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伊賀市地域防災計画（風水害等対策編）及び水防計画修正案の概要について 

 

【修正の趣旨】 

近年各地で発生している土砂災害や洪水、局地的大雨などに対応するため、現行の伊賀市地域防災計

画（風水害等対策編、平成 23年度）及び伊賀市水防計画（平成 20年度）を修正します。 

三重県では、台風接近時等の事前の減災対策を進めることを目的として、平成 27年 3月に三重県地域

防災計画（風水害等対策編）が抜本的に修正されました。本市においても、三重県地域防災計画との整

合を図る必要から、同計画に配慮するとともに、災害対策基本法や水防法の改正等の動向を注視しつつ、

本市の災害特性を踏まえた改訂を行い、実践的かつ効果的な計画とするため、現行の伊賀市地域防災計

画（風水害等対策編）を修正します。 

また、水防法の改正等を踏まえ、現行の伊賀市水防計画も修正します。 
 
※このページでは修正の主なポイントを示し、次ページでは災害対策基本法及び水防法の主な改正内容

と各計画への反映箇所を記しています。 
 
 

１ 伊賀市地域防災計画（風水害等対策編）の修正案について 

(1) 全体構成の見直し 

これまでの「章・節」の構成を「部・章・節」の構成に改め、その際、「章」はジャンルや目的で区

分し、「節」はその区分に応じた内容や活動を記述しています。従来の「総則」「災害予防計画」「災害

応急対策計画」「災害復旧計画」の４章構成から、「総則」「災害予防・減災対策」「台風接近時の減災対

策」「発災時（災害継続中）の応急対策」「被災者支援（発災後の応急対策）・復旧対策」「事故等による

災害対策」の６部構成としています。 

(2) 発災直前の減災対策の追加 

台風や前線を伴う大雨については、数日前から規模や進路等が予測可能であり、事前にどれだけ準備

対策を実施できるかが発災時の減災に大きく影響することから、第３部に「台風接近時の減災対策」を

新設し、タイムラインの考え方を盛り込み、台風接近直前に実施する対策（早期避難等）を記載してい

ます。具体的に、木津川上流域における『台風の接近・上陸に伴う洪水を対象とした、直轄河川管理区

間沿川の市町村の避難勧告の発令等に着目したタイムライン（防災行動計画）』（伊賀市）を、第 3 部第

1章の末尾に入れています（右図参照）。 

減災を推し進めるため、新たに避難勧告等の発令基準（第 3 部第 1 章第 3 節）や、避難行動の類型と

適切な行動選択（第 3部第 1章第 2節）、要配慮者のカテゴリー別対応法（第 3部第 2章第 2節）などに

ついても記載しています。 

(3) 発災後の応急・復旧対策の見直し 

第４部「発災時（災害継続中）の応急対策」では、主に三重県が台風の暴風域に入っている間や前線

停滞による大雨等により、今まさに災害が発生する、または発生した直後の状況を想定し、主に被害拡

大防止のための応急的な対策（災害情報連絡体制の整備、避難所等の確保、広域応援・受援体制の整備

等）について記載しています。刻々と変化する気象に対して、正しい情報の入手と適切な判断及び行動

選択に関する事項を整理しています。 

第５部「発災後の応急・復旧対策」では、台風通過後等も浸水被害が収まらず、避難所等で避難生活

を送る住民が多数発生している等の状況を想定し、避難者支援対策や公共施設等の復旧等、発災直後か

ら復旧までの一連の応急・復旧対策を記載しています。 

(4) 局地的大雨等の特定自然災害対策の追加 

局地的大雨については、台風等を想定した従前の対策では対応しきれないことが考えられるため、特

定自然災害特有の平時の対策や発災時の対策を別途記載しています。 

 

(5) 事故等災害対策の取り扱い 

第６部「事故等による災害対策」では、風水害とは独立して部を設け、危険物施設等での事故、原子

力事故の対策及び大規模火災、林野火災について、事故災害等別に節を設置し、事前予防から発災時の

対策を記載しています。 

(6) 本市の災害特性の記載と対策の強化 

 本市の人口・世帯数等の社会的条件を更新し、過去の主な風水害の災害史を改訂しています。また、

過去の降雨状況や土砂災害発生件数等のデータを組み入れることで、本市の災害特性を客観的に示して

います（第 1部第 3章）。 

市の災害特性を踏まえ、大雨や洪水、土砂災害等に対する警戒体制の整備、備蓄の充実、物資供給体

制の整備、避難誘導対策、要配慮者対策などについて記載を充実させています。 

(7) 資料編の記載事項の更新 

 指定避難所等の一覧表の更新や、危険箇所（浸水想定区域等）にある要配慮者利用施設一覧表の掲載

などをしています。 
 

２ 伊賀市水防計画の修正案について 

(1) 河川管理者との連携強化 

 水防法改正に伴い、河川管理者（国・県）と連携した水防訓練の実施について追記しています（第 7

章第 12節）。 

(2) 三重県水防計画との整合 

 三重県水防計画における水位情報をもとに、各河川における避難判断水位や氾濫危険水位等を更新し

ています（第 7章第 1節）。 

(3) その他 

 特別警報の発表基準（第 7章第 1節）や、防災基本計画の修正に伴う水防活動時における安全確保（第

7章第 3節）を入れています。 
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＜参考＞災害対策基本法改正（平成 25年 6月）に伴う計画修正案（風水害等対策編）での主な修正内容（1/2） 

項目 改正の背景・趣旨等 【】は修正案での主な反映箇所 

基本理念 

 

法第 2条の 2 

「減災の考え方」、

「自助・共助・公

助」、「ハード・ソ

フトの組合せ」等

の基本理念を明確

化 

想定を大きく超える規模の甚大な被害が生じた東日本大震災に際し、被害を

完全に防ぎきることができない中でも人命の保護を最も優先することが大切

であること等の教訓を踏まえ、今後発生が懸念される大規模広域災害に備え

るため、災害対策に関する基本的な考え方を広く共有し、関係者が一体とな

って災害対策に取り組む体制を整えることとしたもの。 

⇒【第 2部第 1章 自助・共助を育む対策の推進】 

各主体の責務 

 

法第 5条 

法第 7条第 2～3項 

･事業者の責務を

追加 

･行政とボランテ

ィアとの連携を追

加 

･住民の責務とし

て「備蓄」、「防災

訓練」を追加 

大規模広域な被害が生じた東日本大震災では、行政に加えて、民間の事業者

や、ボランティア等が大きな役割を果たしたことを踏まえ、地域の住民、企

業、ボランティア、関係団体等多様な主体が協働して災害対策に取り組むべ

きことが明らかになるよう、各主体の責務を明確化することとしたもの。 

⇒【第 2部第 1章 自助・共助を育む対策の推進】のほか、全体に各主体の

実施項目と内容を記載 

計画 

法第 42条第 3項 

第 42条の 2 

コミュニティレベ

ルの計画として地

区防災計画を位置

付け 

自助・共助による自発的な防災活動を促進し、ボトムアップ型で地域におけ

る防災力を高めるため、市内の居住者等から提案等があった場合に、市地域

防災計画に、地区防災計画を定めることができるものとしたもの。 

⇒【第 2部第 1章第 1節 市民や地域の防災対策の推進】 

災害予防責任者の

任務 

 

法第 49条の 3 

物資供給事業者の

協力を得るための

措置（協定等）を

追加 

大規模広域な被害が生じた東日本大震災では、行政に加えて、民間の事業者

や、ボランティア等が大きな役割を果たしたことを踏まえ、行政のみならず、

民間事業者の持つノウハウや流通備蓄等を活用することにより、官民一体と

なった災害対策を推進する必要があるため、民間事業者との協力に関する協

定の締結等を、災害予防責任者の努力義務として制度化することとしたもの。 

⇒【第 2部第 1章第 5節 企業・事業所の防災対策の促進】 

【第 2部第 5章第 4節 物資等の備蓄・調達・供給体制の整備】 

指定緊急避難場所 

 

法第 49条の 4～6、

8 

一定期間滞在する

避難所を区別し

て、安全性等の一

定の基準を満たす

施設・場所を指定

する仕組みを創設 

過去の水害等の際、住民が災害想定区域内にある避難所に避難した結果、か

えって危険が生じた事例があったことを踏まえ、災害の範囲、規模等に関す

る一定の想定が可能である自然災害（土砂災害、洪水等）について、安全面

の観点から、それぞれの災害ごとに、当該災害の危険から緊急に逃れるため

の避難場所を指定し、これを住民等に周知することにより、より円滑かつ安

全な避難を促進しようとするもの。 

⇒【第 2部第 2章第 1節 避難対策等の推進】ほか、資料編のリスト 

指定避難所 

 

法第 49条の 7～8 

生活環境等を確保

するための一定の

基準を満たす施設

を指定する仕組み

を創設 

災害時に、被災者の避難及び救援を円滑に実施するためには、これらの用に

供する適切な施設を平時から指定しておき、住民等に広く周知しておくこと

が有効である。また、指定により救援物資等の送付先となる避難所を事前に

把握しておくことにより、国等によるプッシュ型の物資輸送の的確かつ迅速

な実施や、広域避難が必要な事態の円滑な被災住民の受入れの協議が可能と

なる。 

⇒【第 2部第 2章第 1節 避難対策等の推進】ほか、資料編のリスト 

避難行動 

要支援者名簿 

 

法第 49 条の 10～

13 

･災害時の避難に

支援を要する者に

ついての名簿の作

成･利用制度を創

設 

･個人情報保護の

特例を措置 

高齢者や障害者等の「要配慮者」を災害から保護するため、市長が避難につ

いて特に支援が必要な者の名簿をあらかじめ作成し、消防機関や民生委員等

の地域の支援者との間で情報共有するための制度を創設。この際、こうした

名簿の作成・利用に際しては、市の個人情報保護条例の規定に抵触する場合

もあることから、必要な個人情報の利用が可能となるよう、法律に明確な根

拠を設けることとしたもの。 

⇒【第 2部第 2章第 1節 避難対策等の推進】 

 

＜参考＞災害対策基本法改正（平成 25年 6月）に伴う計画修正案（風水害等対策編）での主な修正内容（2/2） 

項目 改正の背景・趣旨等 【】内は修正案での主な反映箇所 

避難勧告・避難

指示等 

 

法第 61条の 2 

国・都道府県に

よる市長への

助言の仕組み

を措置 

災害対応の経験に乏しいこと等により、市長が避難指示等の発令のタイミングを逃し

たり、その発令に躊躇したりする事態が生じていることを踏まえ、専門的な知見等を

有する国・県から市への助言に関する規定を整備し、市長の適時適切な避難指示等の

発令を支援するもの。 ⇒【第 2部第 2章第 1節 避難対策等の推進】 

生活環境の整

備 

法第 86 条の 6

～7 

避難所の環境

整備を努力義

務化 

東日本大震災において、避難者の避難生活が長期化するにつれ、心身の健康を損なう

などの課題があったことを踏まえ、避難所における生活環境の整備について努力義務

を定めるもの。 

⇒【第 4部第 4章第 1節 避難の指示等及び避難場所・避難所の確保・運営】 

安否情報の提

供 

法第 86条の 15 

安否情報の提

供制度を創設 

東日本大震災では、被災者の安否について、個人情報保護条例との関係から被災者の

家族等に回答することも逡巡した自治体があったことを踏まえ、被災自治体において

安否情報の回答が可能となるよう、法律に明確な根拠を設けることとしたもの。 

⇒【第 2部第 5章第 2節 情報収集・情報伝達機能の整備及び確保】 

罹災証明書 

 

法第 90条の 2 

罹災証明書の

交付を制度化

（市が遅滞な

く交付） 

被災者生活再建支援金の支給をはじめとする支援措置の申請に活用される罹災証明

書について、東日本大震災では交付までに数カ月を要した市町村もあったことを踏ま

え、災害発生後、罹災証明書が遅滞なく被災者に交付されるよう、法律に明確な根拠

を設けるもの。 ⇒【第 5部第 5章第 2節 被災者の生活再建に向けた支援】 

被災者台帳 

 

法第 90 条の 3

～4 

被災者台帳制

度の作成制度

を創設 

被災者支援について「支援漏れ」や「手続の重複」をなくし、中長期にわたる被災者

支援を総合的かつ効率的に実施するため、個々の被災者の被害状況や支援状況、配慮

事項等を一元的に集約した被災者台帳の作成制度を創設。 

⇒【第 5部第 5章第 2節 被災者の生活再建に向けた支援】 

 

＜参考＞災害対策基本法改正（平成 26年 11月）に伴う計画修正案（風水害等対策編）での修正内容 

項目 改正の背景・趣旨等 【】内は修正案の主な反映箇所 

放置車両 

 

法第 76 条の 1

～8 

放置車両対策・土

地の一時使用 

 

大規模災害時において直ちに道路啓開を進め、緊急車両の通行ルートを迅速に確

保するため、道路管理者による放置車両移動の命令や障害物の処分、他人の土地

の一時使用等を可能とするもの。 

⇒【第 4部第 2章第 1節 緊急の交通・輸送機能の確保】 

 

 

＜参考＞水防法改正（平成 25年 6月）に伴う計画修正案（防災計画及び水防計画）での修正内容 

項目 改正の背景・趣旨等 【】内は修正案の主な反映箇所 

要配慮者利用

施設 

水防法第 15 条

の 4 

浸水想定区域にお

ける要配慮者利用

施設 

浸水想定区域にある高齢者等利用施設の要配慮者を守るため、市長は洪水予報等

を施設所有者に直接伝達する。 

 ⇒防災計画【資料編】浸水想定区域内の高齢者等利用施設を明記 

災害情報 

水防法第 13 条

の 4 

河川管理者（国・

県）から市長への

通知 

市長による避難勧告、避難指示の判断に資するため、河川管理者から市長に洪水

予報等の情報を直接伝達する。 

⇒防災計画【第 3部第 1章第 2節 予報・警報等の伝達及び情報収集体制の確保】 

河川管理者の

協力 

水防法第 2 条

の 6 

河川管理者（国・

県）の協力 

水防計画に河川管理者（国・県）の協力に関する事項を定めることができる。 

⇒水防計画【第 7 章第 12 節 水防訓練】河川管理者（国・県）と連携して水防訓

練を行うことを追記 

 

■主な法改正の内容と計画への反映箇所等 


