及び災害発生時の対応とし
て、次に掲げる事項を主な内容とする防災訓練を実施する。この場合、他の地域の自主防災組織、職域
の防災組織、市、消防団、防災関係機関、自衛隊等と有機的な連携をもって行う。
　また、災害時要援護者に対しても、非常時における生活の講習会などを開催し、緊急の災害時において
的確な判断と行動ができるよう地域の実情に応じた体験的な訓練を行う。

第２章　防災予防計画
第１節　防災思想・防災知識の普及計画
第３項　対　策
４　個人備蓄の推進
５　災害時要援護者に対する対応
６　企業防災の促進
７　相談窓口の設置
８　その他の防災関係機関が実施する対策

第２章　防災予防計画
第１節　防災思想・防災知識の普及計画
第３項　対　策
４　福祉サービス提供者等に対する防災教育
災害時における施設入所者への対応を日頃から協議するために、福祉サービス提供者等の参加を得て、
災害時における対応・連携に関する研修や実践的な訓練を実施する。
５　個人備蓄の推進
６　災害時要援護者に対する対応
７　企業防災の促進
８　相談窓口の設置
９　その他の防災関係機関が実施する対策

第３節　自主防災組織の育成・強化計画
第１項　計画目標
○東海地震、東南海・南海地震等大規模な地震が発生した時に「自分たちのまちは自分たちで守る」た
め、地域及び事業所単位等で自主防災組織の育成・強化を推進する。
第３項　対　　策
２　地域住民の自主防災組織
(6) 平常時の具体的な活動指針
イ　計画的な防災活動
・・・民生委員・児童委員や身体障がい者相談員、福祉関係団体等との連携により、地域の実情に合った
対応に努める。
エ　防災訓練の実施
　総合防災訓練、地域防災訓練、その他の訓練において、注意情報発表時及び災害発生時の対応とし
て、次に掲げる事項を主な内容とする防災訓練を実施する。この場合、他の地域の自主防災組織、職域
の防災組織、市、消防団、防災関係機関、自衛隊等と有機的な連携をもって行う。
　また、災害時要援護者に配慮した訓練の実施に努めるものとする。

オ　地域内の他組織との連携
　・・・民生委員・児童委員、障がい者相談員、福祉関係団体、自治会等と連携を密にし・・・
(8) 個別指導・助言
　自主防災組織の活性化、効率的な組織運営等を推進するため、組織編成や活動内容に関する相談を
受け、今後の活動に対する個別指導・助言を行う。また、整備されていない地域については、住民自治協
議会を通じて自治会に組織づくりを啓発していく。
６　住民が実施する対策
(2) 地域支援ネットワーク
要援護者を把握し支援するために、各地域にある住民自治協議会、自治会、民生委員・児童委員、自主
防災組織、地域支援者等が「地域支援ネットワーク」を構築する。
【平常時の活動】
ア　要援護者に関する情報の収集と管理
イ　災害時の安否確認や情報伝達ができる仕組みづくり
ウ　災害時要援護者避難支援マップに関する情報の収集と管理
エ　要援護者が居住する住宅の防災対策支援
オ　構成員同士が日頃から連絡を密にし、災害発生時の対応についての打合せ等
【災害発生時の活動】
ア　地区の要援護者の安否確認等の集約を行うとともに、市からの問い合わせ等への対応
イ　必要に応じて要援護者の避難所等への誘導、引継ぎ、搬送等の対応
(3) 事業所単位の自衛消防組織等

オ　地域内の他組織との連携
　・・・民生委員・児童委員、身体障がい者相談員、福祉関係団体、自治会等と連携を密にし・・・
(8) 個別指導・助言
　自主防災組織の活性化、効率的な組織運営等を推進するため、組織編成や活動内容に関する相談を
受け、今後の活動に対する個別指導・助言を行う。また、整備されていない地域については、自治会連合
会を通じて組織づくりを啓発していく。
５　住民が実施する対策

(2) 事業所単位の自衛消防組織等
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震災対策編

頁数 備　　考修　　正　　前 修　　正　　後

235 表現の適正化

236

236

表現の適正化

237

伊賀市要援護者避難支援
プランの定義による。

第11節　避難対策計画
第３項　対　　策
１　避難情報の種類
(2) 避難勧告・指示及び避難準備情報の類型

第11節　避難対策計画
第３項　対　　策
１　避難情報の種類
(2) 避難勧告・指示及び避難準備情報の類型

発令時の状況 住民に求める行動 発令時の状況 住民に求める行動
災害時要援護者等、特に避難行動
に時間を要する者が避難行動を開
始しなければならない段階であり、人
的被害の発生する可能性が高まった
状況

・災害時要援護者等、特に避難行動
に時間を要する者は、計画された避
難所への避難行動を開始(地域支援
者は支援行動を開始)
・上記以外の者は、家族等との連
絡、非常用持出品の用意等、避難準
備を開始

２　避難情報の周知
(1) 広報の手段
　広報は緊急を要するため、行政情報チャンネル、防災行政無線、市ホームページ、携帯メール、広報
車、自治会長への連絡等を通して実施する。

２　避難情報の周知
(1) 広報の手段
　広報は緊急を要するため、行政情報チャンネル、防災行政無線、市ホームページ、携帯メール、広報
車、住民自治協議会、自治会への連絡等を通して実施する。

避難準備（災害時要
援護者避難）情報

災害時要援護者等、特に避難行動
に時間を要する者が避難行動を開
始しなければならない段階であり、人
的被害の発生する可能性が高まった
状況

・災害時要援護者等、特に避難行動
に時間を要する者は、計画された避
難所への避難行動を開始(避難支援
者は支援行動を開始)
・上記以外の者は、家族等との連
絡、非常用持出品の用意等、避難準
備を開始

避難準備（災害時要
援護者避難）情報

市民・自主防災組織 避難準備情報

(2) 広報の内容
避難の三類型の内容と市民の行動規範を中心に説明する。

(2) 広報の内容
避難の三類型の内容と市民の行動規範を中心に説明する。

避難情報の種類 避難対象 主体 避難情報の種類 避難対象 主体

危険地域居住者（災害時要
援護者）

市民・自治会等自主防災組
織

避難勧告・指示
危険地域居住者（地域全住

民）
市民・自主防災組織・消防団 避難勧告・指示

危険地域居住者（地域全住
民）

市民・自治会等自主防災組
織・消防団

避難準備情報
危険地域居住者（災害時要
援護者）

３　避難所等の指定
(2) 指定避難所
ア　避難所の留意事項
(ｴ)災害時要援護者に配慮した福祉避難所の確保や、被災地内外を問わず宿泊施設を避難場所として
借り上げるなど、多様な避難所の確保について検討するものとする。

３　避難所等の指定
(2) 指定避難所
ア　避難所の留意事項
(ｴ)災害時要援護者に配慮した福祉避難所の確保や、被災地内外を問わず宿泊施設を避難場所として借
り上げるなど、多様な避難所の確保について検討するものとする。特に、福祉避難所については、学校を
避難所とする場合、保健室や特定の教室を“福祉避難室”とする、避難所の一画を区切って“福祉避難場
所”として確保する等、公共施設のみならず、宿泊施設あるいは特別養護老人ホームなどの民間施設の活
用も視野に入れて量的確保に努める。
また、利用しやすい構造とケアが整った社会福祉施設等を福祉避難所として指定するため、平常時にお
いて社会福祉施設関係者と要援護者の受け入れについての協議を行い、受け入れ協定の締結を引き続
き進めていくものとする。

４　避難場所、避難路の整備
(1) 東海地震、東南海・南海地震等大規模地震により著しい被害が生じるおそれがあると認められる地域
又はその周辺の地域、公園、緑地、広場その他の公共空地を一時的な避難の場所として、又はこれに準
ずる安全な場所への道路等を整備していくものとする。

４　避難場所、避難路の整備
(1) 東海地震、東南海・南海地震等大規模地震により著しい被害が生じるおそれがあると認められる地域
又はその周辺の地域、公園、緑地、広場その他の公共空地を一時的な避難の場所として、又はこれに準
ずる安全な場所への道路等を整備していくものとする。
(2) 高齢者など避難所を知らない市民を考慮し、災害時にあわてないようにするために、日頃から地震発
生時の安全確保や避難所までの経路の確認（複数）を行う。
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頁数 備　　考修　　正　　前 修　　正　　後

238 災害時要援護者避難支援
プラン策定済みのため、同
プランの記述に基づいた記
述に変更。

伊賀市要援護者避難支援
プランの定義による。

６　災害時要援護者の避難支援計画等の策定
　市、福祉関係機関、民生児童委員等の協力のもと、市内における災害時要援護者の把握に努めるととも
に、平成17年3月に国が策定した「避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガイドライン」、伊賀地域内防
災、福祉関係機関で構成する伊賀地域防災ネットワーク会議で平成20年３月に策定された「災害時要援
護者避難支援プラン策定マニュアル」等に基づき、伊賀市災害時要援護者避難支援プラン（仮称）を策定
するものとする。

６　災害時要援護者情報の把握・共有
　要援護者に関する情報の把握・共有を図るため、要援護者リスト、災害時要援護者台帳、災害時要援護
者名簿を作成し、これらの情報を個人情報保護の観点から必要に応じて限定的に情報共有することとす
る。

名称 内容 情報提供（共有）先

要援護者リスト ・市の各所属が保有するデー
タを基に、対象者を抽出した
もの。
・氏名、住所、生年月日、要
援護者区分等を記載。

・市の関係部署が共有。

災害時要援護者台帳 ・要援護者リストの情報に要
援護者本人の申請による「個
別計画」を加えたもの。
・地域支援者、避難所、避難
に際しての留意事項等を記
載。

・市の関係部局、地域支援者
等、災害時要援護者本人の
同意の上で、覚書を提出した
人に提供。

災害時要援護者名簿 ・災害時要援護者台帳の中
から、平常時及び災害時の
防災活動に活用するため、
必要最小限の情報を抜き出
したもの。
・住所、氏名、性別、電話番
号、生年月日、緊急時連絡
先、自治会名等

・行政の関係部局のほか、社
会福祉協議会、消防団、住
民自治協議会、自治会、民
生委員・児童委員、自主防災
組織へ、覚書の提出により情
報提供。

７　災害時要援護者の避難支援体制の整備
　防災担当部局、福祉担当部局及びその他関連部局の連携の下、消防団、自治会等自主防災組織の防
災関係機関及び平常時から災害時要援護者と接している福祉関係者が協力して、災害時要援護者の避
難支援体制の整備に努める。
(1) 災害時要援護者避難支援等推進委員会の設置
　災害時における要援護者の避難支援体制を整備するため、庁内の横断的な組織を設置し、平常時から
防災消防関係部局と福祉関係部局等が一体となって以下の業務に取り組む。
ア　災害時要援護者避難支援プランの見直しに関すること
イ　要援護者の避難支援体制の整備に関すること
ウ　同プランの周知等に関すること
エ　災害時要援護者、地域支援者及び職員等に対する防災講演会や防災訓練などに関すること
オ　その他、同プランの推進に関すること
(2) 要援護者支援班の設置
　災害対策本部の中に要援護者支援班を設置し、災害時要援護者台帳の活用・管理や住民自治協議
会、自治会、民生委員・児童委員等との連携により、以下の業務に取り組む。
ア　災害時要援護者台帳の活用・管理に関すること
イ　関係者への情報提供に関すること

ウ　関係者との連絡調整に関すること
エ　その他、要援護者の避難支援に関すること
(3) 災害時要援護者支援行動マニュアルの作成
　住民自治協議会、自治会等自主防災組織、民生委員・児童委員、福祉団体等との協力体制強化に資
することを目的として、地域防災力の向上を図るために、日頃の備えや災害時の基本的な知識、要援護者
の避難支援などについて記載する災害時要援護者支援行動マニュアルを作成する。
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頁数 備　　考修　　正　　前 修　　正　　後

９　住民への周知 １０　住民への周知

239 １０　観光客対策 １１　観光客対策

１１　避難所の区分 １２　避難所の区分

８　避難所の管理運営体制
　地域住民が避難所を円滑に運営できるように、地域主体による避難所運営マニュアルの作成を推進す
るものとする。
　　避難所運営マニュアルに定める主な項目
(1) 避難所の管理者不在時の開設体制
(2) 避難所を管理するための責任者の派遣
(3) 災害対策本部との連絡体制
(4) 「避難所運営マニュアル」を活用した地域住民による避難所運営の推進
(5) 災害時要援護者や男女のニーズに配慮した避難所運営体制

９　避難所の管理運営体制
　地域住民が避難所を円滑に運営できるように、地域主体による避難所運営マニュアルの作成を推進する
ものとする。
　　避難所運営マニュアルに定める主な項目
(1) 避難所の管理者不在時の開設体制
(2) 避難所を管理するための責任者の派遣
(3) 災害対策本部との連絡体制
(4) 市避難所要員、自治会等自主防災組織、施設管理者との協力体制
(5) 「避難所運営マニュアル」を活用した地域住民による避難所運営の推進
(6) 災害時要援護者や男女のニーズに配慮した避難所運営体制

７　災害時要援護者の避難誘導体制の整備
　防災担当部局と福祉担当部局との連携の下、消防団、自主防災組織等の防災関係機関及び平常時か
ら災害時要援護者と接している社会福祉協議会、民生委員、介護保険制度関係者、障がい者団体等の
福祉関係者と協力して、情報伝達体制の整備、災害時要援護者に関する情報の把握・共有及び避難支
援計画の策定等、災害時要援護者の避難誘導体制の整備に努めるものとする。
　また、避難誘導に際し、被災者の安全を確保するため、発電装置、照明装置等の整備を図るものとす
る。

８　災害時要援護者の避難誘導体制の整備
(1) 個別計画の策定
　災害時要援護者の避難誘導等を迅速かつ適切に実施するために、住民自治協議会、自治会、民生委
員・児童委員、自主防災組織等の協力を得て、災害時要援護者一人ひとりに対する地域支援者、避難
所、避難路、避難方法、情報伝達方法等を定めた個別計画を策定する。
(2) 特別な支援が必要な災害時要援護者への対応
　人口呼吸器・酸素供給装置等を使用している在宅の難病患者や、定期的な人工透析が必要な在宅療
養者等に対しては、医療機関、医療機器業者、訪問看護ステーション等の連絡方法を確認し、個別の災
害発生時の対応方法を決めておく。
　また、避難誘導に際し、被災者の安全を確保するため、発電装置、照明装置等の整備を図るものとす
る。
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頁数 備　　考

248 誤記

252

定期報告の所管は全て三
重県が行っているため、市
が把握することはできない

ブロック塀の建築基準は建
築士の特例により建築確認
の審査対象となっていない
ため、啓発のみとした

254

伊賀市では指定されていな
いため

表現の適正化

259 事業所名変更

287 東海地震注意情報は警戒
宣言が発せられる前に発表
されるものであるため

292

修　　正　　前 修　　正　　後

第16節　公共施設・ライフライン施設災害予防計画第15節　公共施設・ライフライン施設災害予防計画

第17節　建築物等災害予防計画
第３項　対　　策
１　対象となる建築物
(2) 一般建築物
病院、社会福祉施設、学校、劇場等多数の住民が集合する建築物及び事業所施設については、(1) 市有
建築物と同様に、耐震性の確保を(建築落下物の防止を含む)図るよう、建築物の耐震改修の促進に関す
る法律などを活用して指導する。
また、住宅等小規模な建築物の耐震化を進めるため、住民との情報共有化、専門家との協働による住民
への働きかけ、耐震診断・改修の促進・支援、耐震性を確保するための指導等を行う。
(3) ブロック塀、石垣等対策
ブロック塀については、正しい施工のあり方及び既存のものの補強の必要性についての普及を図るために
施工関係者に対して講習会・研修会を実施するとともに、築造時には建築基準法等による建築基準が遵
守されるよう建築確認の窓口等において啓発を行っていくものとする。

第17節　建築物等災害予防計画
第３項　対　　策
１　対象となる建築物
(2) 一般建築物
病院、社会福祉施設、学校、劇場等多数の住民が集合する建築物及び事業所施設については、(1) 市有
建築物と同様に、耐震性の確保を(建築落下物の防止を含む)図るよう、建築物の耐震改修の促進に関す
る法律及び建築基準法の定期報告制度などを活用して指導する。
また、住宅等小規模な建築物の耐震化を進めるため、住民との情報共有化、専門家との協働による住民
への働きかけ、耐震診断・改修の促進・支援、耐震性を確保するための指導等を行う。
(3) ブロック塀、石垣等対策
ブロック塀については、正しい施工のあり方及び既存のものの補強の必要性についての普及を図るため
に施工関係者に対して講習会・研修会を実施するとともに、築造時には建築基準法等による建築基準が
遵守されるよう建築確認の窓口等において指導・啓発を行っていくものとする。

第18節　地盤災害防止計画
第３項　対　　策
１　砂防対策、地すべり対策及び急傾斜地崩壊防止事業
(3) 宅地造成地がけ崩れ災害防止
イ　がけ地近接等危険住宅移転事業の推進
土砂災害特別警戒区域内に存する危険な既存不適格住宅を移転して安全な住環境の整備に努める。
２　液状化対策
(2) 開発（宅地）指導の窓口等において、住民等に液状化対策の周知、啓発に努めるものとする。

第18節　地盤災害防止計画
第３項　対　　策
１　砂防対策、地すべり対策及び急傾斜地崩壊防止事業
(3) 宅地造成地がけ崩れ災害防止
イ　がけ地近接等危険住宅移転事業の推進
土砂災害特別警戒区域内、災害危険区域又は建築基準法第40条の適用区域に存する危険な既存不適
格住宅を移転して安全な住環境の整備に努める。
２　液状化対策
(2) 建築確認申請の窓口等において、住民等に液状化対策の周知、啓発に努めるものとする。

第３章　地震防災応急対策
第１節　総　則
第３項　地震防災応急対策として処理すべき事務又は業務の大綱
５　指定公共機関
(8) 中部電力株式会社三重支店（上野営業所）

第３章　地震防災応急対策
第１節　総　則
第３項　地震防災応急対策として処理すべき事務又は業務の大綱
５　指定公共機関
(8) 中部電力株式会社三重支店（伊賀営業所）

第14節　市民のとるべき措置
第３項　対　　策
１　市民のとるべき措置
(2) 東海地震注意情報の発表（報道開始時）から警戒宣言が発せられるまで情報に注意するとともに冷静
に行動する。
ア　テレビ、ラジオ等の情報に注意する。
イ　落ち着いた行動をとる。
ウ　電話の使用を自粛する。
エ　自動車の利用を自粛する。

第14節　市民のとるべき措置
第３項　対　　策
１　市民のとるべき措置
(2) 東海地震注意情報の発表（報道開始時）から警戒宣言が発せられるまで情報に注意するとともに冷静
に行動する。
ア　テレビ、ラジオ等の情報に注意する。
イ　落ち着いた行動をとる。
ウ　電話の使用を自粛する。
エ　自動車の利用を自粛する。
オ　東海地震注意情報が発表された場合、外出や不要不急の旅行等は自粛する。

別表：配備基準　　震災対策時別表：配備基準　　震災対策時

第４章　災害応急対策計画
第１節　活動体制
４　災害対策本部設置時の職員等（動員）配備体制

第４章　災害応急対策計画
第１節　活動体制
４　災害対策本部設置時の職員等（動員）配備体制
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頁数 備　　考修　　正　　前 修　　正　　後

298

299

301

東海地震観測情報の名称
が平成23年3月24日から変
更となったため

種別 配備基準 配備内容 配備要員 種別 配備基準 配備内容 配備要員

準
備
体
制

①　市内で震度４以上の地震
が発生し、市長（本部長）が
必要と認めたとき
②　東海地震等に関する大
規模地震対策特別措置法に
基づく東海地震観測情報が
発せられたとき
③　概ね80km圏の範囲等で
の震源地地震や市内で震度
４未満の初動地震が観測さ
れ、以降に余震等が予見さ
れる場合で市長（本部長）が
必要と認めたとき

○総合危機管理室及び災害
対策関係課の職員が災害に
関する情報連絡を円滑に行
い、状況に応じて警戒体制に
入れる体制
○市長（本部長）は、状況に
より配備の要否を決定すると
ともに、事態に即応させるた
め配備内容を変更することが
できる。
○配備要員の執務待機場所
は、全員各職場とする。

○総合危機管理室
○各支所振興課
（必要な人員は、総合危機管
理室と協議し、課内で定め
る。）
○状況に応じて次の災害対
策関係課職員を召集する。
・産業建設部農村整備課
・産業建設部建設１課、２課
・水道部水道総務課
・消防本部消防救急課
・各支所産業建設課
（必要な人員は、総合危機管
理室と協議し、課内で定め
る。）

準
備
体
制

①　市内で震度４以上の地震
が発生し、市長（本部長）が
必要と認めたとき
②　東海地震等に関する大
規模地震対策特別措置法に
基づく東海地震に関する調
査情報（臨時）が発せられた
とき
③　概ね80km圏の範囲等で
の震源地地震や市内で震度
４未満の初動地震が観測さ
れ、以降に余震等が予見さ
れる場合で市長（本部長）が
必要と認めたとき

○総合危機管理室及び災害
対策関係課の職員が災害に
関する情報連絡を円滑に行
い、状況に応じて警戒体制に
入れる体制
○市長（本部長）は、状況に
より配備の要否を決定すると
ともに、事態に即応させるた
め配備内容を変更することが
できる。
○配備要員の執務待機場所
は、全員各職場とする。

○総合危機管理室
○各支所振興課
（必要な人員は、総合危機管
理室と協議し、課内で定め
る。）
○状況に応じて次の災害対
策関係課職員を召集する。
・産業建設部農村整備課
・産業建設部建設１課、２課
・水道部水道総務課
・消防本部消防救急課
・各支所振興課
（必要な人員は、総合危機管
理室と協議し、課内で定め
る。）

第８節　避難対策活動
第３項　対　　策
７　避難の一般的基準
避難の勧告又は指示は、原則として次のような状態になったときに発せられるものとする。
(1) 東海地震、東南海・南海地震等の大規模な地震が発生し、火災や家屋倒壊の危険のため避難の必要
が生じたとき。
(2) 地すべり、崖くずれ、山崩れ、土石流、ため池の決壊等による危険が切迫しているとき。
(3) 爆発のおそれがあるとき。
(4) 火災が拡大するおそれがあるとき。
(5) その他、市民等の生命又は身体、財産を災害から保護するため必要と認められるとき。
10　避難方法
(1) 避難の順序
避難立退きの誘導にあたっては、災害時要援護者を優先して行う。
また、災害時要援護者の情報把握については、社会福祉施設等を含め、民生委員や地域住民と連携し
て行うこととする。

第８節　避難対策活動
第３項　対　　策
７　避難の一般的基準
避難の勧告又は指示は、原則として次のような状態になったときに発せられるものとする。
(1) 東海地震、東南海・南海地震等の大規模な地震が発生し、火災や家屋倒壊の危険のため避難の必要
が生じたとき。
(2) 地すべり、崖くずれ、山崩れ、土石流、ため池の決壊等による危険が切迫しているとき。
(3) 土砂災害警戒情報が発表された場合。
(4) 爆発のおそれがあるとき。
(5) 火災が拡大するおそれがあるとき。
(6) その他、市民等の生命又は身体、財産を災害から保護するため必要と認められるとき。
10　避難方法
(1) 避難の順序
災害時要援護者避難支援プランの実施に努めるものとし、避難立退きの誘導にあたっては、災害時要援
護者を優先して行う。
また、災害時要援護者の情報把握については、要援護者リスト及び災害時要援護者台帳を活用し、社会
福祉施設等を含め、民生委員・児童委員や地域住民と連携して行うこととする。
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頁数 備　　考修　　正　　前 修　　正　　後

302

304

表現の適正化

伊賀市要援護者避難支援
プランの定義による。

307 表現の適正化

308 表現の適正化

316 表現の適正化

12　避難誘導
(2) 誘導にあたっては、指示された避難所へ自主防災会単位、自治会単位での集団避難を心がけ、災害
時要援護者の避難誘導を優先的に行うものとする。
(6) 災害時要援護者の避難誘導
災害発生時において、災害時要援護者は迅速・的確な行動がとりにくいため、避難誘導において取り残さ
れる等の危険性がある。そこで、災害時要援護者を適切に避難誘導するため、平常時より民生委員等を
中心に地域の災害時要援護者の状況を把握するとともに、災害時において避難誘導をバックアップする
ための地域住民、自主防災組織、ボランティア組織等の協力・連携体制を図る。
また、社会福祉施設等については、発災時において施設に入居する高齢者、障がい者等が速やかに避
難できるよう、避難誘導計画を作成するとともに、避難訓練の実施等により職員等への周知徹底に努め
る。さらに、施設入居者については自分の力で避難することが困難である場合が多いため、施設職員のみ
では十分な避難誘導ができないと想定される場合には、地域住民、自主防災組織、ボランティア組織等に
協力を要請する。
13　避難所の開設及び運営
(4) 運営管理
オ　福祉避難所等では、災害時要援護者の心身双方の健康状態には特段の配慮を行い、常に良好な衛
生状態を保つよう心がけるとともに、必要に応じて、救護所の設置、福祉施設等への入所、ホームヘル
パーの派遣、車椅子等の手配等を福祉事業者、ボランティア団体等の協力を得て、実施する。
(8)災害時要援護者への対応
ア　各種相談機関相談員、ケアマネージャー、民生児童委員等が種々の相談を受け、必要な措置を関係
機関に要請する。

12　避難誘導
(2) 誘導にあたっては、指示された避難所へ自主防災組織単位、自治会単位での集団避難を心がけ、災
害時要援護者の避難誘導を優先的に行うものとする。
(6) 災害時要援護者の避難誘導
災害発生時において、災害時要援護者は迅速・的確な行動がとりにくいため、避難誘導において取り残さ
れる等の危険性がある。そこで、災害時要援護者を適切に避難誘導するため、平常時より民生委員・児童
委員等を中心に地域の災害時要援護者の状況を把握するとともに、災害時において避難誘導をバック
アップするための地域住民、自治会等自主防災組織、ボランティア組織等の協力・連携体制を図る。
また、社会福祉施設等については、発災時において施設に入居する高齢者、障がい者等が速やかに避
難できるよう、避難誘導計画を作成するとともに、避難訓練の実施等により職員等への周知徹底に努める。
さらに、施設入居者については自分の力で避難することが困難である場合が多いため、施設職員のみで
は十分な避難誘導ができないと想定される場合には、地域住民、自治会等自主防災組織、ボランティア組
織等に協力を要請する。
13　避難所の開設及び運営
(4) 運営管理
オ　福祉避難所等では、災害時要援護者の心身双方の健康状態には特段の配慮を行い、常に良好な衛
生状態を保つよう心がけるとともに、災害発生後の健康相談、生活相談をはじめ、災害時要援護者相談窓
口を設置するなど、各種の支援活動を検討していくものとする。また、必要に応じて、救護所の設置、福祉
施設等への入所、ホームヘルパーの派遣、車椅子等の手配等を福祉事業者、ボランティア団体等の協力
を得て、実施する。
さらに、救急医療情報キット等の導入により、災害時要援護者が地域支援者以外の住民や救急隊員等に
救助された場合でも、必要な救助・避難支援情報が伝わるようにする。
(8)災害時要援護者への対応
ア　各種相談機関相談員、ケアマネージャー、民生委員・児童委員等が種々の相談を受け、必要な措置
を関係機関に要請する。

第９節　消防救急活動
第３項　対　　策
４　住民が実施する対策
(1) 消防活動（初期消火活動）
発災直後にあっては、道路交通等の寸断が予測されることから、消防機関が被災地に赴くのに時間を要
することとなる。
このため、被災地の地元住民や自主防災組織、消防団等は、消防本部の消防隊が到着するまでの間、可
能な限り出火防止、初期消火及び延焼防止に努める。
(2) 救急活動（初期救急活動）
被災地の地元住民や自主防災組織、消防団等は、救急関係機関が到着するまでの間、可能な限り応急
手当の実施に努める。

第９節　消防救急活動
第３項　対　　策
４　住民が実施する対策
(1) 消防活動（初期消火活動）
発災直後にあっては、道路交通等の寸断が予測されることから、消防機関が被災地に赴くのに時間を要
することとなる。
このため、被災地の地元住民や自治会等自主防災組織、消防団等は、消防本部の消防隊が到着するま
での間、可能な限り出火防止、初期消火及び延焼防止に努める。
(2) 救急活動（初期救急活動）
被災地の地元住民や自治会等自主防災組織、消防団等は、救急関係機関が到着するまでの間、可能な
限り応急手当の実施に努める。

第10節　救助活動
第３項　対　　策
９　住民が実施する対策
(1) 初期救助活動
大震災が発生した場合には、被害が広域において同時多発し、輸送路も麻痺しやすいことから救助機関
が被災地に赴くのに時間を要することとなる。
被災地の地元住民や自治会等自主防災組織、消防団等は、関係機関が到着するまでの間、可能な限り
の初期救助活動に努める。

第10節　救助活動
第３項　対　　策
９　住民が実施する対策
(1) 初期救助活動
大震災が発生した場合には、被害が広域において同時多発し、輸送路も麻痺しやすいことから救助機関
が被災地に赴くのに時間を要することとなる。
被災地の地元住民や自主防災組織、消防団等は、関係機関が到着するまでの間、可能な限りの初期救
助活動に努める。

第28節　住宅応急対策
第３項　対策
３　応急仮設住宅の入居対象者等
(1) 入居者
・・・特定の資産のない老人、病弱者及び身体障がい者・・・

第28節　住宅応急対策
第３項　対策
３　応急仮設住宅の入居対象者等
(1) 入居者
・・・特定の資産のない老人、病弱者及び障がい者・・・
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頁数 備　　考修　　正　　前 修　　正　　後

323

328 表現の適正化

329 時点修正第５章　災害復旧計画
第２節　激甚災害の指定
[資料]
４　その他の財政援助及び助成
(1) 公立社会教育施設災害復旧事業に対する補助の対象となるものは、法第3条第1項の特定地方公共
団体が設置する公民館、図書館、少年自然の家、同和対策集会所、体育館、運動場、水泳プール、その
他文部科学大臣が財務大臣と協議して定める施設で、その災害の復旧に要する経費の額が一の公立社
会教育施設ごとに20万円以上が対象となる。

第５章　災害復旧計画
第２節　激甚災害の指定
[資料]
４　その他の財政援助及び助成
(1) 公立社会教育施設災害復旧事業に対する補助の対象となるものは、法第3条第1項の特定地方公共
団体が設置する公民館、図書館、体育館、運動場、水泳プール、その他文部科学大臣が財務大臣と協議
して定める施設で、その災害の復旧に要する経費の額が一の公立社会教育施設ごとに60万円以上が対
象となる。

第5章　災害復旧計画
第1節　民生安定のための緊急措置
第3項　対策
１　生活確保に関する計画
（1）生業資金等の貸付
イ　生活福祉資金の貸付
（ｲ）借入の手続
　貸付を受けようとする者は、社会福祉法人伊賀市社会福祉協議会に備え付けられている借入申込書を
その居住地を担当する民生委員を通じて、社会福祉法人伊賀市社会福祉協議会を経由して、社会福祉
法人三重県社会福祉協議会に提出するものとする。

第5章　災害復旧計画
第1節　民生安定のための緊急措置
第3項　対策
１　生活確保に関する計画
（1）生業資金等の貸付
イ　生活福祉資金の貸付
（ｲ）借入の手続
　貸付を受けようとする者は、社会福祉法人伊賀市社会福祉協議会に備え付けられている借入申込書を
その居住地を担当する民生委員・児童委員を通じて、社会福祉法人伊賀市社会福祉協議会を経由して、
社会福祉法人三重県社会福祉協議会に提出するものとする。

第５章　災害復旧計画
第２節　激甚災害の指定
[資料]
１　公共土木施設災害復旧事業等に関する特別の財政援助
(1) （2）省略
(3) 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の規定の適用を受ける公立学校の施設の災害復旧事業(4)
　公営住宅災害復旧事業
公営住宅法第8条第3項の規定の適用を受ける公営住宅、及び同施設の建設又は補修に関する事業
(4) 生活保護施設災害復旧事業
生活保護法第40条(地方公共団体が設置するもの)又は第41条(社会福祉法人又は日赤が設置するもの)
の規定により設置された保護施設の災害復旧事業
(5) 児童福祉法第35条第2項から第4項までの規定により設置された児童福祉施設の災害復旧事業
(6) 老人福祉施設災害復旧事業
老人福祉法第15条の規定により設置された養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの災害復旧事業
(7) 身体障がい者更生援護施設災害復旧事業
身体障がい者福祉法第27条第2項又は第3項の規定により、県又は市が設置した身体障がい者更生援護
施設災害復旧事業
(8) 知的障がい者援護施設災害復旧事業
知的障がい者福祉法第19条の規定により県又は市が設置した知的障がい者援護施設の災害復旧事業
(9) 婦人保護施設災害復旧事業.
売春防止法第36条の規定により県が設置した婦人保護施設の災害復旧事業
(10)堆積土砂排除事業
　　　省略
(11)たん水排除事業
　　　省略

第５章　災害復旧計画
第２節　激甚災害の指定
[資料]
１　公共土木施設災害復旧事業等に関する特別の財政援助
(1) (2) 省略
(3) 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の規定の適用を受ける公立学校の施設の災害復旧事業
(4) 公営住宅災害復旧事業
公営住宅法第8条第3項の規定の適用を受ける公営住宅、及び同施設の建設又は補修に関する事業
(5) 社会福祉施設等災害復旧事業
     生活保護施設、児童福祉施設、婦人保護施設、母子福祉施設、老人福祉施設、身体障害者社会参
加支援施設、障害者支援施設等の災害復旧事業
(6)堆積土砂排除事業
　　省略
(7)たん水排除事業
　　省略
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